厚生労働省

ハローワーク
大阪東を
ご利用ください！

最新！

発行日:9月7日
9月4日～9月7日
受理求人

いますぐ応募できる求人です！
発行日当日に募集中の求人です。決まり次第、
求人は取消されるのでハローワークでご確認ください。

応募前に必ずハローワーク大阪東へお越しください！
★応募には、ハローワークの紹介状が必ず必要です。★
★ハローワークには、ほかにも求人がたくさんあります★
求人の内容について、必ずハローワークでご確認ください。
求人情報にはおおむねの求人条件は記載されますが、家族手当、住宅手当等、ご本人様
の状況に左右される手当は情報誌に掲載されていません。また、昇給や応募要項、試用
期間の有無は記載されていません。
詳細は、ハローワークでご確認ください。

1 工場内スタッフ

2 食品添加物製造

3 製造【急募】

※ネジ・ワッシャーの製品仕上げ作業
＊現在の職場男性７名で頑張っています
＊今年創業６６年になります
＊長く勤めていただく方

食品添加物（天然色素、他） 製造工程に
係る業務 製造に伴う分析試験
業務上、色の識別が必要になります。

・段ボールシート製造機械の操作
・段ボールケース製造印刷機械の操作

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

月給 230,000円～280,000円

月給 210,000円～330,000円

月給 175,000円～235,000円

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.50月分
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回2.25月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時15分
時間外

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 8時30分～17時15分
時間外

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日
資本金 1000万円
従業員数 48人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 南巽駅下車徒歩４分
求人番号27010-58781171
9月5日受理求人
現在の応募者数26人

休日 土日祝
週休２日制 その他
年間休日数 114日
資本金 1800万円
従業員数 20人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 地下鉄中央線深江橋駅下車徒歩５分
求人番号27010-58459371
9月4日受理求人
現在の応募者数1人

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 114日
資本金 3000万円
従業員数 52人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : 横堤駅下車徒歩７分
求人番号27010-58208371
9月4日受理求人
現在の応募者数4人

4 工務

5 カスタマエンジニア

6 アドバイザー

＊当社は、弱電工事施工店です。 イン
ターホン、自火報、ＴＶ ＩＴＶを設備受注し
施工しています。 これらの現場施工管理
者をして頂きます。

電子カルテシステム構築に伴う、システム
機器の設置から 設定保守を行います。
ハードトラブル等の緊急対応として顧客先
に訪問し、 代替機器の設置、システム再
インストール等を行います。

・整備点検依頼時の車の状態確認 ・整備
スケジュール確認調整 作業見積りの作
成、納車予定日連絡 ・整備全体の進捗
管理 ・その他、車検、修理受付および接
客

資格・経験 パソコン基本操作 普免

資格・経験 ワーク）基本スキル 普免（ＡＴ限定可）

月給 200,000円～300,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
20時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日
資本金 2000万円
従業員数 78人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄・京阪北浜駅下車徒歩５分
求人番号27010-59106571
9月5日受理求人
現在の応募者数0人

パソコン基本スキル及び 通信（ネット
月給 180,000円～250,000円
5人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年2回3.60月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
(2) 9時30分～18時30分
10時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日
資本金 3200万円
従業員数 45人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町四丁目駅下車徒歩３分
求人番号27010-58698471
9月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験 普免 二級自動車整備士資格
月給 220,000円～300,000円
2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回6.00月分
勤務時間 (1) 9時30分～18時00分
時間外
20時間
週休２日制 その他
休日 水
年間休日数 106日
資本金 9500万円
従業員数 110人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 伊丹店：伊丹市鴻池２－１－３１
求人番号27010-58056371
9月4日受理求人
現在の応募者数0人

ハローワーク大阪東の電話番号は、06-6942-4771職業相談担当へ！

7 工場機械オペレーター

8 ＣＡＤオペレーター

9 アルミサッシ施工技術員

◎事業所内にて、工場機械オペレーター
業務を行って 頂きます。
・美術化粧缶（海苔缶・菓子缶等）の製造
機械操作
・型替及、機械調整

ＣＡＤ（２Ｄ、３Ｄ）を使った自動機械、自動
車部品等 機械図面の作成

当社製造工場にて製作した アルミサッ
シ、スチールサッシ・ドアの 工事現場での
取付施工

資格・経験 機械経験者希望

資格・経験 ＰＣ基本操作、ＣＡＤに興味のある方

資格・経験

月給 200,000円～250,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回0.50月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時15分
時間外
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 114日
資本金 4800万円
従業員数 25人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 地下鉄千日前線今里駅下車徒歩１５分
求人番号27010-58566371
9月4日受理求人
現在の応募者数2人

月給 175,000円～175,000円
2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:30歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日
資本金 1000万円
従業員数 96人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄中央線、堺筋線堺筋本町駅下車徒歩３分

求人番号27010-58483071
9月4日受理求人
現在の応募者数0人

上記業務経験のある方 普免（ＡＴ限
定可）

月給 171,500円～260,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時15分
時間外
20時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 105日
資本金 8000万円
従業員数 74人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : ＪＲ学研都市線放出駅下車徒歩１０分
求人番号27010-59750071
9月7日受理求人
現在の応募者数0人

10 倉庫・配送補助

11 業務社員（生野区）

12 配送運転手

・冷凍食材・一般食材・アルコール類の出荷作業補助 数
百ｇ程の軽量物から３０ｋｇ程の重量物まで幅広く取り扱
います。 出荷便毎に商品のピッキング分の出荷を行いま
す。 ・商品の積み込み作業など配送業務補助 ・経験技
能習得の頃合いを見たうえで、商品在庫発注業務や検
品作業も行って頂きます。 ＊将来、適性により店舗での
勤務もあります。 ＊誰にでもわかりやすいシステムのた
め、未経験者でも即対応できます。

固定取引先（自動車販売店、ＧＳ等）への
配送業務と、 タイヤ交換を含む業務職。
適性に応じて営業職を担当してもらいま
す。

商品の配送、荷造、仕分け、梱包を担当し
ていただきます。 配送業務では３ｔトラック
を運転します。 フォークリフトの運転も行
います。

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 許（３ｔトラック運転可）、フォークリフト免許

トラック運転、フォークリフト運転 自動車免

資格・経験 不 問
月給 211,159円～254,333円
3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 6時00分～15時00分
時間外
30時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 105日
資本金 2000万円
従業員数 215人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄南巽駅より徒歩１５分／ＪＲ東部市場前駅より徒歩１５分

求人番号27010-58046171
9月4日受理求人
現在の応募者数0人

月給 172,000円～233,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:40歳以下
賞与 年2回5.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
(2) 9時00分～17時00分
20時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 103日
資本金 1120万円
従業員数 85人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄南巽駅下車徒歩５分
求人番号27010-59551671
9月6日受理求人
現在の応募者数0人

月給 172,000円～193,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回4.50月分
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外
5時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 115日
資本金 1000万円
従業員数 35人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 地下鉄中央線緑橋駅下車徒歩５分
求人番号27010-58087971
9月4日受理求人
現在の応募者数0人

13 梱包作業員

14 工場作業員

15 製造・出荷軽作業

製品の最終仕上げチェック及び梱包作業
★事業内容★ 食品包装から建材・精密
部品などのプラスチックフィルムの加工製
造、販売。
☆会社の特長☆ プラスチックフィルムの
コーティング・ラミネート加工の最先端を目
指す。

・食品添加物（粉体）の計量、混合、梱包、
出荷作業
・原料、製品は１０ｋｇ～２５ｋｇ
・小分け作業（５００ｇ～１ｋｇ）もあり

製造部にて、商品袋詰め作業、在庫管
理、生産管理、 資材ピッキング等の軽作
業を行っていただきます。 扱う商品は化
粧品雑貨品です。

資格・経験 未経験可

資格・経験 フォークリフト免許優遇

資格・経験 不 問

月給 174,000円～206,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:45歳以下
賞与 年2回1.60月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時15分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日
資本金 35000万円
従業員数 900人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄小路駅・北巽駅下車徒歩１５分
求人番号27010-59039971
9月5日受理求人
現在の応募者数6人

月給 200,000円～300,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:40歳以下
賞与 年2回3.60月分
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日
資本金 1560万円
従業員数 16人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : 地下鉄長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅下車徒歩４分

求人番号27010-59123471
9月5日受理求人
現在の応募者数7人

月給 150,000円～180,000円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回1.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
5時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 120日
資本金 4000万円
従業員数 40人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 近鉄大阪上本町駅下車徒歩１０分
求人番号27010-59401171
9月6日受理求人
現在の応募者数2人

