清掃・軽作業

発行日:9月12日
9月5日～9月12日
受理求人

最新！
お問い合わせは…ハローワーク梅田まで！ 電話 06-06-6344-8609 42#
大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第２ビル１６階
ハローワーク梅田の営業時間は…平日 8：30～19：00

土日祝10：00～17：00 （年末年始休み）
平日17：15以降及び土日祝はパソコンによる求人検索及び紹介業務のみ。雇用保険手続き、訓練、求人関係業務の取り扱いはあ
りません。
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。
求人情報には応募要項や試用期間の有無等は記載されていません。詳細をハローワークでご確認ください。

1 建築金物製造・一般建築資材製造

2 食品加工・製造スタッフ／大阪営業所

3 製造技術者の補助

ステンレス・鉄の穴あけ・曲加工 簡単な金
具組立及び製品の箱詰梱包作業 未経験
者の方にはしっかり丁寧にお教えします。

・寿司ネタ・お惣菜の製造です。 ＊簡単な
お仕事ですので未経験でも大丈夫です。 ＊
レストランや食品製造経験者の方は優遇し
ます。 ＊母子家庭や小さなお子様がいらっ
しゃる方でも、 働き方については相談にのり
ます。 ＊社員登用制度も有。

図面等を見ながら機械を用いてプラス
チック部品を 製造する作業の補助的な仕
事です。

資格・経験 不 問

資格・経験 レストランや食品製造経験者優遇

資格・経験 不 問

910円～910円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 あり
時間外
勤務時間 (1) 9時00分～16時00分

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

885円～900円
時給
パート労働者5人募集
交通費 なし
年齢:不問
賞与 なし
時間外
勤務時間 (1) 9時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

株式会社 トイック

株式会社 阪神フード

株式会社 ウシノハマ

時給

1,000円～1,200円

パート労働者2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回
勤務時間 (1) 9時00分～16時45分
時間外

資本金 1000万円
従業員数 16人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 市バス中島２丁目下車徒歩２分
求人番号27020-57365871
9月11日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 60人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ環状線野田駅・西九条駅徒歩１０分
求人番号28070- 6839571
9月12日受理求人
現在の応募者数0人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週3～5日

資本金 1000万円
従業員数 13人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄西中島南方駅／阪急南方駅より徒歩７分

求人番号27060-32507771
9月11日受理求人
現在の応募者数0人

4 製品組立作業

5 製図

6 ＣＡＤオペレーター

・樹脂ホースの切断 ・袋詰め作業など （立ち
仕事） ★事業内容★ フレキシブルチューブ
並びに熱交換器の製造、卸し。 ☆会社の特
長☆ 昭和４５年設立以来、順調に業績を伸
ばし、フレキシブルチューブのメーカとして
は、全国的に知名度が高く、更に拡販を展
開中である。

ＣＡＤによる建築内装、ドアの製図 （ＡＵ
ＴＯＣＡＤ、ＶＥＣＴＯＲ－ＷＯＲＫＳ 使えれ
ば、より早く覚えられると思います。）

事業所内及び現場事務所での施工図等
の作成・チェック・修正

資格・経験 不 問

資格・経験 ＣＡＤ実務経験者

資格・経験

1,100円～1,100円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
(2) 9時00分～18時00分
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4～5日

1,000円～1,300円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～12時00分
時間外
(2) 9時00分～17時00分
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4～5日程度

920円～920円
時給
パート労働者3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 8時00分～18時00分の間
時間外
の3時間以上
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週2～5日程度

求人者の希望により事業所名は非公開です
資本金 2000万円
従業員数 55人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号27020-57132971
9月8日受理求人
現在の応募者数0人

サンレイズ工業 株式会社
資本金 3000万円
従業員数 47人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線東三国駅下車徒歩１５分
求人番号27060-32250971
9月8日受理求人
現在の応募者数0人

ＪＷＷＣＡＤの経験者 エクセル・ワード
の使用経験者

株式会社 鍜治田工務店
資本金 50000万円
従業員数 290人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 淀屋橋下車徒歩３分
求人番号27010-59400971
9月6日受理求人
現在の応募者数1人

7 送迎運転手・介護職（デイケアセンター）（旭区）

8 デリバリースタッフ

9 デリバリー業務（大阪市） ＊急募＊

・牧病院デイケアセンターでの勤務。 デイ
ケア利用者の送迎業務（自宅～施設間）
（送迎時やデイケアフロア内における一部
介護業務あり）

＊自転車、自動車を使って書類等の引取
りと納品 をお願いいたします （車は近くの
カーシェアーで借りますので、いろんな車
種に乗れますよ） ＊デリバリーがない時
間は簡単な事務処理をお願いします

ルートデリバリー業務 主に、大阪市内の固
定されたお客様に 商品を配達してもらいま
す。 １．５ｔ～２ｔトラックを使用します。 （４
メートルの長尺物あり） 入出庫業務 自社倉
庫での荷受け、出荷業務です。 ＊＊急募
＊＊

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定不可）

1,113円～1,113円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外
(2) 8時30分～13時30分
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～4日程度

1,000円～1,000円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)13時00分～17時00分
時間外
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

1,000円～1,500円
時給
パート労働者2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 9時00分～18時00分の間
時間外
の5時間程度
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週4～5日程度

医療法人 清翠会

日本コムシンク 株式会社

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 6800万円
従業員数 940人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 地下鉄今里筋線清水駅１番下車徒歩３分
求人番号27020-57103671
9月8日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 5000万円
従業員数 180人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪市営地下鉄肥後橋駅下車徒歩３分
求人番号27030-33607971
9月11日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

ドライバー経験、介護経験が有ればな
お良し。 普免（ＡＴ限定可）

資本金 5000万円
従業員数 41人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : ＪＲ環状線・阪神なんば線西九条駅下車徒歩５分

求人番号27020-56117071
9月5日受理求人
現在の応募者数1人

10 ドライバー

11 配達

12 機器の清掃及びメンテナンス／大阪支店

当社取引医療機関へ ＰＣ機器の運送等 ★
事業内容★ 診療所・病院への電子カルテシ
ステム及び医事会計システムの販売及びサ
ポート ☆会社の特長☆ 病院・診療所等のＩＴ
化推進に向け、電子カルテシステム・医事会
計システム等、最適なトータルソリューション
を提供します。

決められた場所へのルート配送 ★事業内
容★ 中央卸売市場での食肉卸及び食肉加
工品販売。銘柄牛を得意とし、松坂牛を始め
神戸牛、宮崎牛、長崎和牛の販売指定店も
取得しています。 ☆会社の特長☆ 当社の
商品は、幅広い飲食店から支持され、８年連
続成長しております。

◎会社車両（普通車両か軽車両のワンボッ
クス・オートマ） の運転にて、お得意様を訪
問し設置しているオフィスコーヒー機器及び
給茶機の清掃及びメンテナンスの実施 ＊
未経験の方でも慣れるまでは同行指導しま
す。 ◆雇用期間：満了後、１ヶ月毎の更新

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

1,000円～1,000円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
5時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

1,000円～1,200円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 7時30分～12時00分
時間外

900円～900円
時給
パート労働者2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～16時00分
時間外

株式会社 アイソル

株式会社 ジャパンウエスト

資格・経験

パソコン知識あれば尚よし 普免（ＡＴ
限定可）

資本金 3200万円
従業員数 65人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 谷町四丁目下車徒歩２分
求人番号27010-59081371
9月5日受理求人
現在の応募者数1人

休日 日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週5～6日程度

資本金 600万円
従業員数 11人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ野田駅下車徒歩７分
求人番号27020-56430671
9月6日受理求人
現在の応募者数0人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週3～4日程度

西日本ビバレッジ 株式会社
資本金 10000万円
従業員数 308人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 新大阪駅下車徒歩１５分
求人番号40120-21480471
9月5日受理求人
現在の応募者数0人

13 詰め作業・梱包

14 機器簡易整備・清掃

15 軽作業（大阪市）

詰め作業・梱包 ・おせんべいの詰め作
業、梱包、検品 ＊ご応募にはハロー
ワークの紹介状が必要です。 ＊経験不問
求人です。お気軽にお問い合わせくださ
い。 ＊＊急募＊＊

電子レンジ等の機器の簡易整備、清掃の
軽作業 ★事業内容★ 冷凍冷蔵空調設備
の施工および保守メンテナンス ☆会社の
特長☆ 東証一部上場、サンデンＨＤ全額
出資会社。

駐車場機器を設置する予定の店舗駐車場に
出向いて現地の写真撮影、簡易な測量、周辺
のコインパーキング、月極駐車場の場所、料金
等を調べる簡単な作業です。 ＊難しい作業で
はないので未経験者でも安心です。 ＊コツコツ
とした作業が好きで丁寧な仕事をしていただけ
る 方をお待ちしております。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

883円～883円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外

950円～1,250円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年5万円～10万円
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外

1,200円～1,500円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)10時00分～17時00分
時間外

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週3～5日程度

求人者の希望により事業所名は非公開です

求人者の希望により事業所名は非公開です

ピットデザイン株式会社

資本金 2000万円
従業員数 57人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線加島駅下車徒歩１０分
求人番号27060-32087571
9月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 190人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 :
求人番号27070-21549571
9月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 27000万円
従業員数 49人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線西中島南方駅２分／阪急京都線南方駅２分

求人番号13010-10935672
9月11日受理求人
現在の応募者数0人

10パート清掃・軽作業

