平成２９年１１月２０日（月）１３：００～１６：００
番号

企業名

① 株式会社 こなか

賃金・年齢・学歴・免許等
場所
職種・求人番号
月給
２１０，０００円～２４０,０００円
大阪市港区弁天１－２－２
調理社員（うどん/居酒屋） 就業時間 １０：００～２３：００
３Fレストラン街
（フルタイム）
の間の８時間程度
湖中オーク２００店
27030-39467071
６０～６４歳
高卒以上
ＪＲ・地下鉄 弁天町駅 徒歩３分
月給 ２１０，０００円～２４０,０００円
調理社員（とんかつ）
就業時間 １０：００～２２：００
（フルタイム）
の間の８時間程度
大阪市港区弁天１－２－２
27030-40392171
不問 高卒程度以上
３Fレストラン街
とんかつ楽句 弁天町店
時間給 ９３０円～１，２００円
ＪＲ・地下鉄
調理補助（とんかつ）
就業時間 １０：００～１４：００
弁天町駅 徒歩３分
（パートタイム）
１２：００～１６：００ 他
27030-40394371
不問 不問
月給 ２１０，０００円～２５０,０００円
調理社員（そば/居酒屋） 就業時間 １０：００～２３：００
大阪市北区大淀中１－１－９０
（フルタイム）
の間の８時間程度
新梅田シティB１F
27030-39470771
１８歳以上 高卒以上
滝見小路内
湖中 梅田スカイビル店
時間給 １，０３０円～１，２００円
ホール接客（そば/居酒屋） 就業時間 １７：００～２３：００
JR・阪急・地下鉄
（パートタイム）
梅田駅 徒歩１０分
の間の4時間程度
27030-40396571
不問 不問
大阪市中央区東心斎橋1-6-27

②

日本ビルサービス

株式会社

地下鉄 長堀橋駅 徒歩４分
地下鉄 心斎橋駅 徒歩７分
大阪市西成区千本南１－３－１４

朝日プラザ岸里
地下鉄 岸里駅 徒歩３分

月給 １７０，０００円～１８４,０００円
９：００～１７：００

ﾏﾝｼｮﾝ管理員＊巡回・指導 就業時間

（フルタイム）
27030-39338671

分譲ﾏﾝｼｮﾝ清掃員
（西成区）
（パートタイム）
27030-39341271

不問 高卒以上

賃金・年齢・学歴・免許等
時間給 ９３０円～１，２００円
調理補助（うどん/居酒屋）
就業時間 １０：００～１５：００
（パートタイム）
１７：００～２３：００ 選択可
27030-39466171
６０～６４歳 不問
職種・求人番号

調理社員（とんかつ）
（フルタイム）
27030-40393071
調理補助（とんかつ）
（パートタイム）
27030-40395671

月給 ２１０，０００円～２４０,０００円
就業時間 １０：００～２２：００
の間の８時間程度
６０～６４歳 高卒以上
時間給 ９３０円～１，２００円
就業時間 １０：００～１4：００
１２：００～１６：００ 他
６０～６４歳 不問

時間給 １，０３０円～１，２００円
調理補助（そば/居酒屋） 就業時間 １７：００～２３：００
（パートタイム）
の間の4時間程度
27030-39469671
６０～６４歳 不問
月給 ２７０，０００円～３３０,０００円
調理長候補（そば/居酒屋） 就業時間 １０：００～２３：００
（フルタイム）
の間の８時間程度
27030-40397471
１８歳以上 高卒程度
時間給 ９０９円～９０９円
分譲ﾏﾝｼｮﾝ清掃員（代行） 就業時間 ９：００～１５：００
（パートタイム）
27030-39340871
不問 不問

時間給 ９０９円～９０９円
就業時間 ９：００～１５：００
不問 不問

時間給 ９５０円～９５０円
大阪市淀川区宮原４－１－４５ クリーンスタッフ（淀川区） 就業時間 7：00～11：30（月～金）
（パートタイム）
9：00～12：30（土）
各線 新大阪駅 徒歩３分
27030-39403471
不問 不問
大阪市阿倍野区王子町4-1-34
地下鉄 西田辺駅 徒歩１３分
阪堺電車 北畠駅 徒歩７分

大阪市中央区天満橋京町2-6
京阪・地下鉄
天満橋駅 徒歩２分

③

東急
ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ
株式会社
関西支店

大阪市中央区南船場2-5-5
地下鉄 心斎橋・長堀橋駅
徒歩２分
大阪市北区西天満1-8-2
各線 淀屋橋駅 徒歩８分

大阪市西区南堀江4-31-5
ＪＲ 大正駅・地下鉄 西長堀駅
ドーム前千代崎駅 徒歩１０分

④

株式会社
優生活

不問 不問

クリーンスタッフ
（中央区天満橋京町）
（パートタイム）
27030-39401671

時間給 ９５０円～９５０円
就業時間 ７：３０～１０：３０

クリーンスタッフ
（中央区南船場）
（パートタイム）
27030-39400371

時間給 ９１０円～９１０円
就業時間 ６：００～ ８：００

クリーンスタッフ
（北区西天満）
（パートタイム）
27030-39398571

時間給 １，０５０円～１，０５０円
就業時間 ８：００～ １６：００

クリーンスタッフ
（西区南堀江）
（パートタイム）
27030-39397671

時間給 ９３０円～９３０円
就業時間 ８：００～１１：００

クリーンスタッフ
（西区南堀江）
（パートタイム）
27030-39395071

不問 不問

不問 不問

不問 不問

不問 不問

アウトバウンド業務
（パートタイム）
27030-39364471

大阪市大正区南恩加島5-4-1
おかじま病院 栄養科内
ＪＲ 大正駅経由
市バス 平尾バス停 徒歩１分

調理員（大正区）
（パートタイム）
27020-67933671
調理補助（港区築港）
（パートタイム）
27020-67709771

時間給 ９０９円～１，０００円
就業時間 ６：００～１１：３０
９：００～１４：３０ 他
不問 不問

大阪市西区九条南1-12-21
多根総合病院
ＪＲ・地下鉄 大正駅 徒歩７分

大阪市西区境川1-1-39
多根記念眼科病院
ＪＲ・地下鉄 大正駅 徒歩7分

大阪市港区港晴2-4-25
港晴寮内厨房
地下鉄 朝潮橋駅 徒歩１０分
大阪市港区田中3-1-130
第２港晴寮内 栄養科
地下鉄 朝潮橋駅 徒歩５分
大阪市港区田中3-1-130
大阪市立第２港晴寮内厨房
地下鉄 朝潮橋駅 徒歩５分
大阪市港区築港2-4-16
築港地域住宅ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
内厨房
地下鉄 大阪港駅 徒歩５分
大阪市大正区三軒家東5-5-16

大正病院内厨房
ＪＲ・地下鉄 大正駅 徒歩10分

調理補助（西区）
（パートタイム）
27020-67742771

時間給 ９０９円～９８０円
就業時間 １８：００～２０：００
不問 不問

調理補助（西区境川）
（パートタイム）
27020-67793271

時間給 ９０９円～１，０００円
就業時間 ６：００～１１：３０
９：００～１４：００ 他
不問 不問

調理補助（港区港晴）
（パートタイム）
27020-67815271

時間給 ９０９円～９３０円
就業時間 ７：００～１２：００
９：００～１４：００ 他
不問 不問

調理補助（港区田中）
（ﾌﾙタイム）
27020-67834171

時間給 ９５０円～１，０００円
就業時間 ８：００～１８：３０
の間の８時間程度
不問 不問 調理師免許

調理補助（港区田中）
（パートタイム）
27020-67853671

クリーンスタッフ（リーダー 時間給 １，０５０円～１，０５０円
的役割）（西区南堀江） 就業時間 ８：００～ １６：００
（パートタイム）
不問 不問
27030-39396371

時間給 ９３０円～９３０円
就業 ８：００～１１：００
時間 ８：００～１６：００(月3～4日)

大阪市西区靱本町１－５－６
本町辰巳ビル３階
地下鉄 本町駅 徒歩５分

地下鉄 大阪港駅 徒歩３分

⑤

（パートタイム）
27030-39402571

不問 不問
時間給 １，３００円～１，３００円
就業時間 ９：００～１８：００
９：００～１７：００
９：００～１６：００
不問 不問
時間給 ９０９円～１，２００円
就業時間 ６：３０～１５：００
８：３０～１７：００
不問 不問

大阪市港区築港3-4-25
多根第二病院

日清医療食品
株式会社
関西支店

時間給 ９２０円～９２０円
９：００～１２：３０

クリーンスタッフ （阿倍野区） 就業時間

テレフォンオペレーター
（パートタイム）
27030-39365771
調理師（大正区）
（フルタイム）
27020-67983571

調理補助（西区）
（フルタイム）
27020-67773671

時間給 ９０９円～１，０００円
就業時間 １６：００～２０：００
不問 不問

調理補助（港区築港）
（パートタイム）
27020-67863471

時間給 ９０９円～１，０００円
就業時間 ６：００～１０：００
９：００～１４：００ 他
不問 不問

調理師（大正区）
（ﾌﾙタイム）
27020-67906171

時間給 １，０００円～１，６００円
就業時間 ６：００～２０：００
の間の８時間程度
不問 不問 調理師免許

＊事前に希望する求人について紹介状の交付を受けて頂くとスムーズに面接頂けます。
＊紹介状の交付は最寄りのハローワークで受けて頂くことも可能です。

時間給 １，１００円～１，１００円
就業時間 ９：００～１８：００
９：００～１４：００
１３：００～１８：００
不問 不問
時間給 ９０９円～１，２００円
就業時間 ７：００～１６：００
不問 不問

時間給 １，０００円～１，４００円
就業時間 ６：００～１５：００
９：００～１８：００ 他
不問 不問 調理師免許

