フルタイム

事務

1 一般事務

2 一般事務（経理・総務）

3 営業事務職

・給与計算事務 ・経理事務補助 ・社会保
険事務 ・データ入力 ・印刷、ファイリング
庶務 ・来客対応、お茶出し、電話対応 ※
あなたに出来るお仕事からお任せしま
す！ 【急募】

・電話対応 ・来客応対 ・経理事務 （売上管
理、入金管理など） ・総務事務（郵便物管
理、ＤＭ発送、車両管理など） ※応募を希
望される方は、事前にハローワークの相談
窓口で「紹介状」の交付を受けてください。

・電話応対 ・各種帳票の作成 ・会議・
ミーティングの準備 ・資料作成・データ入
力

資格・経験

普免（ＡＴ限定可） 簿記資格取得者
歓迎します。

月給
155,000円～155,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 あり

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
休日 土日祝

時間外

週休２日制 毎 週

年間休日数 120日
資本金 3100万円
従業員数 40人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急バス西宿バス停下車徒歩７分
求人番号27100- 509281
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

経理事務経験者優遇 パソコン（エクセ
ル・ワード） 普免

月給
160,000円～160,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 あり

勤務時間 (1) 9時30分～18時30分
休日 土日祝

時間外
18時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 120日
資本金 7800万円
従業員数 521人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号17050- 133781
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

ＰＣ・ワード・エクセル操作ができる方
歓迎

月給
156,000円～203,000円
正社員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) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～17時30分

時間外
10時間

週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 110日
資本金 1000万円
従業員数 270人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 千里中央・石橋駅より阪急バス小野原バス停下車徒歩１分

求人番号27100- 406681
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

4 一般事務（豊中石橋営業所）

5 一般事務

6 人事・総務事務職

訪問看護ステーション事務全般 ・電話対
応 ・来客対応 ・小口現金管理 ・レセプト
業務 ・総務・人事業務 ＊医療事務は支
店の医療事務業務の管理を含む

・総務部にて、社会保険関係を中心とした
入職・退職、 給与関係業務 ・介護保険
の利用者請求業務 ・来客・電話対応、庶
務全般 ＊パソコンはワード・エクセル・
専用ソフトを使用します

総務・労務・庶務全般主な仕事として ・人
事、給与、社会保険事務（管理・手続き等）
人事総務課としての仕事として ・車両（リー
ス車両）・携帯電話管理 ・什器備品管理 ・
各種書類作成、届出事務等 がありますの
で、一部携わって頂くことがあります。

資格・経験

エクセル・ワードの出来る方 医療事
務経験があれば尚良

月給
180,000円～180,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年20万円～20万円

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
休日 土日祝他

時間外
5時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 125日
資本金 73195万円
従業員数 1,000人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急石橋駅下車徒歩５分
求人番号27020- 2451181
1月9日受理求人
現在の応募者数2人

7 一般事務（北摂支店）

資格・経験

（会計業務の経験あれば尚良し） 普
免（ＡＴ限定可）

月給
165,000円～219,500円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回3.20月分

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
(2) 9時30分～18時30分
休日 他

時間外
5時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 115日
従業員数 180人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急池田駅より阪急中川原バス停下車徒歩１５分

求人番号27100- 340181
1月5日受理求人
現在の応募者数1人

資格・経験

普免

年俸（月額）
200,000円～250,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:28歳以下
賞与 なし

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～17時30分

時間外

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 110日
資本金 1000万円
従業員数 260人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 千里中央・石橋駅より阪急バス小野原バス停下車徒歩１分

求人番号27100- 405381
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

8 病院事務職員

9 店舗事務及び販売補助（大阪箕面店）

一般事務（北摂支店） ・一般事務（インテ
リア製品の受発注） ・電話応対 ・コン
ピューターでの伝票入力 ・来客対応等
※資格のない方、未経験の方でもきちん
と教えます。 ※明るくアットホームな職場
です。

病院の事務職員として下記業務に従事し
て頂きます ◇医療事務◇各種統計業務
◇宿直業務（緊急救急対応）

店舗事務及び販売補助業務等に従事して頂きます。お客様
の要望に迅速に対応して頂き、終日立ち仕事で活躍して頂
きます。その為に必要な体力のある方からのご応募をお待
ちしております。 ≪トライアル雇用併用求人≫ ＊トライアル
雇用期間中の労働条件については、日給制 （７２７２円
～）。それ以外の変更はなし。 ＊トライアル雇用期間中及び
試用期間中の表示日給額が、就業場所地域の最低賃金を
下回る場合は最低賃金額は保障。 ※自動車への知識や興
味のある方大歓迎

資格・経験 ＊パソコン操作

資格・経験

月給
170,000円～190,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回3.00月分

月給
158,000円～198,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:18歳～40歳
賞与 年2回3.85月分

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～17時00分

時間外

普免（ＡＴ限定可）

勤務時間 (1) 9時00分～17時15分
(2)17時00分～ 9時00分

資格・経験 普免

時間外
10時間

月給
172,000円～310,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年0万円～70万円

勤務時間 (1)10時00分～19時00分
(2)11時00分～20時00分

時間外
10時間

休日 日祝他

週休２日制 その他
休日 他
週休２日制 その他
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 112日
年間休日数 122日
年間休日数 105日
資本金 5914万円
従業員数 90人
資本金 2000万円
従業員数 450人
資本金 123651万円
従業員数 420人
就業場所 : 大阪府箕面市
就業場所 : 大阪府豊中市
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 求人条件特記事項参照
最寄駅 :
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号27030- 856681
求人番号27100- 470081
求人番号04011- 86781
1月5日受理求人
1月9日受理求人
1月4日受理求人
現在の応募者数0人
現在の応募者数0人
現在の応募者数0人
平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

1

フルタイム

事務・営業

10 事務／大阪

11 営業（大阪支店）

12 営業（呉服・宝石）及管理職／豊中店

弊社へお申込み頂いたクレジットカード・ショッピング
クレジット・保証商品等の審査を担当する部署となり
ます。 ※未経験者歓迎 ※上司、指導員が付いて
業務知識や方法等をお教えし、 フォローします。 ※
詳しくは面接にてご説明します。 ※中途入社の方に
は、本社にて２日間の研修があります。（費用会社負
担）

≪営業≫ エクステリア商品 （カーポー
ト、門扉、フェンス等） の固定得意先への
商品提案 ※業務内容は一から教えます
ので安心してください。

＊呉服、宝石の販売 ・店舗を軸として、
地域に密着した販売をする。 ・店舗を運
営する店長を補佐する役割もある。 ＊呉
服小売販売経験者の方を募集対象として
います。

資格・経験 一般的なＰＣ操作可能な方

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

月給
176,000円～183,400円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年2回5.60月分

月給
201,407円～251,113円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回

正社員3人募集
年齢:不問

勤務時間 (1) 9時00分～17時25分
(2)12時35分～21時00分
休日 他

時間外
15時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 123日
資本金 1613818万円
従業員数 2,679人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 千里中央駅直結
求人番号13070- 2120181
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
休日 土日祝他

時間外
27時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 122日
資本金 31596万円
従業員数 360人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 地下鉄江坂駅下車徒歩１５分
求人番号27030- 537781
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

呉服小売販売経験 普免（ＡＴ限定
可）
月給
250,000円～500,000円
交通費 実費（上限なし）
賞与 年60万円～200万円

勤務時間 (1)10時00分～19時00分

時間外

週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 108日
資本金 7000万円
従業員数 200人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急豊中駅下車徒歩１分
求人番号27030- 666781
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

13 ルームアドバイザー（不動産営業）（豊中店）

14 不動産仲介営業

15 営業（バルブ類）

＊不動産賃貸仲介営業。・お客様のご希望をお伺い
し、お部屋をご提案していただくお仕事です。 ・お客
様のあらゆるニーズに応える提案力を身に着けられ
ます。 先輩社員による研修で、あなたのキャリア
アップをサポート。未経験の方でも安心してお仕事
が始められる 環境をご用意してお待ちしておりま
す。！ ※トライアル雇用併用求人 （制度の利用には
安定所の紹介状が必要です）

◇不動産売買の営業戸建住宅やマンションをお探し
のお客様から、立地、 価格、築年数、間取りなど、希
望をヒアリングし、 ピッタリの物件をおすすめしま
す。 車にてお客様を物件へご案内して下さい。 集
客はホームページや折り込み広告がありますので
心配いりません。飛び込み営業は一切なし。 提案に
専念していただけますよ。

ＬＰガスプラント設備会社・ＬＰガス検査会社
等の 固定得意先に対して、バルブ類の販
売・見積・打合せ等の ルート営業業務を
行って頂きます。 入社後は先輩社員に付
いて仕事を覚えて頂きますので、 未経験
者・異業種からの転職の方もゆっくり業務を
覚えられます。

資格・経験

普免（ＡＴ限定可） 宅地建物取引士
優遇

月給
217,000円～500,000円
正社員3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回2.00月分

勤務時間 (1)10時00分～19時00分
(2)11時00分～20時00分
休日 他

時間外
27時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 105日
資本金 300万円
従業員数 340人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急豊中駅下車徒歩３分
求人番号28040- 138781
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

16 営業
理化学機器の営業 ★事業内容★ 理科
学機器製造、販売。 ☆会社の特長☆ 各
種研究、試験、品質管理用科学機器製
作。

資格・経験

普免（ＡＴ限定可）

休日 他

時間外
20時間

週休２日制 その他

年間休日数 107日
資本金 1000万円
従業員数 8人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「庄内駅」徒歩１０分
求人番号27100- 138481
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

※但し、ＰＣ操作のできる方 物件所在地へ行く地図を
すぐに理解できる方 普免（ＡＴ可）

月給
200,000円～200,000円
正社員3人募集
交通費 一定額
年齢:35歳以下
賞与 年2回

勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
休日 水他

時間外

週休２日制 隔 週

年間休日数 105日
資本金 300万円
従業員数 9人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 :
求人番号27100- 424981
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

普免（ＡＴ限定可）

月給
190,000円～240,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回3.50月分

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分

時間外

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 122日
資本金 4000万円
従業員数 128人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急宝塚線「蛍池駅」下車徒歩１０分
求人番号27100- 374181
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

17 営業（パナソニックシステム製品）

18 営業（大阪営業所）

※主に固定得意先への巡回 営業及び、
パナソニック ＡＶシステムの提案推進 活
動。 ※経験者優遇

○新規営業及び担当エリアの既存顧客のパソコン
周辺機器のメンテナンスに従事します。 ＊社有車・
ノートパソコン・携帯電話貸与 ＊活動エリア：主に
近畿地方 ■履歴書（写真貼付）・職務経歴書・紹介
状を事前に事業所所在地（鹿児島）へ送付してくださ
い。書類到着後、概ね３日以内に応募結果及び面接
日等を連絡します。

資格・経験

月給
180,000円～300,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回

勤務時間 (1) 8時30分～17時00分

資格・経験

（ただし、パソコン操作（ワード・エクセ
ル）できる方） 普免

月給
201,500円～303,000円
正社員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) 9時00分～18時00分
休日 土日祝

時間外
15時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 113日
資本金 1500万円
従業員数 48人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 大阪モノレール少路駅より徒歩９分
求人番号27100- 164281
1月4日受理求人
現在の応募者数2人

資格・経験 普通自動車１種免許（ＡＴ限定可）
月給
275,000円～300,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回2.00月分

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 105日
資本金 1000万円
従業員数 18人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 :
求人番号46040- 262581
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

時間外
7時間

2

フルタイム

営業・販売

19 家屋調査に関わる営業

20 リフォーム営業／大阪府豊中市 【急募】

21 営業【豊中支店】

ゼネコン、官公庁に対する家屋調査受注
活動 ・顧客フォロー、アポ取り ・住民説明
・請求管理 ・出来高管理 ・受注管理

大手ハウスメーカーを中心に主に戸建住
宅のリフォーム現場調査・見積・提案及び
現場管理に携わっていただきます。 ご紹
介及びイベントなどにて来場いただいた
方への営業なので、訪問販売などは一切
ありません。 経験者優遇します。

＊木材、建材他建築資材の受注営業 ＊プ
レカットの受注営業 ＊現場打合せ等 ＊倉
庫内の整理 ＊商品の準備、配送 ＊見積書
の作成（ＰＣ使用） ※エリア：主に豊中市内
（２～３ｔトラック使用） 【トライアル雇用求
人】

資格・経験 建設業界経験者 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

月給
213,000円～360,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.80月分

月給
235,402円～396,550円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回4.00月分

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
休日 日祝他

時間外
27時間

週休２日制 その他

年間休日数 97日
資本金 1000万円
従業員数 15人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急箕面線桜井駅下車徒歩１０分
求人番号27100- 312781
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

住宅営業または施工管理経験のある
方 普免（ＡＴ限定可）

勤務時間 (1) 8時30分～17時15分
休日 他

時間外
20時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 109日
資本金 18600万円
従業員数 200人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「岡町」駅下車徒歩１５分
求人番号23020- 1052581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

＊パソコン基本操作（ワード、エクセル）出来る方 準中型自動車
運転免許 ※フォークリフト資格あれば尚よい

月給
250,000円～350,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 あり

勤務時間 (1) 8時00分～17時30分

時間外

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 99日
資本金 9980万円
従業員数 88人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号32030- 502981
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

22 営業

23 営業総合職

24 法人営業（大阪）

（１）金属リサイクル原料の仕入開発及びルートセー
ルス （商社、ゼネコン、建設業者、製造工場等） （２）
基本から仕事を指導し、スキルアップを支援します。
（３）キャリアアップを目指している方歓迎します。
（４）建設図面のよめる方、建築士免許取得者優遇し
ます。 ※初めての方でも丁寧に指導しますので安
心してご応募 下さい。

・引越に伴う家電製品の移設工事、大手Ｔ
Ｖ通販会社の販売家電製品の据付工事
に係る営業事務全般 ・得意先管理、工
事協力会社の管理、開拓。 ・支店長の補
佐等。

・自動車関連業者様等への営業 ・新規顧客の開拓 ※
当社取り扱いのタイヤ・ホイールの営業販売に従事して
頂きます。 ※営業エリアは主に配属された各都道府県
内となります。 ◎試用期間中は店舗にてタイヤ・ホイー
ルの販売及び取付業務に従事し、商品知識等を身に付
けて頂きます。試用期間後、適性によっては店舗での販
売取付業務への配属となる場合もございます。（その場
合も賃金の変動は無し）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 普免（ＡＴ可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

月額(日給)
326,800円～482,400円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回

月給
168,000円～263,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回2.00月分

月給
171,000円～500,000円
正社員3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年0万円～70万円

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
休日 日祝他

時間外
27時間

週休２日制 その他

年間休日数 105日
資本金 3800万円
従業員数 270人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号26020- 716481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～17時30分
休日 他

時間外
20時間

週休２日制 その他

年間休日数 110日
資本金 1000万円
従業員数 230人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急バス今宮バス停より３分
求人番号27100- 403181
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 9時00分～19時00分

時間外
10時間

週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 105日
資本金 123651万円
従業員数 420人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号04011- 84581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

25 洋菓子販売（オウション店）

26 販売及び店舗運営、管理業務 （登録販売者）豊中市・箕面

27 ショップスタッフ（携帯電話販売）

○洋生菓子・洋菓子の販売のお仕事で
す。 ※未経験者歓迎です。 ※急募

◇販売及び店舗運営、店舗管理業務（登録
販売者） ・接客、販売及び商品等の管理業
務 ・直営店舗での店舗管理、運営業務 ・ス
タッフのマネジメント ＊将来の店長候補とし
て、各業務を担当して頂きます。 入社後、社
内研修実施あり

◆豊中市内のａｕショップにて携帯電話の
販売をしていただく業務です。 ＫＤＤＩ主
催の資格取得研修がありますので、未経
験者でも安心してご応募ください。

資格・経験 不 問

資格・経験 登録販売者資格のある方

資格・経験 不 問

月給
171,748円～230,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 あり

月給
184,700円～238,400円
正社員3人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:38歳以下
賞与 年2回3.75月分

月給
176,000円～215,000円
正社員1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 8時00分～21時30分の間
の8時間
休日 他

時間外
20時間

週休２日制 その他

勤務時間 (1)10時00分～19時00分

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

時間外
20時間

週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 121日
資本金 10000万円
従業員数 174人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : ＊［店舗］についてはホームページをご覧下さい
最寄駅 : 阪急バス小野原西５丁目バス停下車徒歩１分
最寄駅 : 阪急宝塚線服部天神駅下車徒歩２０分
求人番号27060- 513881
求人番号13200- 356381
求人番号27100- 474581
1月4日受理求人
1月4日受理求人
1月9日受理求人
現在の応募者数0人
現在の応募者数0人
現在の応募者数0人
平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。
年間休日数 107日
資本金 1000万円
従業員数 110人
就業場所 : 大阪府箕面市

休日 他

時間外
10時間

週休２日制 その他

年間休日数 116日
資本金 393120万円
従業員数 8,446人
就業場所 : 大阪府豊中市

応募には紹介状が必要です！

3

フルタイム

販売・サービス

28 販売及び取付（大阪箕面店）

29 販売・事務（二輪販売店スタッフ）（豊中）／女性専用求人

30 看護補助（病棟看護助手）／夜勤なし

タイヤ・ホイール・カー用品などの販売及び取付業務に従事
して頂きます。お客様の要望にスピーディーに対処し、終日
立ち仕事での業務となりますので、体力のある方からの応
募をお待ちしております。 ※トライアル雇用併用求人 ・トラ
イアル雇用期間中の労働条件は日給制（７６４０円～）とな
り、それ以外の変更はありません。 ・トライアル雇用期間中
及び試用期間中の表示日額が就業地域の最低賃金を下回
る場合、最低賃金は保証します。 ・トライアル期間が試用期
間を兼ねます。 ※自動車への知識や興味のある方大歓迎

◇ホンダ２輪販売店での接客及び事務 ・
バイクの販売（新車・中古車） ・部品、洋
用品販売 ・保険業務
＜均等法第８条
該当：女性専用求人＞

◇看護師と協議、又は指導の元、入院患者さん
の身近なお世話をしていただきます。 ☆入院患
者さん（病床３７床）の看護補助（看護助手）（夜勤
はありません） ・食事補助（配膳・配茶・下膳） ・
排泄介助 ・入浴（シャワーのみ・洗髪・体拭き） ・
車椅子移動 ・ベッドの乗り降り介助等≪急募≫

資格・経験 普免

資格・経験

月給
191,000円～320,000円
正社員3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年0万円～70万円

月給
170,000円～240,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年2回3.60月分

勤務時間 (1)10時00分～19時00分
(2)10時30分～19時30分
休日 他

時間外
10時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 105日
資本金 123651万円
従業員数 420人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号04011- 85481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

普免（ＡＴ限定不可） 普通自動二輪
免許

勤務時間 (1)10時00分～19時00分
休日 水他

時間外
15時間

週休２日制 その他

年間休日数 105日
資本金 12000万円
従業員数 80人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「曽根駅」下車徒歩７分
求人番号27100- 28181
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

ヘルパー２級以上あれば尚良し【介
護】

月給
181,000円～200,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.30月分

勤務時間 (1) 8時50分～17時30分
(2) 7時20分～16時00分

時間外
5時間

週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 107日
従業員数 64人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線曽根駅から徒歩７分
求人番号27100- 430381
1月9日受理求人
現在の応募者数1人

31 看護補助（平日・日勤のみ）

32 歯科助手受付

33 受付・診療補助（主任候補）

◇小曽根病院、及び老健やすらぎでの看
護補助業務 （平日・日勤のみ）・病棟内の
清掃・食事の提供・シーツの交換などその
他 ≪急募≫ 「看護」

歯科医院内でアシスタント業務、受付業
務を担当して頂き ます。

・受付業務 ・診療補助 ・医院のイベント
の立案・計画など ≪増員による急募≫
※ホームページも是非ご覧ください※

資格・経験 不 問

資格・経験 助手・受付経験者は優遇

資格・経験 不 問

月給
170,000円～175,000円
正社員以外10人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年～10万円

月給
180,000円～280,000円
正社員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

月給
200,000円～230,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回3.00月分

勤務時間 (1) 9時00分～17時15分
休日 土日祝

時間外

週休２日制 毎 週

年間休日数 123日
資本金 2000万円
従業員数 450人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「庄内駅」・北大阪急行「江坂駅」下車徒歩１５分

求人番号27100- 447081
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 9時00分～19時00分
(2) 9時00分～18時30分
休日 水日他

時間外
10時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 130日
従業員数 8人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線岡町駅下車徒歩５分
求人番号27100- 566281
1月10日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 9時00分～20時00分
(2) 9時00分～19時00分

時間外
10時間

週休２日制 毎 週
休日 木日祝他
年間休日数 120日
資本金 5000万円
従業員数 4人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線曽根駅下車徒歩１５分
求人番号27100- 46381
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

34 歯科助手

35 歯科助手

・診療助手、患者応対、受付 ・器具の洗
浄、院内の清掃 ・レセプト業務等 ＊遅
番、早あがりなどあり ＊お子さまのいらっ
しゃる方も歓迎します ＊初心者歓迎、丁
寧に指導いたします

◇歯科治療助手
用求人≫

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

月給
190,000円～230,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 あり

月給
170,000円～200,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回3.00月分

月給
140,000円～157,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回4.00月分

勤務時間 (1) 9時00分～19時00分
(2)10時00分～19時00分
休日 水日祝

時間外

週休２日制 毎 週

年間休日数 110日
従業員数 7人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急箕面線「桜井駅」下車徒歩３分
求人番号27100- 150681
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

36 リハビリ補助

≪トライアル雇用併

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
休日 木日祝他

時間外
3時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 126日
資本金 550万円
従業員数 9人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 :
求人番号27100- 539581
1月10日受理求人
現在の応募者数0人

＊外来・入院患者のリハビリ補助
募≫

勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
(2) 9時00分～12時00分

時間外
5時間

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 88日
従業員数 60人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線岡町駅下車徒歩１０分
求人番号27100- 448381
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

≪急

4

フルタイム

サービス・調理・サービス

37 理・美容師／レディースアートネイチャー豊中サロン

38 カラーリスト（美容師／ヘアカラーカフェ岡町店）

39 調理師（箕面市）

・髪の悩みを解決してお客様に笑顔になって頂くお仕事
です ・ウィッグのセットや増毛、育毛、お客様の地毛の
カット、カラー等をします。 ・ブランクある方、ウィッグ未
経験の方も安心の研修制度あります。 ・お客様は担当
制で月７０～８０名程度の接客 ・週休２日制、残業は月
１０～１５時間程度なので自分の時間もしっかりとれま
す。 ・２０歳～６５歳までのスタッフがチームワークを大
切にしている環境です。

◇美容室カラーリング専門店にて、お客
様に カラーリング施術を行っていただきま
す。

病院内厨房にて、仕込、調理等の調理業
務全般 を行って頂きます。 食種は施設に
よって異なりますが、常食、キザミ食、
ペースト食、ソフト食、ミキサー食等を提供
しています。

資格・経験

一般の理美容室でのスタイリスト経験 （アシスタント、ブランクあ
る方でも相談に応じます。） 理容師、もしくは美容師免許

月給
200,000円～250,000円
正社員3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) 9時40分～18時40分
(2) 8時40分～17時40分
休日 他

時間外
10時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 111日
資本金 366724万円
従業員数 2,288人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急線豊中駅下車徒歩５分
求人番号13070- 828681
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

美容師免許

資格・経験

月給
160,000円～300,000円
正社員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) 9時00分～16時30分
休日 日祝他

時間外
20時間

週休２日制 その他

年間休日数 108日
資本金 300万円
従業員数 27人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「岡町駅」下車徒歩１分
求人番号27100- 54381
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

病院・福祉施設大量調理経験者優遇
調理師免許

月給
240,000円～320,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回2.00月分

勤務時間 6時00分～18時00分の間
の8時間

時間外
10時間

週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 105日
資本金 9000万円
従業員数 1,400人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 大阪モノレール彩都西駅下車徒歩１５分
求人番号27070- 232381
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

40 調理師（正社員／緑地公園駅近くの福祉施設内厨房勤務）

41 調理

42 飲食関係業務（調理・ホール係等）

豊中市の福祉施設内での下処理、調理、
盛付、配膳、洗浄などの業務全般をお願
い致します。 ※厨房内で着用する制服
は貸与致します。

大手企業の社員食堂での調理・提供・洗
浄・清掃等 昼食１１０食程度 早出・時
間外の場合あり

＊厨房での調理、食材・人材の管理 ＊フロアーでの
接客、人材・現金の管理 ＊人の採用、メニュー作
成、計数管理など、店舗の運営 ☆未経験の方も歓
迎！ ＊トライアル雇用併用求人 ※求人へ応募す
る際は、ハローワークの紹介状が必要です。ハロー
ワークの窓口で紹介状を受けて応募してください。

資格・経験 （調理経験者優遇）

資格・経験 不 問

月給
177,000円～197,000円
正社員以外1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし

月給
190,000円～260,000円
正社員10人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年3万円～20万円

資格・経験

調理経験があれば優遇致します。 調
理師免許

月給
160,000円～180,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
休日 土日祝

時間外
10時間

週休２日制 その他

年間休日数 105日
資本金 4508万円
従業員数 1,600人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 線緑地公園駅下車徒歩５分
求人番号27010- 2654581
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 7時00分～16時00分
休日 土日祝他

時間外
10時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 115日
資本金 5000万円
従業員数 500人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線／大阪モノレール千里中央駅下車徒歩１０分

求人番号27060- 683481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1)11時00分～20時00分
(2) 9時00分～18時00分

時間外
3時間

週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 108日
資本金 600万円
従業員数 100人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 東大阪市鴻池「和食大地の詩」イオン鴻池店
求人番号28040- 629981
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

43 飲食業務

44 生活支援員（常勤） －春の定期採用－

45 介護業務（デイサービス）

◇ホール業務・調理キッチン業務・マネー
ジメント等 ＜主な仕事内容＞ ＊ホール
にてお客様に接客＊レジ会計 ＊売上管
理＊調理全般＊スタッフ教育 ＊シフト管
理＊店舗開発

◇障害のある利用者さんが滞在されるショートステ
イ室や グループホームでの仕事です。 ※春の定期
採用募集期間※ 平成３０年１月４日（木）～２月２８
日（水） ●勤務開始予定：平成３０年４月２日（応相
談） ※処遇改善を目的とした一時金が年間約３０万
円 支給されます。（賞与とは別支給） 注）勤続年数
により異なります。

◇サービス付き高齢者向け住宅ラ・ソーラ
みのお駅前と併設のデイサービスあ・マノ
マノでの介護業務 ≪急募≫ 「介護」

資格・経験 不 問

資格・経験

月給
233,000円～324,000円
正社員4人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:18歳以上
賞与 年3万円～5万円

月給
179,550円～277,344円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.55月分

勤務時間 11時30分～23時00分の
間の8時間程度
休日 他

時間外
30時間

週休２日制 その他

年間休日数 105日
資本金 300万円
従業員数 23人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線蛍池駅下車徒歩１分
求人番号27100- 459581
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

福祉・介護現場での２年以上の勤務経験 （福祉資格満たせば不
問） 介護職員初任者研修（ヘルパー２級）以上 （経験満たせば不
問） 普免（ＡＴ限定可）は必須

勤務時間 (1) 8時45分～17時00分
(2)16時00分～ 9時00分
休日 他

時間外
5時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 124日
従業員数 145人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急宝塚線「石橋駅」下車徒歩８分
求人番号27100- 297081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

ヘルパー２級以上「介護」

月給
207,000円～242,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回2.50月分

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分

週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 106日
資本金 5000万円
従業員数 650人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 :
求人番号27100- 288181
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

時間外
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フルタイム

福祉介護

46 介護職員（箕面市）＊急募＊

47 デイサービス生活相談員

48 リハビリアシスタント（プラス永楽荘）

介護付有料老人ホーム内でのご入居者
の生活支援全般 身体・入浴・食事・排せ
つ介助

◇デイサービスを利用される方の介護全
般 ・デイサービスの相談業務 ※ハイ
エースの運転ができる方歓迎 「介護」

＊リハビリ型デイサービスで、ご利用者様
のリハビリの お手伝い、入浴補助、送迎
業務があります。 ＊未経験、無資格の方
でも研修を通じて実務をお教え します。
＊食事介助はありません。 【介護】

高齢者施設での実務経験者 介護
福祉士
月給
214,500円～226,500円

資格・経験

正社員2人募集
年齢:18歳～59歳

交通費 実費（上限なし）
賞与 年2回3.50月分

勤務時間 (1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分
休日 他

時間外
10時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 114日
資本金 95000万円
従業員数 646人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急牧落・桜井駅下車徒歩１４分
求人番号27020- 335981
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

デイサービスでの経験 介護福祉士、
社会福祉主事、社会福祉士

月給
212,000円～282,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回2.50月分

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分
休日 他

時間外
10時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 109日
資本金 5000万円
従業員数 650人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急バス「粟生団地」バス停から徒歩５分
求人番号27100- 330281
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）
月給
192,000円～192,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:64歳以下
賞与 年2回2.00月分

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分

時間外
27時間

週休２日制 その他
休日 日他
年間休日数 105日
資本金 3095万円
従業員数 700人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : バス豊中市内線春日町４丁目バス停下車徒歩２分

求人番号27080- 1245681
1月10日受理求人
現在の応募者数0人

49 介護職員（特別養護老人ホーム）

50 デイサービスでの介護職（サラージュ豊中）

51 ホームヘルパー

◆特別養護老人ホームの介護サービス全
般とする。 ★事業内容★ 特別養護老人
ホーム、ショートステイ、デイサービス、ホー
ムヘルパー、ケアハウス五月園、ケアプラン
センター ☆会社の特長☆ 一視同仁博愛慈
善の精神をもとに利用者様に介助介護を行
う

◇デイサービスでの介護業務です。 ・１日１
５～２０名の利用者様がおられます。 ・食
事、入浴、トイレ、レクリエーション、集団体
操が 主な業務です。 ・残業、夜勤はありま
せん。 ・送迎業務は適性に応じて、ご相談さ
せていただきます。
「介護」

ご利用者（高齢者）のご自宅を訪問し、快適で安心できる
サービスを提供します。 （身体介護）ご利用者のお体の状態
に合わせて、食事・入浴・排泄介助などの介護サービスを行
います。 （生活援助）調理・買い物・掃除・洗濯等日常生活を
サポートします。ご自宅で暮らす高齢者にとって、なくてはな
らないホームヘルパーの存在。地域で暮らすことを支える大
切なお仕事です。 【キャリアアップを応援】ホームヘルパー
からサ責を目指す方、介護福祉士資格取得を目指す方を全
面的にサポートします。

※介護業務経験者優遇 介護職員初任
資格・経験 者研修または 介護福祉士【介護】

資格・経験

月給
189,500円～246,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳～61歳
賞与 年3回3.20月分

月給
185,000円～187,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回2.20月分1万円～

勤務時間 (1) 8時00分～16時45分
(2) 9時30分～18時15分
休日 他

時間外

週休２日制 毎 週

年間休日数 110日
従業員数 103人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急宝塚線池田駅下車徒歩１２分
求人番号27100- 327981
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

（介護職員初任者研修（ヘルパー２
級）以上あれば尚良）

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分
休日 日他

時間外

週休２日制 その他

年間休日数 105日
従業員数 100人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号27100- 161481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

介護職員初任者研修、ホームヘルパー２級・１級、介護福祉士、
介護職員基礎研修、実務者研修のいずれか

月給
185,500円～210,500円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 あり

勤務時間 (1) 9時00分～17時30分

時間外
10時間

週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 113日
資本金 30000万円
従業員数 25,000人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「岡町駅」下車徒歩１５分
求人番号27100- 239381
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

53 訪問介護員（ホームケアかいせい）

54 訪問入浴オペレーター（アースサポート豊中）

・サービス提供責任者未経験者も大歓迎で
す。しっかりマンツーマン指導をしますので、ス
キルアップを目指す方、ぜびご応募ください。
・事業拡大に伴う追加募集です。 ・特別養護
老人ホーム淳風とよなかが運営する包括、居
宅をはじめ、デイ、ショートとも連携したトータ
ルケアの提供を目指しています。

◇訪問介護業務

訪問入浴とは、３名１チームとなり、 専用車
にてお宅を巡回してお部屋の中で 入浴の
サービスを提供します。 入浴機材の搬入、
介助を行うお仕事です。 介護の資格は不
要！ 介護に興味のある方ならどなたでも大
歓迎です！

資格・経験 介護福祉士

資格・経験 級以上又は介護福祉士「介護」

資格・経験 普免（ＡＴ限定不可）

月給
226,700円～285,700円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年3回4.20月分

月給
165,000円～200,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.00月分

月給
232,000円～232,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年2回3.00月分

52 サービス提供責任者（訪問介護サービス淳風とよなか）

経験者が望ましい「介護」 ホームヘルパー２

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
休日 他

「介護」

時間外

週休２日制 毎 週

年間休日数 107日
従業員数 290人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急神戸線神崎川駅下車徒歩１０分
求人番号27100- 80581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 8時30分～16時30分
(2) 8時30分～13時00分
休日 日祝他

時間外
10時間

週休２日制 その他

年間休日数 101日
資本金 250万円
従業員数 190人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急宝塚線「池田駅」から徒歩１０分
求人番号27100- 133081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分

週休２日制 その他
休日 日他
年間休日数 107日
資本金 5200万円
従業員数 7,500人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線豊中駅下車北口９より徒歩５分
求人番号27010- 743881
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

時間外
22時間
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福祉介護・生産工程

55 サービス提供責任者補佐

56 介護福祉士

57 ヘルパー（サービス提供責任者）【介護】

■業務拡大につき急募■ 未経験者歓迎、サービス提
供者業務をまったく経験していなくても丁寧に指導しま
す。 訪問介護事業所でのサービス提供責任者業務の
補助。 利用者宅等への定期訪問、カンファレンスへの
参加、新規利用者への事前訪問、ヘルパーとの同行訪
問、ヘルパーの採用、教育、指導、重要事項の伝達、広
報活動、介護サービスの提供等の補助を行い、同業務
を学んでいただきます。

＊訪問介護、障害支援の業務 ・管理者
≪急募≫

＊訪問介護業務

資格・経験 （経験者優遇） 介護福祉士

資格・経験

月給
260,000円～280,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:64歳以下
賞与 あり

月給
212,000円～226,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:64歳以下
賞与 年3回3.20月分

資格・経験

パソコン操作（インターネット閲覧・文章入力程度） ヘルパー１級・
基礎研修・実務者研修・介護福祉士・正准看護師のいずれか

月給
190,300円～263,816円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 あり

勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
休日 日祝他

時間外
23時間

週休２日制 その他

年間休日数 95日
資本金 1000万円
従業員数 126人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急服部天神駅下車徒歩３分
求人番号27100- 33781
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
休日 土日

時間外
10時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 105日
資本金 1000万円
従業員数 100人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 北大阪急行線「桃山台駅」から徒歩７分
求人番号27100- 41781
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

※急募※

【介護】

ヘルパー１級、介護福祉士、介護基
礎研修のいずれか 原付免許

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

時間外

週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 105日
従業員数 800人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 :
求人番号27100- 320781
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

58 旋盤工

59 機械加工

60 一般製缶エ配管工

◇１５００Ｌ型の旋盤（汎用機）を使っての
切削加工

◇タンク・架台等の機械加工作業 （ラジアル
旋盤・横中ぐりボーリング等の機械使用） 大
企業から小企業迄、多様な業種で物づくり
のお手伝いをしています。 他の会社にはな
い技術力で運営していますので、技術力を
身につけたい方、応募してください。 ＊＊
＊急募＊＊＊

一般の製缶業の業務 アーク溶接、半自
動溶接、ＴＩＧ溶接が中心の作業です。 ※
現在、外注のスタッフが中心 事業拡大の
ため正社員募集

資格・経験 （初心者の方歓迎）

資格・経験

月給
175,000円～400,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年10万円～50万円

月給
250,000円～450,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年20万円～60万円

資格・経験

旋盤工の実務経験 ※汎用機の経験
者歓迎

月給
210,000円～270,000円
正社員1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) 8時00分～16時45分
(2) 8時00分～14時45分
休日 日祝他

時間外
20時間

週休２日制 その他

年間休日数 97日
資本金 1000万円
従業員数 9人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急「服部天神駅」徒歩２５分・阪急「園田」徒歩３０分

求人番号27100- 104481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 8時00分～17時10分
休日 日祝他

時間外
20時間

週休２日制 その他

年間休日数 105日
資本金 1000万円
従業員数 21人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「服部天神駅」下車徒歩１５分
求人番号27100- 536381
1月10日受理求人
現在の応募者数0人

ＴＩＧ溶接、半自動溶接、アーク溶接の３年以上の 経
験者に限る 普免（ＡＴ限定可）

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分

時間外
10時間

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 87日
資本金 500万円
従業員数 8人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線服部天神駅から徒歩１５分
求人番号27100- 532881
1月10日受理求人
現在の応募者数1人

61 溶接工

62 製造工

63 電気機器の製造・組立

溶接鈑金部門に属し、担当リーダーのもと溶接加
工作業を担当して頂きます。工場でパナソニック
社製またはダイヘン社製のＣｏ２溶接機・ＴＩＧ溶接
機を使用した溶接のお仕事です。現在は６名体
制です。 ＊担当リーダーも初心者でしたが、技術
を取得し職人・部門リーダーとして、バリバリ働い
ています。

◇印刷や貼合などアルミ箔を主体とする
包装紙の製造で 重量物も扱います。 ※
未経験者応募可

誘導電圧調整器の製造 巻線・組立・機
械加工・溶接
＊経験不問求人です。ご
応募お待ちしております。 ＊ハローワー
クをご利用いただき、面接申込み頂きま
すと、紹介状が発行されます。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 （変圧器巻線経験者、尚良し）

月給
170,000円～290,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:39歳以下
賞与 年2回2.00月分

月給
170,000円～200,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年2回2.00月分

月給
180,000円～300,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年50万円～

勤務時間 (1) 8時30分～17時15分
休日 日祝他

時間外
30時間

週休２日制 その他

年間休日数 87日
資本金 2000万円
従業員数 81人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「曽根駅」から徒歩１５分
求人番号27100- 389781
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 8時15分～17時00分
休日 土日祝他

時間外
20時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 115日
資本金 1280万円
従業員数 60人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 :
求人番号27100- 481981
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分

週休２日制 毎 週
休日 日祝他
年間休日数 124日
資本金 1000万円
従業員数 33人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急庄内駅下車徒歩２４分
求人番号27060- 1266581
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

時間外
20時間

7

フルタイム

生産工程・運転

64 正社員：スタッフ（豊中市）

65 工場設備環境保全（ポリテク併用求人）

66 自動車整備士（豊中）

自動車のガラスの割れ替え作業 自動車の
ガラスへカーフィルムを張る作業を、各
ディーラー、自動車さんへ出向いて作業しま
す。 ＊面接はハローワークを通じてご応
募ください。 ＊面接には履歴書（写真貼
付）・ハローワーク紹介状をお持ちください。

有名自動車メーカーの 自動車工場内等
の工場設備の保全、及び清掃作業 若干
の事務作業あり 未経験者、歓迎

自動車整備士 （主に輸入車） ＊まずは、履歴
書・職務経歴書・紹介状を 下記までご送付くださ
い。 書類選考後、面接日時をご連絡させていた
だきます。 〒６６５－０８２２ 宝塚市安倉中１－１
４－５ Ｏ－ＲＵＳＨインターナショナル株式会社ヤ
ギ宛 ＊メールアドレスをご記入ください。

資格・経験 普免（ＡＴ可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

月給
210,000円～250,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:38歳以下
賞与 年2回

月給
220,000円～250,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 あり

月給
240,000円～400,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回3.00月分

勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
休日 日祝他

時間外
20時間

週休２日制 その他

年間休日数 89日
資本金 2000万円
従業員数 105人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号28050- 1078381
1月9日受理求人
現在の応募者数0人
67 サービスメカニック（二輪車販売店スタッフ）（箕面）

ホンダの二輪販売店での整備業務です
・バイクの整備と販売（新車・中古車） ・部
品・用品販売 ・保険業務
≪急募≫

資格・経験

パソコンの基本操作ができる方 （文字入力、インターネット検索
程度） 整備士３級以上普免 大型自動二輪（普通自動二輪の方
は試用期間中に免許取得 が条件です）

月給
170,000円～240,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年2回3.60月分

勤務時間 (1)10時00分～19時00分
休日 水他

時間外
15時間

週休２日制 その他

年間休日数 105日
資本金 12000万円
従業員数 80人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急箕面線「牧落駅」下車徒歩１３分
求人番号27100- 142681
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
休日 他

時間外
15時間

週休２日制 毎 週

年間休日数 111日
資本金 2900万円
従業員数 41人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 :
求人番号26020- 38781
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

パソコン基本操作（ワード・エクセル）
実務経験 自動車整備士２級 普免（Ａ

勤務時間 (1) 9時30分～18時30分

時間外
20時間

週休２日制 その他
休日 火他
年間休日数 105日
資本金 12500万円
従業員数 157人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 大阪モノレール少路駅下車徒歩７分
求人番号28040- 179581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

68 設計課員

69 中型・大型ドライバー

ＣＡＤ使用によるバルブ図面の作図、設計
客先との技術的打ち合わせ、その他

（１）金属リサイクル原材料の運搬業務 （建
設現場、製造工場、製鋼所、他工場等）
（２）経験の浅い方でも親切丁寧な指導いた
します。 （３）キャリアアップを目指す方を歓
迎します。 （４）入社後、各種資格取得制度
あり 【急募】

資格・経験

（ＣＡＤを使用して作図の出来る方歓
迎）

月給
249,000円～281,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回3.50月分

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
休日 土日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

年間休日数 122日
資本金 4000万円
従業員数 128人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急宝塚線「蛍池駅」下車徒歩１０分
求人番号27100- 375081
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験 大型自動車１種 中型自動車１種
月額(日給)
243,100円～311,850円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回2.00月分

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分

時間外
30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 3800万円
従業員数 270人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号26020- 700281
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

70 ドライバー（１０ｔ）

71 営業・配送職社員（箕面市）

72 製造

◇一般貨物の配送業務 １０ｔ平ボディ／１
０ｔウイングの 近・中・長距離ドライバー
男女共に応募可 ※急募※

◇既存顧客（工務店、リフォーム店、水道工
事店等）への 住宅設備機器、配管資材、建
築資材等の販売営業 お客様の工事現場を
訪問する場合もあります。 ・商品配送（タウ
ンエース使用）等の納品業務 ・伝票処理や
パソコン入力業務

◇製造関係のお仕事です ・食品（主に健
康食品）の包装加工部門 ・生産管理、特
に包装オペレータ

資格・経験 経験者 大型自動車運転免許

資格・経験 普免（ＭＴ）

資格・経験 経験者優遇

月給
330,000円～400,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回

月給
205,000円～350,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回

月給
190,000円～250,000円
正社員3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回1.00月分

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
休日 日祝他

時間外
30時間

週休２日制 その他

年間休日数 96日
資本金 1200万円
従業員数 50人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急バス中村バス停下車徒歩１分
求人番号27100- 563481
1月10日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
休日 土日祝

時間外
27時間

週休２日制 隔 週

年間休日数 106日
資本金 7000万円
従業員数 158人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急千里線北千里駅小野原バス停５分
求人番号29020- 23081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 9時00分～17時30分

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 102日
資本金 1000万円
従業員数 46人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号27100- 438181
1月9日受理求人
現在の応募者数2人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

時間外

8

パート

事務

73 一般事務

74 一般事務（経理・総務）

75 事務

電話対応 受付業務 初めての方でも大
丈夫です。

・電話対応 ・来客応対 ・経理事務 （売上管
理、入金管理など） ・総務事務（郵便物管
理、ＤＭ発送、車両管理など） ※応募を希
望される方は、事前にハローワークの相談
窓口で「紹介状」の交付を受けてください。

・パソコン操作（ワード・エクセル） ・電話応
対等 ★事業内容★ 清涼飲料水の販売 ☆
会社の特長☆ ダイドードリンコ株式会社と
長年取引があり、サントリーフーズ 株式会
社、アサヒカルピスビバレッジ株式会社とも
取引を開始し、経営基盤は安定している。

資格・経験 不 問

資格・経験

時給
909円～1,000円
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

時給
909円～909円
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～16時00分
休日 土日祝

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週5日程度
資本金 1000万円
従業員数 6人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急バス箕面市民病院前下車徒歩１０分
求人番号27100- 551381
1月10日受理求人
現在の応募者数0人

経理事務経験者優遇 パソコン（エクセ
ル・ワード） 普免

勤務時間 9時30分～18時30分の間
の5時間以上
休日 土日祝

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週5日程度
資本金 7800万円
従業員数 521人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号17050- 134881
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験 エクセル・ワード等パソコン操作
時給
950円～1,200円
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 8時15分～17時30分の間
の5時間程度

時間外

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日程度
資本金 3000万円
従業員数 51人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急宝塚線池田駅下車徒歩１５分
求人番号27100- 515781
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

76 事務（住宅関連見積サポート）

77 建設業

78 一般事務

一般住宅、マンション等のリノベーション
を行っています。 見積をしている者（女性
３０才代）のサポートを お願いします。 初
めての方もていねいに指導します。

・事務処理の補助業務をしていただきま
す。 ・ワード、エクセルがある程度使用で
きれば初めての方でも指導します。 ・勤
務時間は１０：００～１５：００（休憩１時間）
と基本的には考えておりますが、変更は
可能です。

◇一般事務 ・当社管理物件の賃貸等の
清算書作成業務 ・更新業務 ・賃貸契約
書、物件資料の作成 ・電話応対、伝票、
書類の作成 ・その他、関連業務全般

資格・経験 普免

資格・経験

時給
950円～1,000円
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

時給
910円～1,000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 なし

資格・経験

＊パソコン（エクセル・ワード）基本操作 ＊できれば住宅関連企
業に勤務経験のある方（なくても可）

時給
950円～1,000円
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 9時00分～17時00分の間
の3時間以上
休日 土日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週3～5日程度
資本金 1000万円
従業員数 5人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急バス東豊中団地前バス停下車徒歩２分
求人番号27100- 383081
1月5日受理求人
現在の応募者数2人

勤務時間 9時00分～17時00分の間
の4時間以上
休日 日祝他

時間外

週休２日制 隔 週

週所定労働日数 週5～6日
資本金 4600万円
従業員数 18人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線庄内駅下車徒歩１８分
求人番号27100- 523781
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

パソコン操作（ワード、エクセル）の出
来る方

勤務時間 (1) 9時00分～16時00分

時間外

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
資本金 300万円
従業員数 130人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「豊中駅」下車徒歩５分
求人番号27100- 344981
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

79 一般事務職

80 事務補助及び出荷作業

81 受付事務（豊中店）

◇文書作成、配布物の配布、常勤職員の
補助等 ★事業内容★ 医療業 ☆会社の
特長☆ 地域医療の中核を担い、箕面市
立病院として市民の皆様への良質な
医療を提供中。

◇事務補助及び出荷作業のお仕事です
・事務補助・梱包出荷 ・入出庫管理・電話
応対・来客応対など ＊受注増による業
務拡大のための増員募集です。 長期で
お仕事を探している方、歓迎

●調剤薬局の受付事務 ●レセコン入力
事務 ●レセプト請求業務 ●配達業務

資格・経験 但しパソコン操作できる方

資格・経験

時給
920円～920円
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

時給
910円～1,000円
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

勤務時間 (1) 8時45分～17時15分

時間外

休日 火木土日祝他 週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3日
従業員数 712人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急バス市立病院前バス停下車徒歩３分
求人番号27100- 462181
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

パソコン操作のできる方。主にエクセ
ル。

勤務時間 8時30分～18時00分の間
の6時間程度
休日 土日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週2～4日程度
資本金 1000万円
従業員数 12人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急宝塚線池田駅下車徒歩７分
求人番号27100- 429281
1月9日受理求人
現在の応募者数1人

資格・経験

パソコン（エクセル、ワード） 普免（ＡＴ
限定可）

時給
910円～1,000円
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 なし

勤務時間 (1) 9時00分～13時00分
(2)15時30分～19時30分

週休２日制 毎 週
休日 日祝他
週所定労働日数 週3～4日程度
資本金 300万円
従業員数 80人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚本線庄内駅下車徒歩３分
求人番号27130- 363181
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

時間外

9

パート

事務・販売

82 医療事務

83 受付・医療事務

84 医療事務及び診療補助

◇医療事務として下記業務に従事して頂
きます。 ＊受付で患者様との応対と支払
いのレジ。 ＊レセコン・電子カルテの入
力 ＊入力は研修期間中に覚えて頂きま
す。

◇泌尿器科での受付・医療事務 ※週３
日以上の勤務をお願いします。 ※曜日、
時間はご相談ください。 ※午後勤務可能
な方を優遇 ※土曜日勤務可能な方を優
遇

◇医療事務及び診療補助 ★事業内容★
内科外来診療、内科在宅診療。 ☆会社
の特長☆

医療事務経験者優遇 （レセコン・電子カ
ルテ入力経験者は優遇します）

経験者（ブランクのある方もご相談くだ
さい）

資格・経験 医療事務の知識のある方なお良し

時給
920円～1,100円
パート労働者1人募集 交通費 実費（上限なし）

時給
910円～960円
パート労働者1人募集 交通費 実費（上限なし）

時給
950円～950円
パート労働者1人募集 交通費 実費（上限あり）

年齢:不問

年齢:64歳以下

賞与 なし

年齢:不問

賞与 なし

勤務時間 (1) 8時30分～12時30分
(2)15時30分～19時00分

時間外

勤務時間 (1) 8時45分～13時00分

時間外
2時間

資格・経験

賞与 年0万円～4万円

勤務時間 (1) 8時30分～13時00分
(2)16時15分～20時30分
休日 日祝他

時間外
5時間

週休２日制 その他

週所定労働日数 週2～4日
資本金 1000万円
従業員数 19人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急宝塚線池田駅から徒歩１分
求人番号27100- 381281
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

休日 日祝他

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週3日以上
従業員数 12人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号27100- 471381
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

週休２日制 毎 週
休日 木日祝他
週所定労働日数 週5日程度
従業員数 6人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号27100- 546981
1月10日受理求人
現在の応募者数0人

85 医療事務・診療科受付業務（市立池田病院）／池田市

86 医療事務（さつき薬局）※箕面市

87 経理パート

≪診療科受付業務≫ ・患者さまのご案
内 ・入力業務 ・電話応対 ・レセプト請
求業務 などをお任せします。

・レセプト業務 ・処方箋受付業務（パソコン入力作業あ
り） ＊調剤薬局での医療事務経験のある方は優遇致し
ます。 ＊入社日は相談に応じますが、早期に入社でき
る方は 歓迎します。 ＊ご希望の勤務時間帯、勤務曜日
を必ず、履歴書に明記願い ます。休憩時間もご相談に
応じますので、お気楽にご応募 ください。 ＊土曜日、ラ
ストまで勤務できる方は優遇致します。 ≪急募≫

・経理事務 ・店舗受付 ・掃除 ・電話対応 ★事業内
容★ あん摩・マッサージ鍼サービス事業、ケアエス
テ事業を大阪北摂地域にて展開し、カイロプラク
ティックやスポーツマッサージにサロンでのネイル施
術を行っています。 ☆会社の特長☆ 常に笑顔と感
謝の気持ちを忘れず、心からの温かい愛情をその手
に伝えていく事で、希望を与える接客を行っていま
す。

資格・経験 不 問

資格・経験

時給
910円～910円
パート労働者5人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし

時給
910円～1,000円
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:64歳以下
賞与 年2回

勤務時間 (1) 8時30分～13時30分
(2) 8時15分～13時15分
休日 土日祝他

時間外
10時間

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週5日
資本金 626976万円
従業員数 25,000人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : 阪急宝塚線池田駅下車徒歩８分
求人番号27010- 747381
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

（調剤薬局等で医療事務経験のある
方は優遇します）

勤務時間 9時00分～19時30分の間
の4時間程度
休日 日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週4～5日程度
資本金 300万円
従業員数 11人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急箕面線「牧落駅」下車徒歩１０分
求人番号27100- 44181
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

資格・経験 エクセル・ワード使える方
時給
910円～910円
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～14時00分

時間外

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日程度
資本金 300万円
従業員数 100人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 北大阪急行「桃山台駅」下車徒歩６分
求人番号27100- 34881
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

88 和菓子の販売（緑地公園駅店）

89 介護職員（パート）／特別養護老人ホーム利倉清豊苑

90 介護スタッフ（デイサービスセンター）

和菓子の販売・包装、陳列、販売接客業
務土曜・日曜・祝日、繁忙期もシフト制で
勤務できる方！

◇特別養護老人ホームでの介護スタッフ
のお仕事です。 ・入居者、ご利用者様へ
の介護業務 （食事や入浴、排泄のお世
話）

高齢者向けデイサービス施設での業務で
す。 １．食事・入浴・排泄・移動の介助
２．レクリエーション ３．送迎（運転はしなく
てよい） 利用者定員４０名の施設で 年末
年始以外はシフト制での勤務です。

資格・経験 不 問

資格・経験

時給
910円～910円
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

時給
950円～1,050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 なし

勤務時間

8時30分～20時00分の間 時間外
の7時間程度

休日 他

週休２日制 その他

週所定労働日数 週5日程度
資本金 1000万円
従業員数 500人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号28040- 518281
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間

介護福祉士・介護職員初任者研修（旧ヘルパー２級） ホームヘ
ルパー１級・介護職員基礎研修・介護職員実務者研修

9時00分～19時00分の間 時間外
の4時間以上

休日 他

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週3～5日程度
従業員数 677人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線服部天神駅・園田駅下車徒歩１５分

求人番号27100- 298381
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

（未経験の方でも丁寧に指導します）
ヘルパー２級以上

時給
1,100円～1,150円
パート労働者3人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:64歳以下
賞与 なし

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～13時00分

週休２日制 毎 週
休日 日他
週所定労働日数 週1～5日
従業員数 95人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「服部天神駅」から徒歩７分
求人番号27100- 386981
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

時間外

10

パート

福祉介護・サービス

91 デイサービスの介護職員（日・祝）緑地公園

92 介護職員

93 ヘルパー（パート／訪問介護サービス淳風とよなか）

●ご利用者様の生活介助全般業務を担当していた
だきます。 ・食事、入浴、排泄などの介助 ・レクリ
エーション業務 ・送迎業務ほか ＊月２回以上で、
日・祝のみの勤務になります。 ＊就業時間：（１）～
（４）で応相談 （２）（３）は休憩なし。（１）（４）は休憩７
５分 【事業所画像情報あり】

◇介護職員のお仕事です。 ＊施設入所
者に対する介護業務全般 ＊入所者の食
事や入浴介助・レクリエーションなどの提
供 ※初心者にも丁寧に指導します。
「介護」

◇訪問介護職員としての業務全般 ◇９
時～１８時の間の１時間／週でも大丈夫
です。お好きな時間をご相談ください。
「介護」

資格・経験

・普免（ＡＴ限定可） ・ヘルパー２級以
上

時給
1,180円～1,210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 なし

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分
休日 月火水木金

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週1日以上
資本金 5000万円
従業員数 350人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 北大阪急行緑地公園駅下車徒歩１５分
求人番号28020- 434781
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

介護福祉士・介護職員基礎研修 ま
たは介護職員初任者研修修了者

時給
1,213円～1,213円
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 (1) 8時45分～17時00分
(2) 7時30分～15時45分
休日 他

時間外
10時間

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週4日程度
資本金 300万円
従業員数 140人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 大阪モノレール「柴原駅」下車徒歩２分
求人番号27100- 165181
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

ヘルパー経験者「介護」 ホームヘル
パー２級以上「介護」

時給
1,300円～1,700円
パート労働者2人募集
年齢:不問

勤務時間 9時00分～18時00分の間
の3時間以上

交通費 なし
賞与 あり

時間外

週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週3日程度
従業員数 290人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急神崎川駅下車徒歩１０分
求人番号27100- 84281
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

94 サービス提供責任者補佐（パート）

95 訪問介護ホームヘルパー

96 看護助手

■業務拡大につき急募■ 未経験者歓迎、サービス提供者
業務をまったく経験していなくても丁寧に指導します。 訪問
介護事業所でのサービス提供責任者業務の補助。 利用者
宅等への定期訪問、カンファレンスへの参加、新規利用者
への事前訪問、ヘルパーとの同行訪問、ヘルパーの採用、
教育、指導、重要事項の伝達、広報活動、介護サービスの
提供等の補助を行い、同業務を学んでいただきます。【就職
相談・面接会（予約不要）】 １月１８日（木）１３：００～１５：３０
ハローワーク池田（池田市栄本町１２－９）３階

◇高齢者への訪問による生活援助・身体介
護・介護全般 訪問範囲区域は主に豊中市内
と吹田市内の一部 施設からの移動は当施設
のミニバイク利用 （ミニバイクの運転必須で
す） （訪問用のバイクは法人で用意します）
※移動時間分も支給します（備考欄参照くださ
い） ≪急募≫

療養病床（老人）又はサービス付高齢者
住宅での 食事介助、おしめ交換、入浴介
助、その他の世話 ≪急募≫ 「介護」
「看護」

資格・経験

パソコン操作（インターネット閲覧・文章入力程度） ヘルパー１級・
基礎研修・実務者研修・介護福祉士・准看護師のいずれか

時給
1,150円～1,300円
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

勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
休日 土日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週5日程度
資本金 1000万円
従業員数 126人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急服部天神駅下車徒歩３分
求人番号27100- 31581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

97 歯科助手・受付

資格・経験

介護職員初任者研修資格者以上（旧
ヘルパー２級） 原付免許

時給
1,265円～1,265円
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 年1万円～3万円

勤務時間 9時00分～18時00分の間
の1時間以上
休日 他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週1～4日程度
従業員数 215人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 千里中央駅から徒歩１５分／阪急バス北緑丘小学校前バス停８分

求人番号27100- 70681
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験 不 問
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:59歳以下
賞与 なし

勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
(2) 7時45分～15時45分

時間外

週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週3日程度
従業員数 60人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号27100- 446181
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

98 調理師

99 調理業務（豊中市）

歯科治療の補助 受付業務 器具の滅
菌・消毒 ★事業内容★ 歯科医療 ☆会社
の特長☆ 緑地駅ビル２Ｆクリニックフロア
に新しく出来た歯科医院です。一般歯科、
小児歯科・口腔外科・矯正などを行ってい
ます。

◇給食室内での調理作業全般 ★事業内
容★ 保育所 ☆会社の特長☆

小規模保育園での調理業務定員１９名
平成２９年８月オープンの保育園です。
開園前の研修を所在地もしくは近隣の保
育園で行います。 ※調理師資格あれば
尚良し

資格・経験 不 問

資格・経験

時給
1,000円～1,000円
パート労働者2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし

時給
910円～910円
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 9時20分～20時10分の間
の4時間程度
休日 日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週2～5日
資本金 6000万円
従業員数 6人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 北大阪急行緑地公園駅下車徒歩１分
求人番号27100- 428881
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

調理師資格あれば尚良し

勤務時間 (1) 8時30分～16時00分
休日 日祝他

資格・経験 不 問

時間外

週休２日制 その他

週所定労働日数 週5～6日
従業員数 70人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急バス小野原下車徒歩５分
求人番号27100- 475481
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

時給
910円～910円
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～14時00分

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週1～2日
資本金 3080万円
従業員数 150人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 地下鉄緑地公園駅下車徒歩１分
求人番号28010- 214481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

時間外

11

パート

調理・生産工程

100 調理提供（豊中市）

101 調理補助

102 介助員（小・中学校）

○社員食堂での盛付け・販売・洗浄・清掃
等 喫茶での提供販売 昼食２４０食程度

小曾根病院の栄養課にて調理等の業務 ★事業内
容★ 小曽根病院は精神科、神経科、内科歯科の外
来 入院診療等医療保健に従事
老人保健施設やすらぎの運営 ☆会社の特長☆ 精
神科５５７床、新看護体系３対１、夜勤看護２適時適
温実施中、関連施設 援護寮×２ 作業療法、デイ
ケア、訪問看護、支援センター 老人保健施設やす
らぎ８４床 デイケア

◇介助員（小・中学校） 特別支援が必要
な生徒の学校生活のサポート
≪急募
≫

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給
910円～910円
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

時給
1,050円～1,200円
パート労働者2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし

日給
1,100円～1,100円
パート労働者9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～14時00分
休日 土日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週5日程度
資本金 5000万円
従業員数 500人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線・大阪モノレール千里中央駅下車徒歩５分

求人番号27060- 689381
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 7時00分～19時00分の間
の2時間以上
休日 他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週2～5日
資本金 2000万円
従業員数 450人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急庄内駅又は地下鉄御堂筋線江坂駅下車徒歩１５分

求人番号27100- 359081
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 8時30分～15時30分

時間外
4時間

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週5日程度
従業員数 2,000人
就業場所 : 大阪府池田市
最寄駅 : ※特記事項欄参照
求人番号27100- 135681
1月4日受理求人
現在の応募者数2人

103 イベントスタッフ・保護活動全般

104 旋盤工

105 ＮＣ旋盤工

＊譲渡会及び街頭募金等イベント業務 ・
基本複数名での業務ですが、１人で対応
いただく 場合もあります。 ・出勤は現地に
直行及び直帰となります。 ＊動物愛護全
般（日帰り出張有り）

◇切削加工のお仕事です≪急募≫ ＊旋
盤工・・・汎用機１５００Ｌ型もしくは 半ＮＣ３
０００Ｌを使用 ※勤務曜日と時間は相談
に応じます。 ※７０代の方も、技術と体力
に自信のある方 歓迎致します！

・ボール盤（多軸ボール盤） ・マシニング
・ＮＣ旋盤 ・グラインダー ＊近郊の方歓
迎＊経験者優遇 ＊勤務日数・時間相談
に応じます ※未経験の方丁寧に指導い
たします

資格・経験

普免（ＡＴ可）あれば望ましい

時給
1,400円～1,400円
パート労働者4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)12時30分～17時00分
休日 他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週2～3日程度
従業員数 6人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号26013- 280881
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

106 各種インナーウェアのサンプル縫製

資格・経験

旋盤工３年以上の実務経験 ※６０歳以上の方歓迎！ ７０代の方
も技術と体力に自信のある方歓迎致します。

時給
1,100円～1,500円
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 8時00分～16時45分の間
の4時間程度
休日 土日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週3～4日
資本金 1000万円
従業員数 9人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「服部天神駅」下車徒歩３０分
求人番号27100- 102981
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

フォークリフト免許あれば尚良し

時給
909円～1,200円
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 8時00分～16時45分の間
の4時間以上

時間外

週休２日制 毎 週
休日 日祝他
週所定労働日数 週3～5日程度
資本金 1000万円
従業員数 8人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線庄内駅／阪急神戸線神崎川駅下車徒歩１５分

求人番号27100- 172281
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

107 検査事務

108 送迎バス運転士（豊中市・吹田市・高槻市・茨木市方面）

◇肌着（ショーツ、ニットインナー）の社内
外向けの 試作サンプルのミシン縫製を担
当して頂きます。

・製品の検査業務・検査データ作成（表・
写真等）・出荷準備に関する梱包 ・外注
先へ製品の持込み・引取り・その他付随
する作業全般

○歓送迎会等の送迎バス運転業務を担当
して頂きます 運転に関わる業務のみです
のでご安心ください ・大阪府豊中市・吹田
市・高槻市・茨木市・大阪市淀川区・ 東淀川
区周辺の それぞれの地域をマイクロバスで
送迎して頂くお仕事です ※未経験の方も
歓迎します

資格・経験 縫製（工業用ミシン）

資格・経験

時給
1,000円～1,200円
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

時給
950円～950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 なし

勤務時間 (1) 9時30分～16時00分
(2) 9時30分～17時00分
休日 土日祝

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週3～5日程度
資本金 5000万円
従業員数 98人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 :
求人番号27100- 412081
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

パソコン操作（ワード・エクセル） 普免

勤務時間 (1) 9時00分～14時50分
休日 土日祝

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週5日
資本金 1000万円
従業員数 21人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線服部天神駅下車徒歩１５分
求人番号27100- 559181
1月10日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

・大型自動車免許（二種） ・大型自動車免許（一種） ・中型自動
車免許（二種）のうちいずれか

時給
1,400円～1,400円
パート労働者3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:60歳以上
賞与 なし

勤務時間 10時00分～21時00分の
間の4時間程度

週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週3～4日程度
資本金 2000万円
従業員数 15人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 :
求人番号29040- 123081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。

応募には紹介状が必要です！

時間外
3時間

12

パート

運転・軽作業・清掃

109 送迎ドライバー（ポシブル豊中）

110 デイサービスの送迎スタッフ（緑地公園）

111 セールスデリバリー職（ＤＳ）千里営業所

高齢者デイサービスの送迎車の運転で
す。 送迎用自動車は軽自動車から８人
乗りワゴン車です。 半径３キロ程度の範
囲。 ※機能訓練に力を入れている介護
保険指定のリハビリ特化型の通所介護
（デイサービス）です。

●ご利用者様の延長時間帯の見守り・送
迎業務をしていただきます。 ・見守り業
務 ・延長対応 （夕食の配膳、後片付け）
＊送迎には、ワンボックス車（ハイエース）
を使用します。 【事業所画像情報あり】

＊エコチャリを使用した個人宅への集配
のお仕事です。 ＊資格、経験、免許一切
不要。 ＊勤務地（集配エリア）は、川西
市、池田市です。

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

時給
1,000円～1,000円
パート労働者2人募集
年齢:不問

勤務時間 (1) 8時30分～10時00分
(2)12時00分～14時00分
休日 日他

交通費 なし
賞与 なし

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週4～5日程度
資本金 10000万円
従業員数 350人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線服部天神駅下車徒歩１０分
求人番号27070- 627981
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

・普免（ＡＴ限定可） ・初任者研修修了者（旧ヘルパー
２級） （無資格者応相談）

時給
1,090円～1,090円
パート労働者1人募集
年齢:不問

勤務時間 8時00分～18時00分の間
の2時間以上
休日 他

交通費 なし
賞与 なし

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週5日程度
資本金 5000万円
従業員数 350人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 北大阪急行緑地公園駅下車徒歩１５分
求人番号28020- 438081
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験 不 問
時給
1,200円～1,200円
パート労働者10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30分～13時30分
(2)15時00分～19時00分

時間外

週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週4日以上
資本金 1127500万円
従業員数 47,597人
就業場所 : 大阪府箕面市
最寄駅 : 阪急千里線北千里駅より徒歩１３分
求人番号27020- 2305281
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

112 給食配送ドライバー

113 クリーンスタッフ（豊中市南桜塚）

114 食品、食品添加物、健康食品等の小分け包装加工業務

◇平成３０年４月より開始の給食配送ドラ
イバーの 新規大募集。 給食センターより
豊中市内小学校へ、２ｔトラックで 給食コ
ンテナーを配送する仕事です。

・マンション共用部清掃 ★事業内容★ ビ
ル・マンションの総合管理 ☆会社の特長☆
野村不動産グループのー翼を担う清掃会社
で、オフィスや住宅等における快適環境の
創造のー助となるよう努めています。明るく
気さくなスタッフの多い会社です。

○食品、食品添加物、健康食品等の小分
け包装加工業務 （立ち仕事になります）

資格・経験 準中型自動車免許以上（ＡＴ不可）

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給
1,000円～1,000円
パート労働者10人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし

時給
909円～909円
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

時給
910円～1,000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 なし

勤務時間 (1) 7時30分～16時30分
休日 土日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週5日以内
資本金 1500万円
従業員数 40人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線「豊中駅」下車徒歩２０分
求人番号27100- 432981
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

115 商品の値札付作業

勤務時間 (1) 9時00分～12時00分
休日 火土日他

時間外

週休２日制 毎 週

週所定労働日数 週4日
資本金 1000万円
従業員数 150人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急宝塚線岡町駅下車徒歩１４分
求人番号27030- 1197681
1月9日受理求人
現在の応募者数0人

勤務時間 (1) 9時00分～15時50分

時間外
5時間

週休２日制 その他
休日 日祝他
週所定労働日数 週4～5日
資本金 1000万円
従業員数 35人
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 阪急神戸線神崎川駅下車徒歩１０分
求人番号27100- 543081
1月10日受理求人
現在の応募者数0人

116 工場内軽作業

117 入浴介助

◇靴下、パンスト、タイツなどの値札付作業 ★事業
内容★ 婦人、紳士、子供の靴下を中心としてレッグ
ウエアーの企画と卸売り。特に足袋ソックス、５本指
ソックスに関しては、業界でも屈指の存在。 ☆会社
の特長☆ 大阪市内本町周辺の大手問屋への営
業、チェーンストアへの営業、出荷作業など３０代４０
代の女性も多数活躍しています。

◇塗装後の品物検査・箱詰 ＊面接時に
作業の様子や商品を見て頂けます。 軽い
ものばかりです。
※急募※

◇療養病棟での入浴介助 ★事業内容★ ・病院
・訪問介護ステーション
・サービス付高齢者住宅の運営 ☆会社の特長☆
老人ケアを中心としたアットホームな職場。子育
て中の方たくさん活躍中！患者様・ご入居者様が
心から安心して生活して頂けるようにサポートし、
又、スタッフの意見を尊重する職場を目指してま
す

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給
909円～909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 なし

時給
910円～910円
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2回

時給
1,200円～1,500円
パート労働者2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) 9時30分～17時00分
(2) 9時30分～15時00分
休日 土日祝他

時間外

週休２日制 毎 週

勤務時間 (1) 9時00分～15時00分

時間外
3時間

勤務時間 9時00分～17時00分の間
の3時間以上

時間外

休日 土日他

週休２日制 毎 週
週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週3～4日程度
週所定労働日数 週2日以上
資本金 1000万円
従業員数 32人
従業員数 60人
就業場所 : 大阪府池田市
就業場所 : 大阪府豊中市
最寄駅 : 「千里中央駅」からＣＯＭバス３番降口下車徒歩１分
最寄駅 : 阪急宝塚線「池田駅」下車徒歩１０分
最寄駅 : 阪急宝塚線岡町駅下車徒歩１０分
求人番号27100- 512981
求人番号27100- 530481
求人番号27100- 450481
1月9日受理求人
1月9日受理求人
1月9日受理求人
現在の応募者数0人
現在の応募者数0人
現在の応募者数0人
平成30年1月10日現在、有効な求人です。決まり次第取消されますので、ハローワークでご確認ください。
週所定労働日数 週3～5日
資本金 4500万円
従業員数 30人
就業場所 : 大阪府箕面市

応募には紹介状が必要です！
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