1月11日の新着求人
※ 就業場所が、北区、中央区、西区、福島区、此花区、淀
川区、都島区、旭区、天王寺区、阿倍野区、
浪速区、西淀川区、東淀川区の求人です。

在職者限定！！

1月11日受理の梅田周辺の
「転職を成功に導くためのポイントセミナー」

求人数は921件！

～転職までの黄金スケジュール／履歴書・職務経歴書の作り方／面接対策～

日時 平成３０年 １月２７日（土） １０：１５～１１：４５

うち正社員求人は388件

うちパート求人は 419件

お問い合わせはハローワーク梅田 職業相談部門

☎06-6344-8609【4１＃・42♯】

応募には、ハローワークの紹介状が必ず必要です。 発行日当日に募集中の求人です。
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や、昇給や応募要項、試用期間の有無は記載され
ません。また、決まり次第取り消されますので、応募の際は必ずハローワークでご確認ください。

※フルタイム求人は社会保険に加入しています。

※パート求人は就業日数と時間により法定通りの加入となります。

1 変圧器製造

2 品質保証業務

3 一般事務

・変圧器・トランス・リアクトルの鉄芯組
み、締枠加工。 他工程の補助業務有り
製造管理業務

＊製品に不具合が発生した場合の原因分析
および再発防止策 の検討。 ＊顧客への不
具合対策報告書及び見解書の作成と、顧客
への訪問による説明。 ＊協力工場への不具
合対策実施のフォローアップ、品質向上のた
めのサポート及び指導

（１）営業関係書類の作成 （２）パソコン
（エクセル・ワード）による資料作成 （３）簡
単な経理事務 （４）その他雑務（電話応
対、湯茶接待、清掃等）

資格・経験 不 問

資格・経験

資格・経験

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

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2.80月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

135,000円～175,000円
月給
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3.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
(2) 9時00分～12時00分
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 112日

株式会社 徳永電機製作所

株式会社 シブタニ

マナック 株式会社 大阪支店

170,000円～250,000円
月給
正社員4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～17時00分
時間外

資本金 1000万円
従業員数 32人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 阪神福駅下車徒歩３分
求人番号27020- 3136781
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数3人

＊パソコン基本操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ
ｌ） ＊ＣＡＤ経験あれば優遇 普免（Ａ
200,000円～265,500円
月給

資本金 15000万円
従業員数 283人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄長堀橋駅下車徒歩８分
求人番号27030- 1799181
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数2人

パソコン操作（エクセル・ワード）

資本金 9000万円
従業員数 120人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄長堀橋駅下車徒歩５分
求人番号27030- 1679281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

4 一般事務

5 テナントビルの庶務業務（建物設備管理）

6 一般事務

＊伝票入力、売上処理、請求書作成、入出
金管理、 手形管理、受注処理 ＊ファイリン
グ ＊社内で使用する物の資産管理 （消耗
品、文房具、工場で使用する機械等） ＊電
話応対、来客応対、お茶出し等 ※米国ア
キュライド社と日本の上場会社出資の 外資
系企業です。

■テナントビル（自社ビル）２棟のビル管理業務 ・
北浜と本町のオフィスビルに関する庶務業務を
行って もらいます。 ・入居している会社からの要
望を管理会社と連携して対応 します。 ・防災関連
の対応 ・自社使用スペースの営繕 ・自社使用の
鍵・カードの管理 ＊＊＊急募＊＊＊

システム開発部門での事務、庶務をお願
いします。 ○電話対応・来客対応 ○見積
書・納品書・請求書等の作成 ○契約書管
理・案件データの管理 ○その他、事務所
運営に関する庶務・管理

資格・経験

＊エクセル・ワードを使える方（基本
操作）

ビル管理業務（マンション管理除く） 建築物

188,000円～251,000円
月給
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4.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日

175,000円～223,000円
月給
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
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
13時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 120日

日本アキュライド 株式会社 大阪営業所

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 ファーストリンク 大阪支店

資本金 5000万円
従業員数 150人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋駅下車徒歩２分
求人番号27030- 1773281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数7人

資本金 1000万円
従業員数 33人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄・京阪線北浜駅下車徒歩５分
求人番号27010- 4028881
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資格・経験

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌの操作経験 ※実務経験でなくても可 ・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ
ＯｆｆｉｃｅＳｐｅｃｉａｌｉｓｔ ・簿記３級・Ｐ検３級・日商ＰＣ検定３級 上記の
うち、いずれかひとつあれば尚可

資格・経験 環境衛生管理技術者あれば尚良し
185,000円～250,000円
月給
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) 8時50分～17時50分
時間外

資本金 700万円
従業員数 28人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 堺筋本町駅下車徒歩５分
求人番号27010- 4004081
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数2人

応募にはハローワークの紹介状が必要です

電話 06-6344-8609 42＃ハローワーク梅田まで！

7 経理・総務事務

8 一般事務

9 製品開発（磁気健康製品）

・各種伝票起票と帳簿記帳 ・各仕入先へ
の支払業務 ・売上、原価、売掛金管理 ・
エクセル、ワード等による文書作成と管理
・電話応対、来客対応、書類整理 ・実務セ
ミナーの運営補助

事務全搬を担当して頂きます。 主な内容
・物件資料の作成（フォーマットがありま
す。） ・契約書等の作成（フォーマットがあ
ります。） ・電話、接客対応

＊製品企画部門が企画提案した新製品の
イメージを、 社内外の方々と連携し、具体
的な形にする仕事です。 ・新製品の製品
化 ・新しい技術の開発 ・開発計画 ・開発
スケジュールの立案と管理

資格・経験 不 問

資格・経験

215,300円～215,900円
月給
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2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00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 125日

170,000円～200,000円
月給
正社員2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

238,290円～317,797円
月給
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2.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 124日

エヌ・ジェイ出版販売 株式会社

有限会社上原興産

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 4000万円
従業員数 51人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 3032881
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数6人

基本的なＰＣ操作 （エクセル、ワード）

資本金 1000万円
従業員数 6人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 谷町線東梅田駅・ＪＲ大阪駅下車徒歩５分
求人番号27020- 3106181
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数13人

メーカーでの製品開発経験 普免（ＡＴ

資格・経験 限定可）

資本金 1000万円
従業員数 78人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄心斎橋駅下車徒歩７分
求人番号27030- 1762481
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

10 経理事務☆☆急募☆☆

11 経理事務・一般事務

12 営業事務

管理部にて経理事務、給与、社会保険を中心とした、
一般的事務職を担当して頂きます。 ・主な担当業務
１、試算表の作成、年次決算の作成補助 ２、各種帳
簿の作成 ３、ワード・エクセルによる文書や表の作成
４、経理事務データ入力（ＩＣＳ）、来客対応 ５、給与計
算、勤務管理、社会保険関係の書類作成 ☆☆☆急
募☆☆☆

＊経理事務（簿記２・３級程度） ＊提出書
類作成等、事務全般 学校、病院、介護
施設、ホテル等の新築・改修工事に伴う
空調、衛生、消火設備等、工事の設計、施
工管理をしている会社です。

人気婦人服ブランド（Ｍ－プルミエ、アベニー
ルエトワール、ブレンヘイム）のバックオフィ
スを支えて下さる方を 募集します。 事務業
務全般とショップ支援もお願いします。 ・電
話応対・ショップ応援・来客応対・伝票管理 ・
資料作成・データ入力・営業スタッフのフォ
ロー等

資格・経験 経理経験者 簿記２級

資格・経験 業事務経験あれば尚良し

資格・経験 クセル・ワード）実務レベル必須

210,000円～400,000円
月給
正社員3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～18時00分
時間外
10時間
休日 日他
週休２日制 その他
年間休日数 111日

200,000円～250,000円
月給
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2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
15時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

192,000円～250,000円
月給
正社員2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30分～18時30分
時間外
3時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 119日

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社センチュリー・パル

株式会社 エム・アイ・ディー

資本金 4000万円
従業員数 75人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 阪神西大阪線福駅から徒歩１５分
求人番号27020- 3296381
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

経理事務経験 パソコン操作必須 建設

資本金 500万円
従業員数 12人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄南森町駅下車徒歩１０分
求人番号27020- 3140681
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数7人

社会人経験１年以上の方 ＰＣ操作必須 ＰＣ（エ

資本金 2000万円
従業員数 220人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 本町駅下車徒歩２分
求人番号27010- 3956981
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数2人

13 フィールドカウンセラー・店舗アドバイザー／大阪市

14 営業／大阪市

15 営業／大阪営業所

・フランチャイズ店舗への補正下着，化粧品の販売指
導、 マーケティング企画 ・商品説明を含むコンサル
ティング ・店舗経営者への教育研修の企画／実施
（商品の使用方法の実習指導） ※担当店舗の応援
のため、宿泊含む出張有 ※商品勉強会など社内研
修が充実 ※女性に対する下着のフィッティングの為、
女性限定

コンドームをはじめとする当社ヘルスケア
商品の固定得意先に対する企画提案営
業 栃木工場で工場研修をした後、大阪支
社で実地研修を受けながら先輩社員のも
とで営業ノウハウを学び、その後得意先を
担当していただきます。

弊社製品（電磁クラッチ・ブレーキ、工業用
インバータ）の営業。 本社（東京）、新庄工
場（山形県新庄市）での研修あり。研修に
関わる交通費、宿泊費支給あり。

資格・経験 不 問

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 可）

200,000円～392,000円
月給
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4.10月分
勤務時間 (1) 9時30分～18時00分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

222,100円～256,800円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:30歳以下
賞与 年2回4.84月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時40分
時間外
5時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日

190,000円～284,000円
月給
正社員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50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 124日

株式会社 ダイアナ

不二ラテックス 株式会社

ケーイービー・ジャパン 株式会社

資本金 50000万円
従業員数 238人
資本金 64309万円
従業員数 383人
就業場所 : 北区
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 西中島南方駅徒歩５分／新大阪駅徒歩１０分
最寄駅 : 谷町線東梅田駅下車徒歩４分
求人番号13070- 4052081
求人番号13010- 4641381
1月11日受理求人
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人
1月12日現在の応募者数0人

ＰＣ操作（エクセル等） 普免（ＡＴ限定

資本金 28000万円
従業員数 45人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 西中島南方駅徒歩２分
求人番号13040- 6681281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数1人

HP

応募にはハローワークの紹介状が必要です

電話 06-6344-8609 42＃ハローワーク梅田まで！

16 ルート営業／大阪支店

17 パトロール（大阪市西区）

18 配送・商品入出庫

地域の工場会社を社用車、電車で廻って
頂く営業です。 輸入部品販売、工場設備
部品修理サービスのご案内です。 修理品
を直接お預かりし、故障内容をお伺いしま
す。

大阪西区より各現場（１日２～３ヶ所）へ安
全パトロール員を送迎する業務です。 業
務時間は、その日によって変わりますが、
帰宅時間はほぼ定時までに帰社できま
す。 また、早出・残業の場合は、残業支給

・物流倉庫での商品入出庫 ・商品配送も
有り（軽四輪使用） ＊商品は機械部品で
す （手で持ち運びできる程度の大きさで
す）

資格・経験 営業経験者優遇 普免（ＡＴ可）

資格・経験 地理に詳しい方 普免（ＡＴ可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

月給 250,000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 なし
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

月給 150,000円～206,000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2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外

休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 107日

月給 205,000円～235,000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
勤務時間 (1) 8時45分～17時30分
時間外
25時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 113日

求人者の希望により事業所名は非公開です

安全運輸 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 1000万円
従業員数 12人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋本町駅下車徒歩５分

資本金 4620万円
従業員数 103人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線谷町六丁目駅下車徒歩７分

求人番号27020- 3041281

求人番号27030- 1937681

資本金 41000万円
従業員数 84人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 :

求人番号13040- 6260481
1月11日受理求人

1月12日現在の応募者数2人 1月11日受理求人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 124日

1月12日現在の応募者数6人 1月11日受理求人

1月12日現在の応募者数0人

19 【急募】建物の防水・断熱、害虫駆除・防除等／大阪市

20 購買事務（補助） パート

21 事務作業、書類作成、電話応対 パート

●建物の防水、断熱工事等の施工 ●シロアリ等の害虫駆
除・防除工事の施工 など 業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、
努力すればするほど昇給することができます。 ハウスメー
カー・工務店を通じての防水・断熱・シロアリ駆除・各種リ
フォーム工事等を行っております。 上記業務以外にも、敷地
調達、地盤調査、地盤改良、床暖房設置、瑕疵担保取次等
の業務も行っており、これら業務全般を担当して頂きます。
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

＊資材部（購買担当部署）にて、材料の出
入の入力作業や注文書の発行及び消耗
品の発注などを行って頂きます。また来
客・電話応対も行って頂きます。

簡単なパソコン入力や電話応対が主な仕
事です。 ＊特別な知識がなくても始めら
れる仕事です。 ＊契約更新後は１年契約
更新になります。

資格・経験 普免（ＡＴ限定不可）

資格・経験 ＰＣ（エクセル・ワード）

資格・経験

月給 240,000円～350,000円
正社員1人募集
交通費 なし
年齢:35歳以下
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～18時00分
時間外
25時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

時給 1,000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:不問
賞与 なし
勤務時間 8時30分～17時30分の
時間外

時給 920円～920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)10時00分～14時30分
時間外
(2)12時00分～16時30分
10時間
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

株式会社 ピコイ

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 76365万円
従業員数 307人
就業場所 : 西区
最寄駅 :
求人番号13010- 4218281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

間の5時間程度
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

資本金 7300万円
従業員数 98人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線加島駅下車徒歩５分
求人番号27020- 3100981
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

パソコン操作 （ワード・エクセルの基本
操作ができること）

生活協同組合連合会
大学生活協同組合関西北陸事業連合
資本金 30031万円
従業員数 120人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 新大阪駅下車徒歩１０分
求人番号27060- 1720681
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数2人

22 営業事務 パート

23 書道用品の販売員（大阪市中央区） パート

24 精肉のパック詰め・品出し（本町橋店） パート

営業事務 パソコン（エクセル入力可能な
方） お客様にお茶出しあります

書道用品の販売 筆、墨、半紙、画仙紙、
印鑑 ハガキ、便箋、和紙 絵手紙用品

・精肉のパック詰め ・精肉の品出し ・精肉
の仕分け ・その他 ※どなたでもできる簡
単なお仕事です。 ※男女問わず、６０歳
以上の方も活躍している職場です。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 （精肉経験者尚良し）

時給
1,000円～1,100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 あり
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外

時給
1,000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:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時30分～16時30分
時間外
(2)13時45分～20時40分
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3日

時給
1,000円～1,100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 7時30分～16時00分の間
時間外
の4時間以上
週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週2～5日

株式会社 天義堂

求人者の希望により事業所名は非公開です

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日

マテリアル 株式会社
資本金 1400万円
従業員数 13人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄淀屋橋駅下車徒歩４分
求人番号27010- 3883981
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数1人

資本金 1000万円
従業員数 19人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄心斎橋駅下車徒歩２分
求人番号27010- 3967881
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資本金 3000万円
従業員数 230人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅から徒歩５分
求人番号27090- 430981
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

応募にはハローワークの紹介状が必要です

電話 06-6344-8609 42＃ハローワーク梅田まで！

25 害虫駆除スタッフ（既存のお客様巡回訪問） パート

定期的な害虫駆除サービス ＊飲食店厨
房内にて害虫生息調査が 主な業務（１件
あたり２・３０分程度、６件／日） ＊中高年
齢者の方が多数活躍しています。 ＊未経
験者歓迎 ＊急募
資格・経験 普免（ＡＴ限定可）
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
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外
12時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日程度

株式会社ダスキン 上町支店
資本金 1130000万円
従業員数 2,000人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線・中央線谷町４丁目駅下車徒歩５分

求人番号27010- 4236781
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

HP

