1月11日の不問求人
職種名部分がピンクは正社員、ブルーは正社員以外
のフルタイム、黄色はパート求人です。
※ 就業場所
北区、中央区、西区、福島区、
淀川区、都島区、旭区、
天王寺区、浪速区、西淀川区

1月11日受理の梅田周辺の

ほかにも
もっと 求人が
あります！

求人数は921件！

うち正社員求人は388件

ハローワーク
梅田の窓口で
お問い合わせ
ください！

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。 決まり次第取り消されますので、ご留意ください。
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 変圧器製造

2 企画営業

3 営業事務員

・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

英語を使ってＡＳＥＡＮ各国のスタッフと 業務を推進し
ていく、スタッフを募集します。 主にイベント業務、企
画、推進、業務管理を していただきます。 海外で仕
事をしてみたい、イベント業務 音響、照明、映像な
ど、経験の ある方を優遇いたします。 ＊ＡＳＥＡＮ・
中国ビジネス拡大の為、英語・中国語ができる方優
遇

＊介護・医療などの福祉事業に関する営業
事務 ・契約書作成、整理 ・データ作成、管
理 ・パンフレット等の在庫管理 ・ホームペー
ジ更新、管理 ・その他事務処理 ＊ＰＣは、
ワード・エクセル・パワーポイントを使用しま
す

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

月給
170,000円～250,000円
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

月給
180,000円～200,000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
時間外

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

月給
180,000円～210,000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
勤務時間 (1)10時00分～18時00分
時間外
20時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日

株式会社 徳永電機製作所

シャッフル 株式会社

株式会社れんげリビングサービス

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

資本金 500万円
従業員数 2人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 3441681
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 107日

資本金 300万円
従業員数 7人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄本町駅２３番出口下車徒歩３分
求人番号27030- 1851781
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

4 医療事務

5 女性専用３０分フィットネスの接客スタッフ／淀川区

6 【人材業界】エリア拡大に向けたマネージメント業務／大阪

診療の受付や会計、電話対応、 電子カル
テ入力、レセプト点検、 診療介助などの
医療事務業務

◇３０分プログラムのエクササイズを楽しく
明るくサポート （お客様とのコミュニケーショ
ンが中心のお仕事になります。） ◇受付業
務（お客様の情報等の簡単な入力作業）
◇お客様の健康管理やアドバイス・当社取
扱商品（運動用衣類等）の案内・販売・かん
たんな体操サポート。

エリア・拠点の拡大に向けたマネージメント業務を一
任いたします。 ・顧客【新規・既存】のサービス提供・
提案 ・労働者への雇用機会創出、コンプライアンス
遵守 ・組織（エリア）拡大・人材開発・適正配置 ・収
益管理 ☆人材業界でのノウハウを持ち、率先垂範
でプレーイングマネージャーとしてご活躍頂けます！

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

資格・経験 不問 学歴 不問

月給
165,000円～170,000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～20時00分
時間外
5時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 115日

月給
201,426円～246,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年20万円～45万円
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
30時間
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

月給
350,000円～450,000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2.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2)10時00分～19時00分
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 125日

北浜よしおか内科クリニック

株式会社 クーバル

株式会社 エフエージェイ

従業員数 7人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋線北浜駅下車徒歩１分
求人番号27010- 4158281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 241人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急十三駅下車徒歩５分
求人番号27060- 1783781
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資本金 9900万円
従業員数 400人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 私鉄中津駅下車徒歩５分
求人番号13080- 4136581
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数1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 販売職（谷町千日前通店・谷九駅前店）

8 接客販売（大阪）

9 営業職

＊コンビニエンスストアのスタッフ、 店舗運
営の全般を担当していただきます。 ・レジ
接客 ・清掃 ・商品発注、補充 ・スタッフの教
育 ＊２店舗での勤務となります。 ＊学歴・
経験・資格は問いません。 まずはお問い合
わせください。

＊百貨店内店舗「ヤスプラス」大阪店での
接客販売。 接客販売が初めての方でも
きめ細かく指導します。 １名体制で販売
します。（不在時は店を閉める）

・ＷＥＢコンサルティング、スマートフォン対
応 ページ作成、名刺、チラシデザイン ・
コスト削減などのコンサルティング営業

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

月給
200,000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1万円～100万円
勤務時間 0時00分～23時59分の間
時間外
の8時間程度
20時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

月給
200,000円～200,000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
時間外
(2)10時30分～19時30分
20時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

月給
240,000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～18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 105日

ファミリーマート谷町千日前通店

株式会社 クレモト

株式会社 ＫＩＤＤＯ

資本金 300万円
従業員数 30人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町九丁目駅下車徒歩１分
求人番号27030- 1675581
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資本金 900万円
従業員数 0人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩１分
求人番号28010- 1475681
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数1人

従業員数 0人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩７分
求人番号27010- 4053281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

10 健康アドバイザー・住環境アドバイザー（大阪市淀川区）

11 営業

12 食料品販売員

「健康」に関するセミナー運営から来場者
対応、 また、セミナー受講後に興味をもた
れたお客様・すでに商品をお使いのお客
様への個別訪問などをお任せします。

弊社独自の音楽を肌で感じ浴びる 「音浴
サロン」の加盟店を募集していただきま
す。 約３年独自の営業ノウハウを蓄積
し、競合のない営業 ですので誰にでも簡
単に習得できます。

百貨店の食料品売り場で、うどんパックの対面販売で
す。 ★事業内容★ 関西の百貨店、スーパーを中心にう
どん、お好み焼きの冷蔵パックを販売しています（２００
店舗）。また、京都ではおうどんが食べれる店舗も運営し
ております。 ☆会社の特長☆ 京都で根強い人気のうど
ん屋です。工場ではご年配の方がみなさん元気よく働く
アットホームな雰囲気て、定年後もそのまま働いている
方もいらっしゃいます。

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

月給
270,000円～290,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:69歳以下
賞与 あり
勤務時間 8時00分～18時00分の間
時間外
の8時間
27時間
休日 水他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

月給
200,000円～250,000円
正社員5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～18時00分
時間外
5時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 124日

月給
212,000円～212,000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1.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～16時30分
時間外
(2)10時00分～18時00分
25時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 96日

ＭＥＤ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
株式会社

株式会社 常若

株式会社 冨美家 事務所・伏見工場

資本金 5000万円
従業員数 250人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線新大阪駅下車徒歩１０分
求人番号13040- 6304681
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数1人

13 販売及び梱包

資本金 500万円
従業員数 0人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線天満橋駅下車徒歩８分
求人番号27010- 4199881
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 110人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅／阪急うめだ駅下車徒歩５分
求人番号26030- 793381
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

14 歯科助手

15 介護員（特養）

＊御来店されたお客様への接客、販売
＊受注した商品の検品、梱包作業 （イン
テリア雑貨になりますので、軽い商品が多
いです） ＊商品の修理もたまに有ります

受付・診療助手
＊経験不問求人で
す。ご応募お待ちしております。

特別養護老人ホームに入所するお年寄り
のお世話をお願いします。 入浴、更衣、
排泄、食事、整容等の直接的なお世話や
行事の企画・実施、委員会活動等で入所
者様の生活向上 に係る間接的な援助も
お願いします。

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

月給
195,000円～195,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年1回1.00月分
勤務時間 (1) 9時30分～18時30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

月給
180,000円～180,000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～20時00分
時間外
(2)14時00分～20時00分
5時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 110日

月給
165,000円～185,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:64歳以下
賞与 年2回2.90月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時15分
時間外
(2)22時00分～ 7時00分
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 107日

求人者の希望により事業所名は非公開です

医療法人光慈会 やすらぎ歯科医院

社会福祉法人 清水福祉会 特別養護老人
ホーム さくら苑

資本金 3000万円
従業員数 27人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩１分
求人番号27010- 3929081
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

従業員数 11人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急宝塚線三国駅下車徒歩８分
求人番号27060- 1723481
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

従業員数 380人
就業場所 : 旭区
最寄駅 :
求人番号27020- 3340281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

2018/1/12

16 介護職員（西淀川区福町）

17 看護助手

18 加工サービス業（くつ修理、カバン修理、合鍵複製等）北区

通所介護においての利用者介護 （利用
者様の送迎、入浴介助等）

人工透析に伴う看護業務の助手 準備、
後片付け、患者のお世話等

駅構内のお店にて、くつ修理、合鍵などを
その場にて クイックサービスしていただき
ます。 ※店長として勤務していただきま
す。 ※助手の方も募集★★急募★★
経験者優遇

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

資格・経験 不問 学歴 不問

月給 167,000円～210,000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2.40月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外
15時間
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 112日

月給 206,000円～208,500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4.00月分
勤務時間 (1) 7時30分～19時30分
時間外
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 160日

月給 170,000円～300,000円
正社員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)10時00分～19時00分
時間外
20時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 105日

求人者の希望により事業所名は非公開です

医療法人 育祥会 須澤クリニック

有限会社 フォーレスト

資本金 8300万円
従業員数 65人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 :

求人番号27020- 3431081
1月11日受理求人

(2)11時00分～22時30分

資本金 1000万円
従業員数 60人
就業場所 : 北区
最寄駅 :

求人番号27020- 3072781

1月12日現在の応募者数0人 1月11日受理求人

資本金 300万円
従業員数 10人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄谷町線東梅田駅下車徒歩１分

求人番号27020- 3321481

1月12日現在の応募者数0人 1月11日受理求人

1月12日現在の応募者数0人

19 調剤薬局の薬局事務（大阪市北区・大阪神山店）

20 キーパンチャー（パソコン入力及び業務処理）（中央区）

21 一般事務（此花区）

（１）処方せんをお持ちいただいた患者さ
んの受付 （２）受付した処方せん内容（医
薬品名、服用指示）を ＰＣ入力 （３）一般
用医薬品（ＯＴＣ）、化粧品、健康食品等販
売 （４）書類作成、ｅｔｃ

○データー入力業務に関する前後処理
業務の進捗管理 オペレーターへの入力
仕様書の作成・説明等 連想入力ＫＩＳ・カ
ンテック ※キーパンチャー又はパソコン
入力の経験者優遇

＊パソコンを使用したデータ入力 ＊伝
票作成、電話対応 上記をお願いします
難しい業務ではありません

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

資格・経験 不問 学歴 不問

月額(時給) 148,512円～148,512円
正社員以外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
(2) 9時00分～14時30分
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

月額(時給) 141,400円～155,540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
勤務時間 (1)10時00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 123日

月給 157,000円～157,000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 年7万円～15万円
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 120日

クラフト 株式会社

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

資本金 10000万円
従業員数 4,451人
資本金 1000万円
従業員数 124人
資本金 13500万円
従業員数 63人
就業場所 : 北区
就業場所 : 中央区
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 北港アクティブバス北港白津１丁目下車徒歩１分
最寄駅 : 地下鉄扇町駅徒歩５分／ＪＲ天満駅徒歩７分
最寄駅 : 地下鉄堺筋線・長堀橋駅下車、徒歩約３分
求人番号13010- 4113281
求人番号27080- 1507881
求人番号27020- 3197281
1月11日受理求人
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
1月12日現在の応募者数0人

22 洗浄（都島区）

23 （請）書類配達員／自転車（福島区）

24 倉庫作業（医薬品メーカー直接雇用）＊急募＊

病院での食器洗浄、配下膳のお仕事で
す。 ★事業内容★ 病院、老人福祉施設
等での給食請負業 ☆会社の特長☆ これ
から伸びゆく業界であり、将来の成長が
期待できる。従業員にやさしい会社。

・福島区野田６丁目より１日２回本町付近
へ 自転車で書類を運ぶお仕事です。 書
類ですので重たい荷物はありません。 ・
英文の書類ですので、簡単な英単語の知
識がある方を 希望します。

医薬品の梱包、発送 ・１５～２０ｋｇ程度
の品物を持っていただく場合も あります。
＊＊＊急募＊＊＊

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

147,204円～147,204円
月額(時給)
正社員以外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) 6時30分～15時00分
時間外
(2)13時30分～21時30分
5時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

140,700円～168,840円
月額(時給)
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
勤務時間 (1) 8時30分～16時30分
時間外

151,470円～151,470円
月額(時給)
正社員以外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
30時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 120日

イフスコヘルスケア 株式会社

賀本海運 株式会社

資本金 3000万円
従業員数 2,600人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ桜ノ宮駅下車徒歩１０分
求人番号27020- 3084081
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日

従業員数 21人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ、阪神西九条駅下車徒歩６分
求人番号27030- 1798281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

佐藤製薬株式会社大阪流通センター
資本金 200000万円
従業員数 1,000人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ塚本駅下車徒歩７分
求人番号27020- 3021581
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数1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 着付 パート

26 受付 パート

27 経理事務 パート

・ブライダル美容業務での着付 ＊採用
後、着付レッスン（自己負担）を受けて頂
きます。 ※土・日・祝勤務可能な方（平日
１０：００～勤務） ※未経験の方でも親
切・丁寧に指導いたします。

患者さんの案内、予約受付、電話対応な
どの接客と 施術の補助 簡単なＰＣ入力な
ど

月次入力、電話対応、来客対応など ＊急
成長しているため、頑張っている方には時
給ＵＰ ボーナスあり ＊四ツ橋駅直結のビル
です（雨にぬれません） ＊丁寧に教えます
ので未経験歓迎 ＊子育て中の方歓迎（時
間、休み相談可）

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

資格・経験 不問 学歴 不問

950円～1,100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 8時00分～17時00分の間
時間外
の4時間程度
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日程度

910円～1,100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)15時30分～21時00分
時間外
(2)13時00分～18時00分
休日 月火金日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日程度

1,100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～17時00分
時間外

有限会社 弥生美容院

千鳥橋整骨院

有限会社ＭＲＩ

資本金 300万円
従業員数 50人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ北新地駅下車徒歩５分
求人番号28010- 1621781
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

従業員数 4人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 阪神なんば線千鳥橋駅下車徒歩１０分
求人番号27020- 3160781
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週5日

資本金 300万円
従業員数 20人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋駅２番出口直結徒歩１分
求人番号27030- 1909281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

28 商品管理及び入出庫作業（大阪市此花区） パート

29 一般事務・通関事務（中央区） パート

30 パンの販売（大阪ドームシティ店） パート

物流センター業務 （主な商品は電機部
材） ・入出庫作業 ・ピッキング等

・ＰＣへの入力作業 ・電話対応 ★事業内容
★ 国際複合運送業
通関業 ☆会社の特長☆ 当社は貿易に必
要な輸送を全般的に請け負っています。 ＩＴ
技術、及び輸送に必要なネットワークを駆使
し、この分野でのリーディングカンパニーで
す。

全国のイオンショッピングセンターを中心
に、焼きたてのベーカリーショップ「カンテ
ボーレ」「パン工場」で、焼きあがったパンの
販売・陳列・レジ・包装などのお仕事をお願
いします。 お仕事は丁寧にお教えしますか
ら、未経験の方もお気軽におご応募くださ
い。

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

資格・経験 不問 学歴 高校卒業以上

資格・経験 不問 学歴 不問

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 8時30分～18時00分の間
時間外
の5時間程度
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

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:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～16時00分
時間外
(2)10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5日

1,000円～1,100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 6時30分～18時00分の間
時間外
の5時間程度
20時間
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週4～5日程度

求人者の希望により事業所名は非公開です

エフシースタンダードロジックス 株式会社

イオンベーカリー 株式会社

資本金 3000万円
従業員数 176人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 舞洲アクティブバス北港白津１丁目バス停下車徒歩５分

求人番号27030- 1786981
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資本金 5000万円
従業員数 71人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 堺筋本町駅下車徒歩３分
求人番号27010- 4121581
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 2,500人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 「ドーム前」直結
求人番号12010- 1566481
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

31 健康食品の販売 パート

32 デパ地下（高島屋大阪）製造 パート

33 旅館作業員 パート

・健康食品の販売業務 ・電話応対 ＊勤
務日及び時間はご相談に応じます。 （月
に１１日程度の勤務です）

当社は、実演販売専門店です。 デパ地下（高
島屋大阪店）での串カツの製造業務 ・神戸北
野坂串かつ ＊土・日・祝日勤務できる方優遇
＊就業時間・日数は相談に応じます 【事業所
画像あり】 求人検索機（画面下）の『事業所情
報表示』ボタンから ご覧いただけます。

旅館での雑務 ・布団敷き ・部屋の片づ
け、準備など ＊接客はありません 主に力
仕事です

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

950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)10時00分～19時00分
時間外

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)17時00分～23時00分
時間外

休日 日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3日程度

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6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

株式会社 徳潤

株式会社 大阪屋

株式会社 大和屋本店

資本金 3000万円
従業員数 18人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪天満宮駅、京阪北浜駅下車徒歩８分
求人番号28020- 1455081
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 80人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線「難波駅」下車徒歩２分
求人番号28010- 1525781
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週3～5日程度

資本金 1000万円
従業員数 40人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄・近鉄日本橋駅下車徒歩３分
求人番号27030- 1805381
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

2018/1/12

34 ＣＡＤオペレーター パート

35 洋服のリフォーム パート

建築図面のＣＡＤ入力をお願いします。
経験者優遇。

工業用ミシンを使った洋服のお直しで
す。 パンツの丈詰め、ウエスト詰めや出し
等全般的な修理 取引先は主に百貨店や
ブティックなどです。 ＊幅広い年齢層の
職人さんが技術を丁寧にお教えします。

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

950円～1,350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) 9時00分～17時30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4～5日程度

910円～910円
時給
パート労働者3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
時間外
(2)10時00分～17時00分
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

株式会社 ＯＳＤ設計

株式会社 スレッドスタイル

資本金 1000万円
従業員数 6人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 3183681
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

資本金 100万円
従業員数 6人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急神戸線神崎川駅下車徒歩１０分
求人番号27060- 1769281
1月11日受理求人
1月12日現在の応募者数0人

