1月10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10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831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405件

うちパート求人は 341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 一般事務／大阪支店

2 一般事務／大阪営業所

3 一般事務（事務業務全般）

・伝票起票（会計ソフトによる入力） ・顧客等
の電話応対（製品への問い合わせ、受発注
対応等） ・受発注入力（専用端末を使用） ・
営業サポート業務（顧客と営業の取次、在庫
調整、工場への発注依頼、資料作成等） ※
来客の方へのお茶出し業務があります

大阪営業所にて、電話応対、伝票処理、書
類作成を中心とした事務を担当していただき
ます。 パソコンはワード・エクセルなどを使用
します。
＊ご応募される方は、ハロー
ワークから「紹介状」の交付を受けて下さい。

◇エレガント志向の女性に人気のオリジナルブランド「Ｍ－Ｐ
ＲＥＭＩＥＲ（Ｍ－プルミエ）」のバックオフィスを支えてくださる
方を募集します。 総務部内でのお仕事です。 ・本社ビル全体
の総合受付 ・書類整理・伝票処理・社内全体の備品管理 ・
来客応対・電話応対・出張手配 ・採用事務の準備・申請等の
外出他 ＊ショップ支援の為、外出・お手伝い等をお願いする
こともあります。 ※早期入社可能な方、歓迎

ＰＣ基本操作（Ｅｘｃｅｌでの表作成や簡単な関数の使
用、Ｗｏｒｄでの簡単な文書作成程度）

社会人として事務経験のある方（１
年以上） ＰＣ基本操作ができる方
192,000円～250,000円
月給

資格・経験 事務経験の経験がある方

資格・経験

180,000円～200,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:26歳以下
賞与 年2回4.60月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30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

178,442円～178,442円
月給
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4.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
1時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 118日

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
1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 昭和電機製作所

株式会社 エム・アイ・ディー

資格・経験

資本金 335890万円
従業員数 414人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線御幣島駅下車徒歩０分
求人番号13070- 3930381
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数1人

資本金 5000万円
従業員数 97人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ東海道本線「大阪」下車徒歩１０分
求人番号23170- 722681
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

資本金 2000万円
従業員数 230人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線本町駅下車徒歩２分
求人番号27010- 3434181
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数3人

4 人事・総務事務

5 現場管理スタッフ（総合職） ※未経験でも研修あり同条件

6 一般事務

＊人事・労務業務全般 勤怠・給与計算、
年末調整等 入退社手続（社会保険手続）
等 伝票入力、整理 ＊総務業務（庶務業
務含）全般

アルバイトのシフト管理、手配 各現場の調
整管理 個客対応など 入社１～３ヶ月は
現場へ作業研修あり

・労働保険事務組合の書類作成 ・労働保
険料の申告納付 ・電話及び来客対応 ・労
働保険及び社会保険に係る一般事務 ・そ
の他一般事務

人事・総務経験者 ＰＣ（エクセル・ワード）の

資格・経験 出来る人 普免（ＡＴ限定可）
210,000円～257,200円
月給
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50分～17時20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 110日

資格・経験 不 問

資格・経験 パソコン（ワード・エクセル）

203,200円～397,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 あり
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2)20時00分～ 5時00分
27時間
休日 他
週休２日制 隔 週
年間休日数 89日

200,000円～200,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:45歳以下
賞与 年2回1.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

アサヒ衛陶 株式会社

株式会社 ＤＡＩＳＨＩＮ

一般社団法人 此花工業会

資本金 140300万円
従業員数 108人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線谷町四丁目駅下車徒歩３分
求人番号27010- 3060581
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

資本金 200万円
従業員数 10人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : 各線京橋駅下車徒歩５分
求人番号27010- 3188181
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 124日

従業員数 7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１分
求人番号27020- 2614081
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数4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 労務担当

8 一般事務

9 一般事務

船員労務担当 ★事業内容★ 内航海運業
☆会社の特長☆ タンカー船１６隻を所有
し、石油製品を海上輸送し社歴は５０年を
すぎ、安定した会社

・電話対応 ・来客対応 ・経理事務 ・総務事務 ★事業
内容★ 建物の調査・診断・リフォーム、リニューア
ル、改修工事、増改築
工事全般、耐震診断、耐震補強工事 ☆会社の特長
☆ 東証一部上場ゼネコン（株）福田組の連結子会社
（持分１００％） 。平成８年にリニューアル専門会社と
して設立し、実績豊富な技術 社員の比率が高く、順
調に業容拡大中。

総務事務（一般的な事務です） ・郵便物
仕分 ・備品管理 ・データ入力（給与ソフト）
・電話取次ぎ ・来客応対ｅｔｃ． ＊パソコン
操作（エクセル、ワードの基本操作）が で
きることが必要です

資格・経験 普免（ＡＴ可）

資格・経験 パソコン（エクセル・ワード）

資格・経験 操作

250,000円～370,000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4.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外

178,430円～209,540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 年2回5.40月分
勤務時間 (1) 8時45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

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: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
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

株式会社 三洋海運商会

福田リニューアル株式会社 大阪営業所

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 4800万円
従業員数 100人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 西梅田駅下車徒歩３分
求人番号27020- 2690681
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

資本金 8000万円
従業員数 56人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 大阪地下鉄中津駅下車徒歩１分
求人番号27020- 2864281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

パソコン操作 エクセル、ワードの基本

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 124日

資本金 10000万円
従業員数 103人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 本町駅・阿波座駅下車徒歩１０分
求人番号27030- 1440481
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数45人

10 事務業務全般（正）

11 経理職員

12 経理事務 ＝急募＝

◎事業所内にて事務全般業務を行って頂
きます。 ・売上金集計 ・社内システム入
力 ・請求書作成 ・仕訳等の経理業務 ・会
計システム入力 ・接客対応 ・電話対応

１．日常経理業務 （仕訳伝票起票、売掛
金・買掛金の管理等） ２．月次・年次決算
業務 ※日常経理業務に慣れてからの業
務となります。 ３．庶務業務（本社ビルの
維持管理対応等）

日報チェック、請求書等の入力や発行 電
話、来客応対、ファイリング ワード、エクセ
ルへの入力、見積書作成他
☆☆急募
☆☆

資格・経験 操作 簿記３級程度

事務経験者尚可 エクセル・ワード基本

パソコン操作（ワード、エクセル）できる方
資格・経験 日商簿記３級以上の資格者優遇

資格・経験

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) 8時30分～17時30分
時間外
30時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

210,000円～260,000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3回4.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30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 118日

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30分～17時30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

トラストパーク 株式会社 大阪支店

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 42135万円
従業員数 477人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋線・中央線堺筋本町駅下車徒歩５分

求人番号27010- 3079481
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数3人

資本金 7096万円
従業員数 345人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋梅田駅下車徒歩１５分
求人番号27020- 2683981
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数8人

実務経験３年以上 簿記３級あれば
尚可
200,000円～200,000円
月給

資本金 1000万円
従業員数 12人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号27020- 2666381
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

13 税理士補助＊急募＊

14 経理事務員

15 経理事務

伝票起票 オフコン・パソコン入力 電話応
対 来客応対 ＊＊急募＊＊

経理 １）会計ソフトを使った諸作業 ２）エク
セルへの入力作業 ・財務諸表の作成 ・試
算表の作成 ・月次、年次の決算表作成 ・
他 ３）各種経理資料の作成、資金繰り等
４）その他総務・庶務業務

・売上入力（当社は弥生会計を使用してい
ます） ・請求書 ・全般的に経理作業

資格・経験 簿記２級以上

資格・経験 方 簿記２級または同等程度の知識がある

180,000円～300,000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 年2回2.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
5時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

206,000円～243,500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3.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45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

250,000円～270,000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0.50月分
勤務時間 (1)10時00分～18時00分
時間外

瀬川喜子税理士事務所

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

従業員数 8人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄南森町駅・北浜駅下車徒歩５分
求人番号27020- 2648181
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

仕事の内容欄に類する業務の経験のある
方

資本金 5000万円
従業員数 190人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号27020- 2898881
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

＊経理事務経験者 ＊パソコン業務（エク
資格・経験 セル・ワード） 簿記３級程度

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 130日

資本金 2000万円
従業員数 9人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 各線なんば駅下車徒歩５分
求人番号27030- 1468281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数4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 営業（未経験者）／大阪市

17 営業（文具店・代理店・学校等への営業活動）

18 内勤営業

建材・土木工事関連製品・エクステリア製
品等の卸売営業又は施工工事営業（新規
開拓営業も含む）

＊クレパス・クーピー・各種筆記具・事務用
品等を文具店・代理店・学校等へＰＲし、
販売するルート営業職

既存取引先の窓口として、契約更新や出
荷手配の調整等を担当してもらいます。
【内勤業務】 サービス提供開始時に必要
となる諸書類の受領調整 【外勤業務】
サービスグレードアップ時の契約調整

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 営業もしくは営業事務経験のある方

月給 250,000円～350,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:29歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
10時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

月給 200,000円～300,000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3回5.00月分
勤務時間 (1) 8時40分～17時25分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 122日

月給 220,000円～300,000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2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
6時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 121日

塚本商事機械株式会社

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 セキュアヴェイル

資本金 9000万円
従業員数 515人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄・ＪＲ森ノ宮駅下車徒歩５分

資本金 41080万円
従業員数 62人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ東西線大阪天満宮駅下車徒歩５分

求人番号27010- 3818581

求人番号27020- 2665081

資本金 15500万円
従業員数 120人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 阿波座駅徒歩５分

求人番号13010- 3028581
1月10日受理求人

1月11日現在の応募者数0人 1月10日受理求人

1月11日現在の応募者数0人 1月10日受理求人

1月11日現在の応募者数3人

19 （正）マンション管理運営業務担当者（大阪市北区）

20 現地据付工事技術職（現場代理人）

21 技術職

当社マンション管理受託物件の総合管理
（１）建物設備のメンテナンスをする点検施工
会社とのやりとり （２）管理組合が運営する
理事会や総会のサポート （３）マンション会
計の報告 （４）コミュニティ形成のサポート
【事業所画像情報あり】

電業社が受注をうけた工事のうち、割り当てられた工
事の「工程表」、「施工要領」、「安全対策」の計画を立
てる。計画に沿って発注者への書類提出や下請業者
からの様々な提出物があるので管理する。その後、
現場に駐在し、「工程表」、「施工要領」、「安全対策」
の法的書類の管理や現場監督を行う。 客先との立
会い時、指摘された事項に対する改善を行い、納品
し、その後、工事現場の撤去を行う。

・当社が製造する水処理装置（浄化槽、産
業廃水処理装置） の工事施工管理 ・現
場での打合せ、工程進捗管理、資材手
配、 外注工事手配等 ・主なエリアは大
阪、京都、奈良、兵庫を中心とした 関西圏

資格・経験 管理業務主任者

資格・経験 不 問

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

月給 196,500円～262,500円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:45歳以下
賞与 年3回5.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18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 126日

月給 159,730円～159,730円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:25歳以下
賞与 年2回4.77月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時20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 126日

月給 240,000円～240,000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2.50月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
20時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 123日

積和管理関西 株式会社

株式会社 電業社機械製作所

フジクリーン工業 株式会社 大阪支店

資本金 41800万円
従業員数 245人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅・各線梅田駅下車徒歩７分
求人番号28020- 1314281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 81000万円
従業員数 582人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号22050- 339981
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 30000万円
従業員数 501人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄新大阪駅より徒歩３分
求人番号27060- 1482581
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

22 大阪市中央区役所窓口フロアマネージャー非常勤嘱託職員 パート

23 保健福祉業務にかかる簡単な事務 パート

24 出荷受荷の事務 パート

次の日常業務に従事する。 １）窓口サービスに関する各種書
類の案内及び記載支援 （主な業務：住民基本台帳・印鑑登
録・戸籍・税証明・ 自動車臨時運行許可・国民健康保険・国
民年金などに 関する業務） ２）来庁者に対する窓口案内 ３）
来庁者にからの簡易な問合せへの対応 ４）行政情報及び地
域に関する情報の市民への提供 ５）パンフレット・チラシ掲示
物等の配架・整理 ６）キッズコーナーに設置してある遊具の
清掃及び整理整頓 ７）その他上記以外で本市が必要と認め
られる業務

・事務資料等の点検、整理、編綴 ・郵便
物の集配、事務資料の複写、配布 ・その
他上記以外の簡易な事務

商品の値札付け パソコンでの伝票整理
電話の対応 ◎パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給
1,350円～1,350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) 9時00分～15時45分
時間外
(2)10時00分～16時45分
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

時給
909円～909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) 9時00分～15時15分
時間外
(2)10時30分～16時45分
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日以内

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 (1)10時00分～16時00分
時間外

大阪市中央区役所 総務課

淀川区役所

従業員数 170人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄中央線・堺筋線堺筋本町駅下車徒歩５分

求人番号27010- 3187281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数3人

従業員数 200人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急線十三駅下車徒歩５分
求人番号27060- 1445281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週5日

株式会社 守屋 大阪営業所
資本金 3200万円
従業員数 100人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋線堺筋本町駅下車徒歩３分
求人番号27010- 3228581
1月10日受理求人
1月11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

25 ＰＣオペレータ・一般事務 パート

電話 06-6344-8609 42＃ハローワーク梅田まで！

26 ブライダル接客・販売 パート

27 梱包作業 パート

木製時計の手作りサポート オーダー受付
デザインカウンセリング その他事務作業

出荷場での梱包作業をお願いします 弊社
製品、柔軟性のあるパイプをダンボール等
に詰めて頂き出荷までをお願いします。基
本軽いものが多いですが重量のある物は
複数名で対応します。 ＊勤務時間は相
談してください

資格・経験 未経験歓迎 接客経験ある方優遇

資格・経験 不 問
時給
1,000円～1,100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) 9時00分～18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4～5日程度

時給
1,000円～1,000円
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 10時00分～19時00分の間
時間外
の5時間以上
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 木の暮らし 大阪店

株式会社 淀川螺旋管製作所

・健康診断データ入力業務 専用処理端末
を使用した健康診断データの入力やチェッ
ク作業を行います。 ＊データ入力業務経
験のある方、医療に携わった経験を お持
ちの方や未経験の方歓迎致します。
資格・経験

パソコン基本操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄな
ど）

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 なし
勤務時間 (1) 9時30分～16時00分
時間外

従業員数 288人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄本町駅下車徒歩１分
求人番号27030- 1531281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

資本金 900万円
従業員数 80人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 阪神梅田駅下車徒歩３分
求人番号27020- 2751281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

28 配達・倉庫業務 パート

29 値札付け及び出荷作業 パート

〈配達及び倉庫業務〉 ・産物、工具、ボル
ト等の商品配達及び管理 ・使用車両：ハ
イエース・タウンエース ・範囲：大阪市内
中心です

≪値札付け及び出荷作業≫ 商品に値
札を付け、 ハンガー掛けをし 梱包する簡
単な作業です。 ※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。

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 不 問

時給
1,200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 なし
勤務時間 (1) 9時00分～13時00分
時間外
(2)13時00分～18時30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

時給
909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
賞与 なし
勤務時間 (1)10時00分～16時00分
時間外
5時間
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

ナニワ建設機材 株式会社

シルバーニット 株式会社

資本金 4500万円
従業員数 36人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄阿波座駅下車徒歩５分
求人番号27030- 1613081
1月10日受理求人
1月11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3～5日程度

資本金 1200万円
従業員数 18人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 阪神電車千舟駅下車徒歩１０分
求人番号27020- 2694781
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数3人

資本金 1000万円
従業員数 16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- 1461381
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数2人

HP

