1月10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

ほかにも
もっと 求人が
あります！

1月10日受理の梅田周辺の

求人数は831件！

うち正社員求人は405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 341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 イベントの制作・管理・運営

2 営業事務（結婚式場）／大阪市

3 医療事務及び看護助手

イベント（ゴルフコンペ等）の制作・管理・運営業務 ★事業内
容★ ・施設の管理受託。・施設の案内、誘導等運営請負。・
行催事の調査、企画、制作、運営。・ゴルフコンペの企画立
案、運営。・物品の販売。・広告代理業務。 ☆会社の特長☆
ゴルフコンペを重要要素である「演出」を重視した企画提案と
付随して賞品等の物品販売や宣伝広告等を含めた総合的な
運営業務を行うゴルフ場勤務経験豊富な関連取引先による
Ｈ２９年開業新規展開

ウエディングプランナーの補佐業務全般
をお任せいたします ・電話対応 ・発注、
納品管理 ・成約手続き ・請求書チェック
業務など 来館されるお客様のお出迎え
やドリンク提供など、接客をお任せするこ
ともあります。

〈医療事務及び看護助手〉 ・透析室にお
ける助手業務全般 患者さまの介助 掃除
・医療事務全般

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
130,000円～130,000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)10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 120日

月給
210,000円～310,000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) 9時00分～22時00分
時間外
20時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 120日

月給
155,000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 なし
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外

ファースト・クラス 株式会社

株式会社 ノバレーゼ

資本金 300万円
従業員数 1人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 2826381
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 1,871人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号13010- 3102281
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 日他
年間休日数 111日

医療法人孝尽会
透析クリニック大正橋
従業員数 15人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : ＪＲ大正駅下車徒歩７分
求人番号27030- 1611281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

4 商品管理及び人出庫作業（大阪市此花区）

5 ネットショップ運営スタッフ・管理責任者候補

6 出荷事務

＊物流センター業務（主な商品は電機部
材） ・商品在庫管理 ・入出庫作業 ・ピッ
キング等

・古本の検品、パソコンによるデータ入力 ・ネット買取、
販売の業務全般 ・Ａｍａｚｏｎ、Ｙａｈｏｏオークションへの出
品 ・アルバイト、パートの勤怠管理、育成指導 ・サイト制
作、更新・システム構築 上記の内、適材適所で担当を
振り分けます。 相応の評価を給与にも反映させます。
［給与例］・２５歳（４年目）：４２０万円 ・３２歳（３年目）：３
８０万円 ・３３歳（３年目）：３４０万円

・出荷データ入力 ・電話対応 ・パソコン
（エクセル・ワードなど）他専用ソフトを使
用 使用方法は指導いたします。他

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 不問

月給
200,820円～316,424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) 8時30分～17時30分
時間外
27時間
休日 日祝他
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4人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回6.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
20時間
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 115日

月給
190,000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 なし
勤務時間 (1) 9時30分～18時30分
時間外

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 ブックスドリーム

株式会社 スギタ

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- 1642781
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 999万円
従業員数 80人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町・本町駅下車徒歩６分
求人番号27010- 3834981
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 その他
休日 日祝他
年間休日数 106日

資本金 2000万円
従業員数 14人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四つ橋線本町駅下車徒歩３分
求人番号27030- 1607681
1月10日受理求人
1月11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！
7 グループホームでの介護職（都島区）

8 現場スタッフ（特殊土木工事）

9 軽作業

認知症型グループホームでの介護業務です。
当施設は全部で２７部屋あり、１ユニット９名の
３ユニットがあります。 ＊食事・入浴・トイレ・見
守り等の介助が主です。 ＊ほとんどの方が未
経験から入られており、中にはお仕事自体初
めてという方もおられましたのでご安心くださ
い。

山の斜面の土砂崩れ防止のための 法面
保護作業や水路を作る作業（タコム） 現
場経験等がない方は道具などの 使用方
法は指導します。

高齢者・障害者の方々にご使用いただい
た、 福祉用具の消毒・メンテナンス・梱包
等の 作業に従事していただきます。

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
186,800円～191,800円
正社員4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
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2) 7時00分～16時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

月給
205,200円～402,000円
正社員5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00分～17時00分
時間外
27時間
休日 他
週休２日制 隔 週
年間休日数 89日

月給
160,000円～200,000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1.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00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 87日

株式会社 ノースビレッジコーポレーション

株式会社 ＤＡＩＳＨＩＮ

有限会社 ダイユウ

資本金 1000万円
従業員数 101人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : 大阪市営バス「大東町」バス停下車徒歩１０分
求人番号27100- 555481
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0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- 3639981
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 975万円
従業員数 49人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : ＪＲ・阪神西九条駅より大阪市営バス常吉１丁目西徒歩２分

求人番号27070- 929781
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

10 ＣＡＤトレーサー

11 防水工

12 鋳物製造全般及び鋳物仕上工

＊ＣＡＤによるトレース及び関連業務（Ａｕｔ
ｏＣＡＤ） ＊当社は東京機器（株）（油圧機
器、装置、電機卸 本社：東京都中央区）
の関連会社で連結１８億円

建設現場にて防水工事の作業をします ★
事業内容★ 関西地区中心にビルやマンショ
ン、高速道路、トンネルなどの防水工事をし
ています。 ☆会社の特長☆ 当社は２９年７
月設立の会社です。 社員全員仕事も遊びも
全力です。 どんな方でも働きやすい会社で
す。

鋳物の機械加工 汎用施盤の粗と仕上げ
加工全般 ＊経験不問求人です。お気軽
にお問い合わせください。 ＊ご応募には
ハローワークの紹介状が必要です。
〈〈急募〉〉

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 不問

月給
180,000円～250,000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) 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 123日

月給
160,000円～300,000円
正社員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) 8時00分～17時00分
時間外
(2) 8時30分～17時30分
休日 土日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 108日

月給
180,000円～250,000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～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 105日

日本機器工業 株式会社 大阪事業部

株式会社 響伸工業

株式会社 鈴木合金鋳造所

資本金 1000万円
従業員数 21人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 各線なんば駅下車徒歩３分
求人番号27030- 1644281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

13 金属の仕上・検査工

資本金 100万円
従業員数 3人
就業場所 : 福島区
最寄駅 :
求人番号27020- 2729081
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 1100万円
従業員数 8人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ東海道線塚本駅から徒歩１５分
求人番号27060- 1448381
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

14 洗浄管理専任者（契約社員・大阪市北区）

15 留学生スタッフのトレーナー、労務管理（中央区農人橋）

病院給食の食器洗浄の管理など ・シフト
の作成 ・食器洗浄 ・洗浄管理等 ・食数患
者食 朝食・昼食・夕食各５００食

ホテル客室清掃、留学生スタッフのトレーナー及び労
務管理の業務です。 留学生スタッフとのコミュニ
ケーションができる方（日本語、ベトナム語での会話
ができ、文字が理解できる方） パソコン（エクセル、
ワードができる方） 【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。

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
186,820円～215,020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30万円～50万円
勤務時間 (1) 8時00分～16時45分
時間外
5時間
休日 日他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

月額(日給)
173,600円～184,450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) 7時00分～16時00分
時間外
(2)12時00分～21時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

月給
160,000円～180,000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～17時00分
時間外
1時間
週休２日制 毎 週
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

株式会社 ニチダン

株式会社 日本ネットワークサービス

溶接加工品の仕上・塗装・検査 ・電動エ
アー工具を使用し、立っての作業となりま
すので体力を要します。 ＊未経験の方歓
迎

資本金 1000万円
従業員数 22人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ塚本線御幣島駅下車徒歩１５分
求人番号27020- 2671281
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 2200万円
従業員数 2,500人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ環状線天満駅下車徒歩５分
求人番号27040- 1242381
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 6000万円
従業員数 480人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄「谷町４丁目駅」下車徒歩１分
求人番号28010- 1202181
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

2018/1/11

16 保険業務（コールセンター）／近畿支店

17 企画設計

18 一般事務（契約社員） ＊＊急募＊＊

保険業務（コールセンター） ※本人の希
望により、パート労働者として採用も可。
その場合、９～１８時の間の４時間以上で
相談可能。 （時給は１，０００～１，６００円
となります）

・商業施設等の企画・開発コンセプト立案 ・
プレゼンテーション及びプレゼンテーション
資料作成 （ワード・エクセル・パワーポイント
等） ・メールの送受信、取り込み ・電話、来
客応対他 ※働きながらスキルアップがで
きます。

総務部として事務処理をして頂きます。 （主
な担当業務） 勤怠管理、書類整理・保管、
請求書・伝票入力 ＰＣを使用した社内文書
の入力、事務用品の管理 電話の応対、来
客用の湯茶の接待 採用業務のサポート
＊＊＊急募＊＊＊

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 高卒以上

月額(時給) 160,000円～256,000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
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

月給 180,000円～180,000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
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外

休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

月給 240,000円～270,000円
正社員以外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 120日

アニコム損害保険 株式会社

有限会社 マツモトクリエイト

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 505000万円
従業員数 571人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 京橋駅下車徒歩５分

求人番号13080- 3505581
1月10日受理求人

資本金 300万円
従業員数 6人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄淀屋橋駅下車徒歩１分

求人番号27010- 3638681

1月11日現在の応募者数0人 1月10日受理求人

週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 105日

資本金 36000万円
従業員数 94人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄・阪急中津駅下車徒歩３分

求人番号27020- 2848281

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

19 販売（大阪市北区）【急募】

20 販売員（大丸梅田店）

21 食品の調理・販売・店舗管理（大阪府）

＊販売（大阪市北区） ＊阪急百貨店うめ
だ本店地下２階「黒門三平」店舗 にて、対
面販売、レジ対応、商品陳列、 魚卵の小
分けパック詰め作業 ※スタッフ一同、笑
顔で接客しております。 【急募】

◎大丸・大阪梅田店内の当社販売コーナー
で、唐芋（さつまいも）レアケーキ等のお菓
子販売及び店舗管理のお仕事です。 ◆事
業所の情報については、ホームページがイ
ンターネットで公開されています。ぜひご覧く
ださい。 ☆★急募求人★☆

●惣菜売り場の調理加工・販売・店舗運営
をお願いいたします。 ＊大阪府内の当社５
店舗のうちいずれかの配属となります。 ＊
配属先については応相談 ・「事業所情報表
示」ボタンをクリックしてください。事業所の
パンフレットや写真等をご覧いただけます。

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 200,000円～200,000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 あり
勤務時間 (1) 8時00分～16時00分
時間外
(2)10時00分～18時00分
30時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 72日

月額(時給) 165,600円～180,000円
正社員以外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 (1) 9時00分～18時30分
時間外
(2)11時30分～21時00分
5時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 95日

月給 220,000円～295,000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2回2.50月分
勤務時間 (1) 8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 105日

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 フェスティバロ社

岩田食品 株式会社

資本金 5000万円
従業員数 40人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線梅田駅下車徒歩２分
求人番号27030- 1547881
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

22 事務 パート

資本金 5000万円
従業員数 150人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号46030- 401981
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 7636万円
従業員数 1,250人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号23060- 581581
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

23 保健福祉業務にかかる簡単な事務 パート

24 【柿安牛めし大丸梅田店】お弁当等の販売 パート

２０１８年４月２日開業予定の 「ホテルオリエンタルエ
クスプレス大阪心斎橋」 のオープニングスタッフを募
集します。 ・売上確認、出納、伝票入力、電話応対、
書類整理などを 行っていただきます。 ・マンツーマン
でお教えします。 ※オープン前にトレーニングを行
いますので、 ２０１８年３月から勤務できる方を募集し
ます。

・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

「柿安牛めし」は、飼育・加工・調理・販売と牛肉のすべてを知
り尽くした老舗「柿安」だからこそできる、牛肉弁当の専門店
です。 定番の「黒毛和牛牛めし」や「牛鍋弁当」から、季節に
合わせた新商品のお弁当やメンチカツ等のお惣菜まで、バラ
エティー豊かな商品をご提供しています。 仕事内容は、お客
様の呼び込み、商品の陳列、レジ、お包みなど。 「この前お
すすめしてくれた新商品美味しかったよ。」などのお言葉を頂
いたり、お客様との会話も楽しめる職場です。

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 不問

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 8時00分～19時00分の間
時間外
の6時間以上
5時間
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4～5日程度

909円～909円
時給
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

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00分～21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日程度

メリケンホテルマネージメント 有限会社

淀川区役所

資本金 300万円
従業員数 400人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄心斎橋駅下車徒歩３分
求人番号28010- 1249481
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0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

株式会社 柿安本店 東京本部
資本金 126900万円
従業員数 5,500人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号13040- 5941581
1月10日受理求人
1月11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 ＰＲスタッフ パート

26 ビューティースタッフ（化粧品販売／大阪市） パート

27 木製玩具の販売・来客受付スタッフ パート

●新規事業立ち上げＰＲスタッフ ●チラ
シ配布 ●電話対応（受信） ●サービス
業全般（ＰＲする対象）

○得意先化粧品店での化粧品販売の 仕
事です。 ○土・日・祝日勤務可能な方

当社「ウッディミュージアム」へ来店いただい
たお客様への海外製木製玩具の商品説明
及び販売など。 また当社へ来社いただいた
お客様をご案内していただく来客対応など
の業務になります。 楽しくて可愛らしい木
製玩具に囲まれた空間で、時間に余裕を
もってお仕事をしていただけます。

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 高校卒以上

資格・経験 不問 学歴 不問

950円～1,500円
時給
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 9時00分～19時00分の間
時間外
の3時間以上
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～5日

980円～1,070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)11時00分～19時00分
時間外
5時間
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

910円～910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～13時30分
時間外
(2)13時30分～18時00分
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週3～4日程度

株式会社 Ｓｔｙｌｅ
資本金 100万円
従業員数 4人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄谷町・堺筋線南森町駅下車徒歩５分
求人番号27130- 680081
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資生堂ジャパン 株式会社
コスメティクスブランド事業本部近畿事業部

株式会社 西尾家具工芸社

資本金 10000万円
従業員数 1,320人
資本金 5000万円
従業員数 91人
就業場所 : 中央区
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄阿波座駅または本町駅下車徒歩６分
最寄駅 : 地下鉄なんば駅下車徒歩５分
求人番号27010- 2965781
求人番号27030- 1464581
1月10日受理求人
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人
1月11日現在の応募者数0人

28 コンシェルジュ（中之島） パート

29 生活サポートスタッフ浪速区 サービス付き高齢者向け住宅 パート

30 駐車場管理（都島区） パート

分譲マンションのコンシェルジェ ・マンションフ
ロントにて共用施設申し込みの受け付け、ク
リーニング、宅急便の受付など ・居住者様との
コミュニケーションを取って頂く事が多くなりま
すので、人と接することが多い仕事です。 ＊
基本的に木曜日、日曜日の勤務です（変更の
場合あり）

・全国１００ケ所以上展開している学研グループの
サービス付き高齢者向け住宅での生活サポート 業
務です。 ・サ高住が初めての方も歓迎です。 ・ご入
居者の誘導、簡単な介助、食事の配下膳 環境整
備、巡回などを担当いただきます。 ・介護資格の無
い方もマニュアル、研修等完備しています。 ・総戸数
２０５戸で、ご入居者の平均介護度２．１、 平均年齢
８４歳です

駐車場の管理業務全般 ・接客対応（あい
さつ程度） ・場内清掃 ・車輌誘導 ※金銭
の取り扱いは一切ありません。 ※有給休
暇は必ず消化してもらっています。

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

930円～980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)16時00分～21時00分
時間外
(2)15時00分～21時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2日程度

909円～1,009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 (1) 8時30分～17時30分
時間外
(2)10時00分～19時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日以上

950円～950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 (1) 7時00分～11時00分
時間外
(2)11時00分～17時00分
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週4日

株式会社 学研ココファン 関西本部

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 アスク大阪
資本金 1000万円
従業員数 1,800人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄四つ橋線肥後橋駅下車徒歩７分
求人番号27020- 2794081
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 9000万円
従業員数 3,000人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 地下鉄千日前線桜川駅下車徒歩５分
求人番号27040- 1454581
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 910人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ東西線大阪城北詰駅下車徒歩２分
求人番号27010- 3862881
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

31 マンション管理員（大阪市淀川区） パート

32 看護助手＊＊急募＊＊ パート

33 生活介護職員 パート

日常清掃 立会業務 受付業務 ★事業
内容★ マンション管理業、建設業、不動
産業。 ☆会社の特長☆ 母体は（株）大倉
マンション管理のため収入は安定。毎年
確実に増益。

病院でのヘルパー業務 身体介助（入浴、
食事、排泄、着替え） ベットまわりの環境
整備 ＊＊急募＊＊

障がい者さまの日中支援 ※新規事業と
して３月１日開設予定

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

910円～910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～15時00分
時間外

1,000円～1,000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 (1) 8時45分～17時15分
時間外

休日 月水土日祝他 週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3日

休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～4日程度

950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 9時00分～18時00分の間
時間外
の3時間以上
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週1日以上

オークラハウジング 株式会社

医療法人 真心会 真心会病院

ＮＰＯ法人 ＭＵＡ 未来

資本金 5000万円
従業員数 500人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線・ＪＲ線新大阪駅下車徒歩１４分

求人番号27020- 2780581
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

資本金 16700万円
従業員数 200人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 京阪電鉄・森小路駅から、地下鉄谷町線・関目高殿駅から徒歩８分

求人番号27020- 2824181
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人

従業員数 1人
就業場所 : 此花区
最寄駅 :
求人番号27020- 2693481
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数1人

2018/1/11

34 洗い場 パート

35 プリント基板の組立・検査 パート

36 紙器仕上げ作業 パート

ランチタイムの洗い場 ★事業内容★ 本
格中国料理レス卜ラン ☆会社の特長☆
本格中国料理で人気の店 平成２８年に新
規出店予定しているため、新しい戦力を
募集しています。

＊はんだ付け作業（細かい作業が好きな
方） ＊電子機器の検査・組立（モノづくり
業務） ＊その他モノづくりに興味のある方

・木型で打抜いた商品と不用な部分をか
なづちを使って 分ける作業 ・枚数を確認
して専用ケースに梱包する作業 ・立ち作
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

930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)11時00分～15時00分
時間外
(2)10時00分～15時00分
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3～6日程度

910円～1,200円
時給
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 9時00分～18時00分の間
時間外
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3～5日

950円～1,000円
時給
パート労働者1人募集
年齢:不問
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分

株式会社 コーシン

株式会社 トータス

資本金 300万円
従業員数 9人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋線・中央線堺筋本町駅より徒歩１分

求人番号27010- 3628081
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数1人

交通費 なし
賞与 なし
時間外

週休２日制 毎 週
休日 土祝他
週所定労働日数 週5日

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 2300万円
従業員数 48人
資本金 1000万円
従業員数 21人
就業場所 : 西淀川区
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄中央線・谷町線谷町四丁目駅下車徒歩３分
最寄駅 :
求人番号27020- 2677581
求人番号27010- 3791281
1月10日受理求人
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人
1月11日現在の応募者数0人

37 値札付け及び出荷作業 パート

38 製造部員 パート

39 エプロン・ホームウェア出荷作業 パート

≪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。

工業用ブラシ等の製造 ※未経験からス
タートできます。 ※座り仕事で、手仕事に
なります。

＊値札付け、袋詰作業 ★事業内容★ 繊
維製品の製造販売 ☆会社の特長☆ ハン
カチーフ、エプロン、ホームウェア、バッグ
等を製造し、卸問屋、全国有名百貨店、
量販店、専門店に販売しています。

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

909円～950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～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

909円～909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00分
時間外
(2) 9時10分～15時00分
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

909円～909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～16時00分
時間外

日本ユニット 株式会社 大阪営業所

株式会社 サロンジェ 大阪店

シルバーニット 株式会社
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

40 倉庫業務（福島区福島） パート

倉庫内軽作業 荷受、検品、入出庫、梱
包、出荷 その他倉庫業務に付随する作
業

資格・経験 不問 学歴 不問

920円～920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15分
時間外
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

求人者の希望により事業所名は非公開です
資本金 3000万円
従業員数 47人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ新福島下車徒歩５分
求人番号27020- 2616681
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4日程度

資本金 5000万円
従業員数 85人
資本金 8600万円
従業員数 180人
就業場所 : 西淀川区
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四つ橋線本町駅下車２８番出口徒歩３分
最寄駅 :
求人番号27020- 2721681
求人番号27030- 1542681
1月10日受理求人
1月10日受理求人
1月11日現在の応募者数0人
1月11日現在の応募者数0人

