1月9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9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1345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673件

うちパート求人は 560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。
1 一般事務

※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。

2 一般事務

3 一般事務

◇弁護士業務補助 ・来客・電話対応 ・スケ
ジュール管理 ・裁判所・銀行・郵便局等への
外出 ・提出書類作成の補助 ☆気配りや心
遣いが必要な仕事です。 法律事務所等の
勤務が未経験の方も歓迎します。 丁寧に指
導しますので、安心してご応募ください。

書類の整理 事務用品の管理 電話応対
印紙の購入 請求書の作成

データ入力・確認業務です。 ＪＲ西日本
フードサービス等の ショッピングサイトの
データ入力です。 エクセルとインターネッ
トを使用した作業ですので、 初心者の方
でも安心です。

資格・経験 ＰＣの基本操作のできる方

資格・経験

170,000円～200,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:30歳以下
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
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

180,000円～180,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:50歳以下
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
年間休日数 120日

200,000円～350,000円
月給
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1回2.00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
年間休日数 124日

求人者の希望により事業所名は非公開です

あらたリーガルオフィス

株式会社 Ｃｙｕｊｏ

従業員数 8人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄・京阪北浜駅下車徒歩１分
求人番号27010- 2800881
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

簡単なパソコン操作（ワード・エクセ
ル）

従業員数 6人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 天満橋駅下車徒歩１～２分
求人番号27010- 2705281
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

資格・経験 不 問

資本金 1000万円
従業員数 13人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 淀屋橋駅下車徒歩１分
求人番号27010- 2842281
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数3人

4 学校事務（総務課長候補） ＊急募＊

5 一般事務職

6 予約センターオペレーター

法人本部での事務管理職として従事して
頂きます。 ＊学校運営に関する総務業務
全般 （決裁書類の管理、労務関係、補助
金申請関係など）

一般事務 ＜具体的には＞ 書類作成、電
話対応、来客対応 経理、請求業務他事務
全般

［予約センターオペレーター］ 占いの館「千
里眼」の予約受付業務です。 電話やメー
ルでの予約をパソコンに入力するお仕事
です。 ・電話、メールの対応 ・パソコン入
力業務 ・その他付随する業務

資格・経験

学校法人総務経験者 簿記３級あれば
尚良し

資格・経験

事務経験 基本的なＰＣスキル（Ｅｘｃｅ
ｌ、Ｗｏｒｄ）

資格・経験 キーボード入力程度

350,000円～350,000円
年俸（月額）
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～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 116日

210,000円～210,000円
月給
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30分～18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 120日

200,000円～220,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:18歳以上
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
(2)13時30分～22時30分
週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 105日

学校法人 平成医療学園

株式会社 エヌ・クリエイション

株式会社 千里眼

従業員数 213人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄中津駅下車徒歩７分
求人番号27020- 2099181
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

資本金 200万円
従業員数 3人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅・ＪＲ福島駅下車徒歩７分
求人番号27020- 2105381
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数4人

資本金 500万円
従業員数 27人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線なんば駅下車徒歩５分
求人番号27030- 1136081
1月9日受理求人
1月9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 事務全般／社会保険労務士業の補助業務

8 一般事務

9 学校事務（経理）＊急募＊

【事務全般】 ・社内の事務に関する業務全般 ・電話
対応業務 ・案件に関する進捗管理業務 ・助成金に
関する書類作成 ・就業規則、諸規定など各種書類作
成 ・労働保険、社会保険に関する書類作成 【顧客対
応の補助】 ・既存顧客への制度説明案内 ・必要書類
の説明案内 ・既存顧客からの問い合わせ対応

電話受付対応 パソコン入力 帳簿作成 ★
事業内容★ 業務用食材の宅配。１２０３－
００１００２－２ ☆会社の特長☆ 家庭用夕
食材料宅配の最大手。食品全般を中心と
した販売及び、カット野菜の製造等堅実な
経営を行っている。

法人本部経理課で経理業務全般を行って
いただきます。 伝票起票、請求書等の
ファイリング 会計ソフト（グレープシティ、
レーザーシステム）入力 パソコン操作可
能な方（ワード、エクセル）

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験

200,000円～280,000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 なし
勤務時間 (1) 9時30分～18時30分
時間外
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

180,000円～215,000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 年2回
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 121日

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2.86月分
勤務時間 (1)10時00分～18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 116日

株式会社 グロウライフ

タイヘイ株式会社関西営業所

学校法人 平成医療学園

資本金 300万円
従業員数 4人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄本町駅下車徒歩２分
求人番号27030- 1138681
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数3人

資本金 6000万円
従業員数 2,200人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄西中島南方駅・阪急南方駅下車徒歩５分

求人番号27060- 1288181
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

学校事務経験あれば尚よし 簿記３
級
170,200円～180,000円
月給

従業員数 213人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄中津駅下車徒歩７分
求人番号27020- 2094581
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

10 経理・総務

11 経理総務アシスタント

12 経理・総務事務≪急募≫

大阪オフィス事務統括センターとして 経
理（売上給与等の管理・計算・社保関連
等） 総務（契約書作成等備品管理）

＊当社管理本部にて ・入力業務（当社独自
システム等） ・売掛金、買掛金照合業務（エ
クセル使用） ・伝票整理 ・諸雑務 ・電話、来
客応対等 入力、諸雑務、電話・来客応対が
多めです。 基本的なことから少しずつ業務を
お任せします。

総務部に所属し、経理・総務業務を行って
いただきます。 （主な担当業務） ・現金出
納、伝票起票 ・納品書、請求書発送 ・会
計ソフト（弥生会計）入出力 ・事務備品管
理 ・伝票起票 ・その他庶務事項

・事務経験者 ・ＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒ

エクセル（簡単な関数）・ ワード（差し込み印刷）操作可能な方
日商簿記３級もしくは同等の経理知識をお持ちの方

経理・総務業務経験者 簿記３級以
上
200,000円～230,000円
月給

資格・経験 ｄ）の基本スキル

資格・経験

200,000円～220,000円
月給
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) 9時00分～18時00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 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1.50月分1万円～
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
10時間
休日 土日
週休２日制 毎 週
年間休日数 105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4.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45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 123日

株式会社 エイジェック 大阪オフィス

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 メタルカット

資本金 1000万円
従業員数 13,700人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 2163081
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

資本金 3000万円
従業員数 236人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄心斎橋駅下車徒歩５分
求人番号27030- 1175781
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

資格・経験

資本金 9500万円
従業員数 60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５分
求人番号27060- 1286881
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数4人

13 営業事務（建設・土木資材関連品）／大阪市

14 営業事務・経理事務

15 大阪営業所における出荷業務

営業事務全般で、取引先からの電話また
はＦＡＸでの受注、仕入先への発注業務が
主になり、弊社物流倉庫および営業倉庫
への商品出荷指示、その他一般的な内勤
事務の仕事になります。

・営業事務 販売管理事務ソフトを使用し、
伝票入力、作成 ・経理事務 経理ソフトを
使用し、入力 ・総務的な仕事

・加工冷凍食品の管理、物流に係る一切
の業務 ・１個あたり５～１０ｋｇ程度の入出
庫 ・在庫管理等 ※応募希望の方はハ
ローワークより『紹介状』の交付を受けてく
ださい。

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 （ワード、エクセル等）

資格・経験 ば尚良い

188,000円～228,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回4.70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
週休２日制 毎 週
年間休日数 119日

210,000円～240,000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
勤務時間 (1) 9時00分～18時00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 120日

187,700円～255,600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5.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時45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 106日

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

ジーエフシー 株式会社

資本金 10000万円
従業員数 105人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 中央線阿波座駅下車徒歩３分
求人番号13010- 2446281
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

簿記３級程度の知識 パソコン操作

資本金 4536万円
従業員数 36人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急京都線南方駅より徒歩５分
求人番号27060- 1188781
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数17人

普免（ＡＴ限定可） フォークリフトあれ

資本金 234402万円
従業員数 242人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号21010- 1723481
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0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 営業事務 ＊＊急募＊＊

17 営業事務・貿易事務（一般事務含）【面接会専用求人】

18 携帯電話ショップでの携帯電話の販売【大阪市】◆急募！！◆

・事務的な仕事として、データ入力及び
チェック等 ・受発注業務、電話応対、伝票
処理 ・庶務、雑務 ＊＊＊急募＊＊＊

営業のアシスタントとして事務処理を担当して頂きます。 ＊
受注伝票作成・倉庫への連絡・請求書作成・発送および 経
費請求書のチェック・提携工場への発注など ＊電話対応・来
客対応 ＊提携工場への発注・受注・請求書作成は専用の シ
ステムを使います。専用システムへの入力は 複雑ではあり
ません。丁寧にお教えします。 ・パソコン操作（タッチタイピン
グができる方） ・イラストレーター実務経験がある方は優遇

携帯電話の接客、販売 ＊ワークライフバランスを重視する会
社です※残業ほぼ無し ＊業務中は、スーツ着用となります。
＊「夕活」と称し、一人月２回１７：００終業（時短）を 実施。地
域や学校行事等の休みも相談に応じます。 ＊平成２７年度
京都府「ワークライフバランス認証企業」 京都府「職場環境づ
くり部門」表彰 京都市「市長賞」受賞（平成２７年１２月） ＊
「若者応援宣言企業」 ＊ハローワーク内の求人情報提供パ
ソコン及びポータルサイトに企業ＰＲシートを掲載しています。

資格・経験 パソコン操作

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

月給 173,000円～188,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 あり
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
年間休日数 124日

月給 180,000円～230,000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
5時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日

月給 225,500円～305,500円
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:34歳以下
賞与 年2回5.00月分
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外
1時間
週休２日制 隔 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

丸紅木材 株式会社

日栄無線 株式会社

資本金 2000万円
従業員数 55人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 下車徒歩分

資本金 9280万円
従業員数 28人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄長堀橋駅下車徒歩１分

求人番号27030- 1121981

求人番号27020- 2168481
1月9日受理求人

1月9日現在の応募者数2人

1月9日受理求人

1月9日現在の応募者数1人

資本金 1000万円
従業員数 30人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 地下鉄恵比寿町駅下車徒歩７分

求人番号26030- 648381
1月9日受理求人

1月9日現在の応募者数0人

19 営業職（大阪）

20 営業員（関西地区）

21 営業職（電子部品）／大阪市

◆スーパーやドラッグストア等、自社ブラン
ド製品（歯ブラシ・プラスチック製の家庭用
品・日用品等）を取引き頂いてる企業様へ
の訪問 ◆取引先のニーズに合った商品
の提案

高速道路利用時に当組合の発行するＥＴ
Ｃカードを利用してくれる組合員（法人）の
募集活動（新規開拓中心） 自家用車によ
る営業活動（自宅が拠点） ＊毎日、日報
をＦＡＸ又はメールにて提出

・大手電機メーカー含めた得意先へ電子部
品を提案販売 します。 （基本的にはルート
セールスです。飛び込み営業はありません）
・営業車などで客先訪問。ｉＰｈｏｎｅ貸与。 ・
入社後先輩社員同行で丁寧に教えますので
未経験者歓迎。

資格・経験

＊基本的なＰＣ操作ができる方 普免
（ＡＴ限定可）

資格・経験

・営業経験のある方・パソコン操作が
可能な方 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

パソコン基本操作（ワード・エクセル）
普免（ＡＴ限定可）

月給 261,700円～370,800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5.90月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時40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 334,000円～350,000円
正社員1人募集
交通費 なし
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 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

月給 217,000円～382,500円
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3.30月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 124日

エビス 株式会社

エス・バイ・エス事業協同組合

フルタカ電気株式会社

資本金 10000万円
従業員数 230人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅１３番出口徒歩１分・本町駅７番出口徒歩７分

求人番号29050- 314281
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

従業員数 19人
就業場所 : 都島区
最寄駅 :
求人番号01010- 817881
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

資本金 35000万円
従業員数 97人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ新大阪駅歩１０分、市営地下鉄御堂筋線西中島南方駅歩５分

求人番号13010- 2441981
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

22 【急募】外商／大阪市中央区

23 営業

24 製造職（西淀川区）

ア）高知県産品の関西・中部圏の小売業、卸
売業への 仲介・斡旋 イ）関西・中部圏の小
売店、卸売業のバイヤー等を対象とし た商
談会や試食会等の開催 ウ）関西・中部圏等
で開催される展示商談会や百貨店・量販店
等が開催する高知フェア等への出展支援

当社取扱い商品のルート営業を行ってい
ただきます。 出張あり（交通費実費支給、
その他出張手当あり） 社用車あり ※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。

化学原料のブレンド 化学原料の反応 １８
リットル缶、ドラム缶の積み込み

資格・経験 普免（ＡＴ可）

資格・経験 級、フォークリフト，ボイラー技士２級

月給
220,000円～350,000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～18時00分
時間外

月給
173,500円～236,700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5.10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
4時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 115日

資格・経験

・民間企業等において「仕事の内容」に定める業務又はこれらに
類似する業務経験があること ・パソコン（エクセル・ワード等）の
基本的な操作が可能な事 普免（ＡＴ限定可）を取得しており、実
際に運転できること

月給
230,000円～287,500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3.99月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時15分
時間外
20時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日

一般財団法人 高知県地産外商公社
従業員数 70人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 堺筋本町駅／本町駅徒歩５分
求人番号13010- 2125381
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数4人

休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 112日

中部流通 株式会社
資本金 5200万円
従業員数 35人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ新大阪駅下車徒歩５分
求人番号21030- 519181
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数4人

化学製品製造経験 【必須】危険物乙種４

大同物産 株式会社
資本金 1000万円
従業員数 6人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線御幣島駅下車徒歩７分
求人番号27020- 2340681
1月9日受理求人
1月9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
25 商品入出庫及び整理

電話 06-6344-8609 42＃ハローワーク梅田まで！

26 嘱託／法人営業／ＬＡＢＩ１なんば／０３６６※急募

27 行政事務 パート

≪商品入出庫及び整理≫ 倉庫の整理、
商品の入出庫 品出し、稀に重量物あり ２
０ｋｇ～３０ｋｇ１カートン単位 ※１年から２
年後に営業職への登用もあります。 （本
人の希望によります）

官公庁・法人企業などの営業対応となりま
す。 （主にオフィス事務機器、ＩＴ関連商
品、家電商品の販売、 提案等を行って頂
きます。） 見積もり作成、商品のお届け等
も含め対応して頂きます。 ※営業経験者
歓迎致します。

・消費税の転嫁拒否等に関する調査（立入検査を含
む）、 調査結果の取りまとめ、調査報告書の作成等。
・調査票のデータ入力、集計結果の分析等 ・消費税
転嫁対策特別措置法の相談に関する業務 ・その他、
消費税転嫁対策特別措置法に関連する業務 ・国家
公務員法に基づく再就職制限、兼職制限が 適用され
ます。 ・国家公務員法及び独占禁止法に基づく守秘
義務が 課されます。

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 営業経験がある方 普免

資格・経験

月給
190,000円～230,000円
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3.00月分
勤務時間 (1) 9時30分～18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 124日

月給
300,000円～300,000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～18時00分
時間外
5時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 111日

時給
1,560円～1,560円
パート労働者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)10時00分～17時00分
時間外

株式会社 ヤマダ電機

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 ミキヤ
資本金 2000万円
従業員数 13人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄肥後橋駅下車徒歩５分
求人番号27030- 1195081
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

28 債権管理業務 パート
債権回収について、その納付管理業務
（パソコンによる 作業有り）、電話及び本
人宅等を訪問すること等による 催告業務
を行う。 その他、職員と協力して実施する
防災に必要な業務で 危機管理室が必要
と認める業務を行う。
平成３０年４月１日時点で、本市又
は金融機関等において 債権回収管
時給
1,400円～1,400円

資本金 7100000万円
従業員数 18,451人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号10020- 798781
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

法務、税務、中小企業経営、流通業又はこれらに関連する分野
において、相当の実務経験を有し、ＯＡスキル（ワード・エクセル
等のワープロ、表計算等）を有する方（性別・年齢不問）

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 834人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線谷町四丁目駅下車徒歩２分
求人番号27010- 2518781
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

29 テレアポ パート

30 接スタッフ パート

テレアポ ・営業先への人材紹介のテレア
ポ業務

接客、商品整理など付帯する作業等 ★事業内容★ 関
西圏を中心に貸衣装ブランド「京都さがの館」を展開。卒
業式袴レンタル、振袖レンタル及び販売。関西圏におけ
る大学約１００校を対象に成人式用振袖、卒業式用袴レ
ンタルの業務を展開している ☆会社の特長☆ 「京都さ
がの館」ブランドをご利用いただくお客様に「楽しみ」「喜
び」「満足」をプロデュースし、一生に一度のライフイベン
トに数多く携われることのできる企業です。

資格・経験

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

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45分
時間外

時給
1,100円～1,200円
パート労働者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)11時00分～16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5日

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3日程度

時給
909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:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)11時00分～18時00分
時間外
(2)13時00分～19時00分
週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週3～4日

大阪市 危機管理室

株式会社 アルバイトナビ

求人者の希望により事業所名は非公開です

従業員数 41,219人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄・京阪淀屋橋駅下車徒歩２分
求人番号27020- 2085681
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

資本金 1304万円
従業員数 8人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄西中島南方駅、阪急南方駅下車徒歩３分

求人番号27060- 1231981
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

資本金 1000万円
従業員数 60人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 各線・梅田駅／ＪＲ・大阪駅下車徒歩３分
求人番号26010- 1659881
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

32 軽作業 パート

33 食品製造加工 パート

油脂の小分け作業の補助です。 小分け
機械から造った商品をラベルはりや 在庫
置き場に搬入して下さい。

作業・削り節の製造加工・袋詰め作業・荷出
し荷作り ★事業内容★ 鰹削り節の製造及
び業務用和食食材の卸売業 ☆会社の特長
☆ 幾多の不況の中、創業以来６０年順調に
業績を伸ばし、今後も安定した発展が期待で
き、大きな会社にない明るく家庭的な雰囲気
が自慢です。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給
950円～1,350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～18時00分
時間外

時給
1,100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 なし
勤務時間 (1)13時00分～16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2～5日程度

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

時給
910円～970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15万円～20万円
勤務時間 (1) 8時30分～12時00分
時間外
(2)13時00分～17時00分
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週4～5日程度

株式会社 ユニバーサル建設

山桂産業 株式会社

有限会社 徳 島 屋

31 ＣＡＤオペレーター兼事務対応 （未経験歓迎） パート

・当社各支店に関する事務業務全般 （契約書、工事
書類作成、業者との連絡、取り次ぎ、 請求作成、入
力など）を行って頂きます。 ・ＣＡＤオペ業務について
はＡＵＴＯ又はＪＷＣＡＤを 用いて図面修正や作図補
助を実施。 ＣＡＤ未経験でも、入社時の研修ならびに
ＯＪＴにて 修得できますので、ご応募下さい。
資格・経験

入力程度の簡単なＰＣ操作（ＷＯＲＤ、
ＥＸＣＥＬ）

資本金 2000万円
従業員数 209人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄中央線・御堂筋線・四つ橋線本町駅下車徒歩５分

求人番号27010- 2876881
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 2000万円
従業員数 9人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 北浜駅５番出口より徒歩１分
求人番号27010- 2451681
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 3000万円
従業員数 27人
就業場所 : 福島区
最寄駅 :
求人番号27020- 2110281
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

HP

