1月9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9日受理の梅田周辺の

求人数は1345件！

うち正社員求人は673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 560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 清掃責任者候補

2 プリント基板のパターン設計

3 事務全般／社会保険労務士業の補助業務

〈清掃責任者候補〉 ・将来、当社得意先において
スタッフの指導、管理、 お客様対応を行う清掃責
任者になって頂ける方を 募集します。 ・研修スケ
ジュール まず、複数の当社得意先で責任者に必
要なスキルを学んで 頂きます。（１ヶ所：６ヶ月程
度） ・スキル習得後、適性をみて配属先を決定し
ます。

ＣＡＤを使ったプリント基板のパターン設
計 （ＣＡＤは、パッツ又はアレグロでの設
計経験があれば 尚良し） ◇電子回路
設計のご経験のある方、スキルのある方
は賃金等を考慮致します。

【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

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
180,000円～180,000円
正社員3人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 7時00分～16時00分
時間外
30時間
休日 他
週休２日制 隔 週
年間休日数 77日

月給
200,000円～400,000円
正社員3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) 9時00分～18時00分
時間外
(2)10時00分～15時00分
25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～280,000円
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

株式会社 日経サービス

株式会社 トータス

株式会社 グロウライフ

資本金 8800万円
従業員数 1,550人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄長堀橋駅下車徒歩３分
求人番号27030- 1379781
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 2300万円
従業員数 48人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 :
求人番号27020- 2310481
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 120日

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

4 介護事務

5 採用戦略室スタッフ【地域限定正社員】

6 一般事務

※本部事務局にて、介護事務および福祉
用具の受注発注等 をしていただきます。
＊福祉用具の受注・発注 ＊利用契約書
の作成・管理 ＊個人ファイルの管理 ＊介
護レセプト（請求）業務 ＊電話対応

新卒採用及び、中途採用に関わる業務全般 ・保育
士養成学校への訪問及び、企業説明会の実施 ・自
治体及び、企業主催の就職イベントへの参加 ・求人
サイト及び、新聞折込広告等の求人媒体掲載等 ・採
用面接の実施等 ・人材紹介会社への求人依頼及び
折衝など ※アートチャイルドケアは、アート引越セン
ターのグループ企業です。

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。

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
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

月給
230,000円～230,000円
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00分～18時00分
時間外
10時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 112日

月給
180,000円～215,000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
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 121日

アートチャイルドケア 株式会社

タイヘイ株式会社関西営業所

休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 107日

ＮＰＯ法人 れんげメディカルグループ
従業員数 78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- 1355281
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 5000万円
従業員数 2,000人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線西中島南方駅下車徒歩２分
求人番号13040- 4254581
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0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

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 経理事務スタッフ（中央区）

8 営業

9 看護助手

売上管理、仕入棚卸管理、経費請求管理、支払い業
務 買掛・売掛管理、小口現金などについて、Ｅｘｃｅｌ
や 専用ソフトを用いて入力作業を行って頂きます。
経理初心者の方は初めは、 売上や小口現金など簡
単な業務から覚えて頂きます。 経験者の方は、 面
談等でこれまでの経験をもとに業務を決めていきた
い と思います。

＊３ＤのＶＲ（バーチャルリアリティ）による
映像革命を市場にお届けし、維新を担う。
※パソコンで簡単な文章や表を作成でき
る方を希望します。

＊メンタルケアに関する書類整理・看護師
のサポート データ作成、事務作業。 ＊外
部事業所との連携。 ＊一般事務作業。

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

月給
200,000円～200,000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～18時00分
時間外

月給
175,000円～220,000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～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 土日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 112日

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120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

資本金 38153万円
従業員数 316人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩３分
求人番号27010- 2799081
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

資本金 700万円
従業員数 7人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄本町駅下車２４番出口徒歩２分
求人番号27030- 1405981
1月9日受理求人
1月9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

医療法人 蓮華友愛会
資本金 4814万円
従業員数 90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- 1364181
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

10 看護助手

11 ポスター・ポスターパネルの印刷・制作

12 事務全般

＊看護助手 ＊透析室での看護助手等
＊学歴・経験・免許・資格は問いません。
まずはお問い合わせください。 ＊阪神九
条駅２番出口直結のクリニックです。

「ビジプリサービス」を運営している会社です。 （「ビジプリ」で
検索して下さい。） ポスター・ポスターパネルの印刷・制作・販
売を行っています。 電話対応（問合せ、注文）、受注処理（電
話・メール）、 伝票作成（Ｅｘｃｅｌフォームへ入力）、 印刷デー
タ作成（イラストレーター）、印刷処理、制作（ポスターのカッ
ト、パネルへの貼付）、商品梱包、出荷管理、客先や運送業
者への納品 ※未経験歓迎！ＯＪＴにより丁寧に指導します。

・ワード・エクセルにて資料の作成 ・メール
の送受信・取り込み ・電話・来客応対他 ・経
理、総務事務補助 （経理精算、会計ソフト入
力、売上管理、 役員出張時の手配等） ※弥
生会計を使用 ・第二種金融商品取引業で
の実務経験者歓迎

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

年俸（月額）
192,000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 なし
勤務時間 (1) 7時30分～18時20分
時間外
(2) 7時30分～15時00分
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 126日

月給
248,000円～248,000円
正社員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)10時00分～19時00分
時間外
20時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 121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
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 120日

医療法人 佐々木会 佐々木内科クリニック

求人者の希望により事業所名は非公開です

有限会社 マツモトクリエイト

従業員数 46人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄中央線・阪神なんば線九条駅下車徒歩５分

求人番号27030- 1321181
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 3500万円
従業員数 10人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 堺筋線恵美須町駅徒歩６分、近鉄線日本橋駅徒歩２０分

求人番号27030- 1130581
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0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- 2580681
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

13 営業事務、一般事務

14 一般事務補助（大阪市北区）

15 和装・和装小物の店頭販売及び営業

商品の受発注業務（専用システムを使ったパソコ
ン入力） 電話対応、受付対応、来客の対応 特別
なスキルは要りません 丁寧に教えていきますの
で気軽にご応募ください 入社時に本社（岐阜県多
治見市）にて１～２週間の研修あり ※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。

建築指導行政事務の補助業務 ・公文書
の仕分け整理、コピー ・文書、新聞、書類
の集配及び整理 ・来客の案内、湯茶の接
待

・和装・和装小物の接客販売 ・展示会で
の接客販売 ・お客様への納品 ・顧客へ
の営業活動 ＊和装関連の接客経験あ
れば尚可 ＊和裁、着付け等の資格等あ
れば尚可

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
170,000円～210,000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2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

月額(日給)
141,000円～141,000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～17時30分
時間外

休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 112日

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

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)10時00分～19時00分
時間外
(2)10時00分～20時00分
5時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 107日

中部流通 株式会社

大阪市都市計画局

求人者の希望により事業所名は非公開です

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- 526281
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

従業員数 250人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 御堂筋線・京阪線淀屋橋駅下車
求人番号27020- 2338281
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

資本金 300万円
従業員数 10人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩５分
求人番号27020- 2171381
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

2018/1/10

16 ファッションアドバイザー（大丸梅田店）

17 ファッションアパレル販売オーダーサロンスタッフ

18 ＣＡＤオペレーター

婦人服の接客・販売 それに伴う付帯業務
★事業内容★ 婦人向プレタポルテ（高級
婦人服）の企画・創作・販売 ☆会社の特
長☆ 妥協のないモノづくりと徹定した実力
主義で高利益率をあげる。安定した経営
体質に対する評価は高い。

勤務場所は百貨店内のオーダーサロンになります。 紳士服
オーダーの販売は一生できる仕事です。一見難しい仕事に
見られますが未経験スタッフも研修を受け多数活躍中です。
より深く学び接客に活かしたい方にとっても、 オンワードの
オーダースーツ事業部門は、本場英・伊・仏・日の有名一流
テーラーとの関わりや、服の歴史や縫製技術など様々な研
修制度があり、本物のプロフェッショナルを目指すことができ
ます。 「あなたの提案したスーツがお客様の人生を変える」

各種建設図面の作成や修正業務を行っ
て頂きます。 ＡＵＴＯ－ＣＡＤを使用して
頂きます ＡＵＴＯ－ＣＡＤ以外の使用経験
がある方もご相談下さい

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(日給) 159,750円～213,000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30分～19時00分
時間外
(2)11時15分～20時45分
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 110日

月給 190,000円～320,000円
正社員以外4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20分
時間外
5時間
(2)11時20分～20時10分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 108日

月給 184,000円～254,000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 なし
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2) 8時30分～17時30分
10時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 125日

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社オンワード樫山 大阪支店

株式会社 エイジェック 大阪オフィス

資本金 500000万円
従業員数 1,500人
就業場所 : 北区
最寄駅 :

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27010- 2830581

求人番号27020- 2126481

資本金 10000万円
従業員数 96人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩１分

求人番号27030- 1207881
1月9日受理求人

1月9日現在の応募者数0人 1月9日受理求人

1月9日現在の応募者数0人 1月9日受理求人

1月9日現在の応募者数0人

19 通販サイト運営スタッフ パート

20 事務 パート

21 事務補助スタッフ パート

通販サイト運営全般 通販サイトでの制作
と販売に携わって頂きます 就業時間９：
３０～１８：３０の間で相談に応じます。 休
憩時間は労働時間によります。

フードサービスの経理・総務補助 ・ポスレ
ジ管理 ・販促事務（ＷＥＢ）

・伝票整理 ・パソコン入力など ・来客応
対 ・車（ＡＴ車）の運転出来る方、優遇

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 高卒以上

時給 950円～1,400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 9時30分～18時30分の間
時間外
の6時間程度
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～4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
(2)10時00分～16時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

時給 909円～909円
パート労働者3人募集
交通費 一定額
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 10時00分～17時00分の間
時間外
の5時間
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 仁和

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 フジオカンパニー

資本金 500万円
従業員数 8人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線日本橋駅下車
求人番号27090- 340381
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 390万円
従業員数 7人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄心斎橋駅下車・長堀橋駅下車徒歩４分
求人番号27030- 1198981
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 90人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄南森町下車徒歩５分
求人番号27020- 2483781
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

22 バレエ・ヨガ教室の企画運営スタッフ パート

23 ブライダル電話・受付（大阪市浪速区） パート

24 受付・医療事務 パート

バレエ・ヨガ教室の運営及び事務スタッフ
の仕事です。 レッスン内容の企画立案
講師との打合せ、連絡 発表会やイベント
の企画運営 受付、接客 ホームページの
更新

・ホテルの中にあるブライダルビューティー
サロンでの 受付業務 ・ご新婦様の予約受
付、ブライダルゲストのヘアメイク・ 着付の
予約 受付、ＴＥＬ応対・来客応対等のお仕事
です。 ・今までの接客・事務経験を活かせ
るお仕事です。

・医療事務 ・受付 ・カルテの出し入れ ★
事業内容★ 一般診療所 ☆会社の特長
☆ 明るい雰囲気の職場です。

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

1,000円～1,300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 9時00分～22時00分の間
時間外
の5時間以上
10時間
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

909円～909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)10時00分～19時00分
時間外
(2)14時00分～19時00分
休日 月火水木金
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週1日以上

910円～1,000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～18時00分
時間外
(2) 9時00分～13時00分
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日程度

株式会社 豊珠

今泉医院

マーティ 株式会社
資本金 1000万円
従業員数 7人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩５分
求人番号27010- 2600181
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 230人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 地下鉄四つ橋線なんば駅下車徒歩１分
求人番号27030- 1354881
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 5人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄北浜・淀屋橋下車徒歩３分
求人番号27010- 2820681
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 電話06-6344-8609 42＃ ハローワーク梅田まで！
25 一般事務、顧客対応、販売補助 パート

26 一般事務 パート

27 伝票入力事務及びギフト関連の軽作業 パート

販売補助、簡単な仕分け作業 パソコン操
作、経理処理等 ★事業内容★ 収集用切手
の販売と買取及び切手オークションの主
催。店舗販売とスタンプショウ等不定期出店
☆会社の特長☆ 業界では創業６８年という
老舗であり、現店主が３代目になります。多
くの切手収集家に支持されております。

・電話応対（少ないですが） ・パソコンの入
力作業 ・事務所のカンタンな掃除 ・経理、
伝票作業手伝い等

・販売ソフト（弥生販売）を使用しての伝票
発行（パソコン使用） ・地方発送商品の送
り状発行 （パソコン使用） ・ギフト商品へ
のラベル貼り ＊長期勤務できる方歓迎
＊親切丁寧に教えます。 ≪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 不問

1,000円～1,100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 10時00分～18時00分の間
時間外
の5時間程度
休日 月日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～4日程度

950円～1,050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～17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日

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～16時00分
時間外
15時間
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

日本フィラテリックセンター

山下電気工業株式会社

山長商店 株式会社

従業員数 2人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 2189381
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

資本金 1500万円
従業員数 9人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ桜ノ宮駅または地下鉄谷町線都島駅下車徒歩５分

求人番号27020- 2563581
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 25人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ加島駅下車徒歩７分
求人番号27060- 1275581
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

28 一般事務 パート

29 一般事務（土木事業部門） パート

30 婦人服の販売（中央区） パート

・電話応対 ・スタッフの手配 ・事務整理 ★事業内容★
大阪市、大阪府・住宅都市整備公団等の諸官庁への公
共事業のうち、空調・給排水設備工事を行う。又、主に市
営住宅の給排水設備緊急補修を担当しています。 ☆会
社の特長☆ 昭和３４年創業以来順調に推移してまいり
ました。当社は、売上を目指さず堅実をモットーに経営し
ています。優良な製品を社会に提供することを目標にし
ております。

・主にパソコンを使ってのデータ入力 ・書
類整理・ファイリング ・電話対応・接客対
応 ・その他付随業務等 ※パソコン操作
に慣れている方、歓迎します。 ※長期で
勤務できる方、歓迎します。

カジュアル～キレイめの婦人服を販売し
ています。 来店されたお客様への接客、
商品の陳列、整理、 清掃をお願いしま
す。 未経験の方も丁寧に指導しますの
で、ご安心して ください。

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

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)13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5日程度

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) 9時00分～15時00分
時間外
(2) 9時30分～15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

910円～1,000円
時給
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 10時00分～21時00分の間
時間外
の5時間以上
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週4日以上

丸 住 株式会社

株式会社 森組

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 7人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : 地下鉄谷町線都島駅から市バス高倉三丁目下車徒歩５分

求人番号27020- 2093981
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

資本金 164000万円
従業員数 368人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋・京阪線淀屋橋駅下車徒歩５分
求人番号27010- 2447781
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 6000万円
従業員数 12人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線なんば駅下車徒歩すぐ分
求人番号27010- 2501881
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

31 ガソリンスタンドスタッフ パート

32 婦人服・雑貨の販売（阪急百貨店／エリザ） パート

33 コンシェルジュ（分譲マンション）中央区 パート

・請求書整備等、簡単な事務 ・電話応対
・スタンド作業等 ＊就業時間は、１日３時
間以上で相談に応じます。 ＊経験、資格
は問いません。

・阪急百貨店内婦人服店におけるブランド
商品の販売 「エリザ」 ・商品の管理、ディ
スプレイの変更 ・店舗のオープン／ク
ローズ準備 ・レジ業務

＊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
付、宅急便受付、クリーニング受渡し。 ・住
居者の方と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、人と接することが好き
な方。 心斎オープニングスタッフ募集

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

970円～1,250円
時給
パート労働者1人募集
交通費 なし
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 7時00分～21時00分の間
時間外
の3時間以上
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

1,100円～1,300円
時給
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30分～18時30分
時間外
(2)11時15分～20時15分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

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 (1)17時00分～22時00分
時間外

丸油産業 株式会社

株式会社 Ｓｔｙｌｅ Ａｇｅｎｔ

資本金 1000万円
従業員数 20人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : ＪＲ環状線大正駅下車徒歩５分
求人番号27030- 1251081
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 600万円
従業員数 150人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅または阪急・阪神梅田駅下車徒歩３分

求人番号28020- 1047681
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週2～6日

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 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋線長堀橋駅下車Ｓ－Ａ出口２分
求人番号27020- 2465581
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

2018/1/10

34 介護ヘルパー パート

35 デイサービス介護職員 パート

36 マンション管理員（大阪市北区）＊＊急募＊＊ パート

介護が必要な方のご自宅へ訪問し，特殊浴槽を持ち
込んで 入浴介助をしていただきます。 ３人１組（看
護師１名・ヘルパー２名）で，訪問するので 経験のな
い方でも安心してお仕事していただけます。 始めの
うちは先輩ヘルパーも同行するので４人１組でまわっ
ていただき，現地においても丁寧に指導させて頂きま
す。

デイサービスでの介助が主な業務です。 ご利用者様とコミュ
ニケーションを取りながら、必要に応じてお食事や入浴の介
助を行います。 定員２９名の施設です。 スタッフ７～８名体制
と、比較的多い人員配置の職場です。 重度の要介護者（要
介護４、５）の方は、１日１～２名様のみで、ほとんどの方があ
る程度自立できる方です。 ですから、介護未経験の方でも、
安心して働ける環境です。 正社員も多く在籍しています。 未
経験の方は、有資格者が丁寧に指導致します。 社員の人数
が多く経験の長い社員から指導を受けられます。

清掃中心のマンション管理員 簡単な報
告・受付業務あり ※業務中に分からない
事があれば何でもお答えします。 ＊未経
験者に応じた充実した研修制度有り ＊
＊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 不問

909円～1,250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～19時00分の間
時間外
の8時間程度
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週1～3日程度

930円～1,110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～17時30分の間
時間外
の6時間以上
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4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～12時00分
時間外

株式会社 プライムサービス

株式会社 ひかり介護サービス

日本住宅サポート株式会社

資本金 1000万円
従業員数 4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- 1151981
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

37 洗い場（北区） パート

資本金 1000万円
従業員数 24人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 2532281
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

週休２日制 な し
休日 日他
週所定労働日数 週6日

資本金 100万円
従業員数 100人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩８分
求人番号27020- 2572481
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

38 食器洗浄作業（西区） パート

39 軽作業（梱包作業） ＊＊急募＊＊ パート

うどん・そば・日本料理の飲食店です。
麺類・和食専門店での洗い場を行ってい
ただきます。 主にお客様が召し上がられ
た食器の皿洗いを 行っていただきます。

・企業の研修宿泊施設内に於ける 食器
洗浄作業 ＊未経験の方大歓迎です 初
めての方でも親切に指導します

・空調設備（冷暖房）も整えています。 ・お子様の行事や急な
病気にも対応しています。 ・ラベル貼りや雑貨類の梱包出荷
作業。 ・通販商品の簡単な梱包作業。・キャンペーン商品・
クッションやケーキ容器等軽い商品の発送業務 ＊フルタイム
勤務・長期勤務大歓迎 ＊１０～ＰＭ～１７時まで勤務大歓迎
＊土曜日一緒に働ける方給与面優遇＊年齢不問、男女が
働きやすい職場環境です。＊働くなら稼がな損！！＊＊＊
急募＊＊＊＊新人スタッフ継続し活躍中！！＊意見を言っ
たり質問しやすく働きやすい職場です。

資格・経験 不問 学歴 高校卒業以上

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 不問

910円～960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～22時00分
時間外

1,100円～1,100円
時給
パート労働者6人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:64歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時00分～12時00分
時間外

909円～1,200円
時給
パート労働者9人募集
交通費 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
(2)13時00分～17時00分
週休２日制 その他
休日 日祝他
週所定労働日数 週2日以上

休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3～4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 10000万円
従業員数 543人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩５分
求人番号27010- 2729781
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週4～5日以内

美素建物管理 株式会社
資本金 1000万円
従業員数 521人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四つ橋線肥後橋駅下車徒歩３分
求人番号27010- 2434681
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

40 洗場係 パート

41 食品製造加工 パート

・機械を使った食器等洗浄 ★事業内容★
事業所の給食・喫茶・レストラン・居酒屋
等の経営 ☆会社の特長☆ 年商１０億以
上の安定企業です。年齢層の厚いとても
明るい働き易い職場です。

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 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

910円～910円
時給
パート労働者2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)10時45分～15時45分
時間外
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4日程度

910円～970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 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
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4～5日程度

シャチフードシステム株式会社（大丸梅田店）

有限会社 徳 島 屋

資本金 3400万円
従業員数 300人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 2111181
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

株式会社 ビジネスジャパン エキスプレス
資本金 5000万円
従業員数 30人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線加島駅下車徒歩７分
求人番号27020- 2251381
1月9日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

