1月5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5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1035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439件

うちパート求人は 473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・庶務

2 自社商品企画開発

3 総務・雑務事務

＜一般事務・庶務＞ ・名刺・消耗品発注
等 ・予算管理・売上管理 ・営業関係書類・
各種報告書類の作成 ・交通費・旅費精算
その他庶務

市場の動向等を精査し，自社製品の企画立案，開発
に 於ける業務全般をお願いします。 案件のスケ
ジュール管理や原価計算，現地工場との 交渉など広
く携われる方。 又、社内関係部署との意見交換を重
ね自社商品開発や 販売戦略に活かせる方。 ＊自
社中国工場への出張あり。 ＊商品開発経験者歓
迎。 ＊英語，中国語を理解できる方歓迎 ※試用期
間３ヶ月あり。

営業部にて顧客対応を担当 主な担当事
務 ・報告書作成及びチェック ・予定表の
作成調整 ・来客対応 パソコンはワード・
エクセル使用

資格・経験 パソコンレベル（無くとも可）

資格・経験

206,500円～254,500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4.70月分
勤務時間 (1) 8時30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

250,000円～450,000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2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
25時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

資格・経験 定型フォームの入力ができる
150,000円～170,000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 なし
勤務時間 (1) 9時00分～17時00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 120日

日本電子 株式会社

多摩電子工業 株式会社 大阪営業所

三宮ビル管理 株式会社

資本金 1003774万円
従業員数 2,976人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ線新大阪駅下車徒歩５分
求人番号13150- 424281
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

ＰＣ基本操作（ワード・エクセル等） 商
品開発経験者

資本金 1000万円
従業員数 90人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ／地下鉄新大阪駅から徒歩７分
求人番号27060- 1115281
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

パソコン操作（ワード・エクセル）を使用して

資本金 1000万円
従業員数 70人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄谷町線南森町駅下車徒歩５分
求人番号27020- 1375181
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数3人

4 一般事務

5 医療事務

6 一般事務【オープニングスタッフ】

電話対応 ファイル整理 エクセル、ワード、
パワーポイント等を用いた資料作成 場合
により、営業事務、会計事務を行っていた
だくことも あります。 今後のキャリアプラン
を踏まえ相談の上、決定します。

本社での医療保険・介護保険の請求事務中
心のお仕事です。 ・クリニック、ケアマネ、役
所の対応 ・請求書作成、発送 ・口座振替手
続き ・パソコン（ワード、エクセル）を使用した
簡単な資料作成 データ入力 ・電話対応、事
務対応など

（主な業務） ＊ＰＣ入力（ワード・エクセル・
社内システム使用） ＊電話対応 ＊来客
対応 ＊郵便で届く応募用紙の仕分け ＊
その他庶務業務

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験

180,000円～250,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

170,000円～250,000円
月給
正社員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

170,000円～170,000円
月給
正社員3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) 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 124日

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
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

株式会社ＭＳＣ

株式会社 グッドツーリスト 大阪支社

資本金 500万円
従業員数 13人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 阪急・地下鉄御堂筋線梅田駅／ＪＲ大阪駅下車徒歩７分

求人番号27020- 1596381
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

資本金 100万円
従業員数 37人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 1532781
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数5人

資本金 2500万円
従業員数 97人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 大阪駅梅田駅下車５分
求人番号27020- 1453881
1月5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 一般事務

8 社会保険労務士補助者

9 一般事務（大阪市北区梅田）

管理部にて、一般事務全般を担当していた
だきます。 （主な担当業務） ・給与計算、勤
怠管理関係 ・見積書、請求関係の書類作成
・事務用品の管理、データ入力、来客対応他
パソコンはワード・エクセルの他、専用ソフト
を使用します 専用ソフトの使用方法は指導
します。

１．給与計算 ２．社会保険・労働保険の手
続 ３．助成金申請の補助業務

・電話対応 ・簡単な経理事務（諸経費の支
払い清算等） ・伝票処理、請求対応 ・社
内システム入力 ・来客対応 ・製品取付日
程の調整

パソコン操作、 ワード・エクセルが使

＊基本的なエクセル・ワード操作、対企業とのＥメールや 電話対
応の実務経験 ＊給与計算事務、社会保険・労働保険手続事務
経験あれば尚良 ＊社会保険労務士有資格者優遇 ＊キャリアコ
ンサルタント（標準レベル以上）資格者優遇

資格・経験

200,000円～200,000円
月給
正社員1人募集
交通費 なし
年齢:不問
賞与 年5万円～10万円
勤務時間 (1) 9時00分～17時45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 125日

200,000円～280,000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2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2) 9時30分～18時30分
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

170,000円～230,000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2回3.00月分
勤務時間 (1) 8時35分～18時00分
時間外
15時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
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

フロネーシス社会保険労務士事務所

株式会社 日本トリム

資本金 3000万円
従業員数 56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- 974181
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

従業員数 26人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 近鉄線大阪上本町駅／地下鉄谷町線谷町九丁目駅徒歩５分

求人番号27030- 1067981
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

資格・経験

パソコン基本操作要 （Ｅｘｃｅｌ，Ｗｏｒｄ）

資格・経験 用できること

資本金 99259万円
従業員数 338人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩３分
求人番号27020- 1333281
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数5人

10 事務職員（北区本社経理部） ＊急募

11 営業・事務（大阪市）

12 西日本営業スタッフ

本社経理部における、決算、予算 （月次
決算、四半期、年度決算） 経理関係デー
タチェック りん議書審査

国・府・県・市町村等関係官庁の訪問及び
情報収集 橋梁、水門等鋼構造物工事及
び土木建築工事の見積、積算業務

切削工具などの商品を扱う提案営業 新
規顧客開拓、ユーザーへの直接営業 販
売店様への営業 ※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。

資格・経験

経理関係資料作成の為、エクセル、ＭＯＳ、ＥＸＣＥＬスペシャリス
トレベル１級以上、関数を使いこなして表計算、経理関係の業
務、仕訳、月次残高管理、現預金出納等 日商簿記２級以上

鋼構造物営業経験者（鋼橋・鉄骨） 普

資格・経験 免（ＡＴ限定不可）

資格・経験 不 問

190,500円～190,500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3.50月分
勤務時間 (1) 9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 121日

230,000円～500,000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 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
20時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 97日

239,600円～351,200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2回
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 土日他
年間休日数 122日

株式会社かんでんジョイライフ

矢田工業 株式会社

株式会社 不二越

資本金 95000万円
従業員数 646人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 大阪市営地下鉄東梅田駅下車徒歩７分
求人番号27020- 1497281
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 8072万円
従業員数 130人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 :
求人番号07040- 378981
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 1607400万円
従業員数 27,000人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号16010- 577781
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

13 営業職（総合職）

14 ヘルパーステーションクオレ酉島サービス提供責任者

15 マックオペレーター

当社は、メーカ―とユーザーを繋ぐパイプ役として豊富な商品
の中から顧客ニーズに合った精密測定機器を提案・販売する
商社です。取扱アイテムには、ノギスやマイクロメータ等の測
定工具から、顕微鏡や三次元測定機等の測定機器まで様々
な製品が有ります。営業は基本的にルートセールスです。お
客様とより良い関係を築くために、外勤・内勤が連携して対応
します。受発注・見積といった業務は、当社システムを使用し
ますので、メール・エクセル・ワードの使用ができれば問題あ
りません。未経験の方も、先輩が指導致しますので、安心し
てご応募ください。

【スタッフの管理】シフト作成、教育など 【身
体介助】更衣手伝い、移乗介助、食事介助、
入浴介助、排泄介助（オムツ交換など） 【生
活援助】清掃、買い物、洗濯、調理など 【そ
の他】担当者会議参加、退院時のカンファレ
ンス参加、その他相談業務、サービス提供
表の作成など

・食品パッケージ（紙カップ、プラカップ、レ
トルト食品）のＤＴＰ作業及びデザイン ・
時々、ルートサービス営業あり

資格・経験 介護福祉士または実務者研修

資格・経験

240,000円～415,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年40万円～150万円
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
8時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

182,180円～222,220円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:64歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時45分
時間外

230,000円～270,000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1.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30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 125日

宇野株式会社

株式会社 クオレ

パソコン操作（エクセル・ワード） 普

資格・経験 免（ＡＴ限定可） ただし、業務に支障

なく運転できる方

資本金 9675万円
従業員数 193人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町六丁目駅下車徒歩５分
求人番号27010- 1956081
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 107日

資本金 3300万円
従業員数 219人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 市営バス乗車「酉島車庫前」下車下車徒歩１分
求人番号27020- 1407081
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

マック、イラストレーター、フォトショップ 出来れば写真製版、印刷
の知識 自動車普通免許（ＡＴ可）

株式会社 アートプレイズ
資本金 1000万円
従業員数 4人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : ＪＲ・地下鉄森ノ宮駅下車徒歩８分
求人番号27010- 2078481
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数3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 シール印刷のオペレーター（中央区）

17 大阪市（大阪支店）／機械器具の修理・保守

18 設計職（営業技術職）

シール印刷のオペレーター ★事業内容
★ ラベル、ステッカーの製造販売 ☆会社
の特長☆ 食品メーカー中心にラベル、ス
テッカーを製造販売しており、今後一層の
発展が期待出来る。

「食」を支える大手厨房機器メーカーのサー
ビスエンジニアです。 ユーザー訪問による機
器（自社製品の厨房機器）のメンテナンス、
保守・点検（ユーザーは一般飲食店、外食
チェーンなど） ＊入社当初は先輩社員が同
行し丁寧に指導します。

＊営業部員に同行し、お客様からの具体
的な要望、依頼を確認しつつ、それらに基
づいた提案図面・資料を作製する仕事で
す。お客様の思いを図面化し、本社技術
部との中継を行います。 ※ＣＡＤ（２Ｄ）を
使い機械図面が描けること

資格・経験 不 問

資格・経験 普免（ＡＴ限定不可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

月給 260,000円～360,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
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
30時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

月給 198,600円～278,580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 年2回5.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
20時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 118日

月給 190,500円～238,500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2回2.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時40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 113日

株式会社 サンワ

株式会社 マルゼン

三鈴工機 株式会社

資本金 316495万円
従業員数 1,024人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 中央線阿波座駅１番出口下車徒歩２分

資本金 9516万円
従業員数 140人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線心斎橋駅下車徒歩１０分

資本金 3000万円
従業員数 25人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線・中央線谷町４丁目駅から徒歩３分

求人番号27010- 2138381
1月5日受理求人

1月9日現在の応募者数2人

求人番号13030- 590481
1月5日受理求人

1月9日現在の応募者数0人

求人番号24010- 444581
1月5日受理求人

1月9日現在の応募者数0人

19 （非常勤）一般事務員（法的処理業務）／大阪市

20 制作事務（ＰＣ操作、データ入力、ファイリング他）

21 事務（係員）

奨学金回収に関する業務（支払督促申立
から強制執行までの諸業務・法廷への出
廷・電話対応・パソコン操作・統計処理・そ
の他） ＊パソコン（エクセル・ワード）操作
できる方

製薬業界を中心とした印刷物作成の受
付、スケジュール管理 、データ入力ファイ
リング、書類管理、書類チェック、発送 ＊
正社員への途あり ＊研修をしっかり行い
ますので、 安心して働いていただけます

・駐車場の管理運営に関する各種業務 （顧
客対応業務、契約・経理業務、管理業務等）
・庶務関係全般に関する業務 ＊高いコン
プライアンス意識に基づき、公平性と透明性
を 確保し、業務を執行できる能力を有するこ
と

資格・経験

パソコン操作スキル（エクセル、ワード） 税務署での法的処理業
務（督促回収業務）経験あれば尚可

資格・経験

ＰＣの基本操作ができる方 （Ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌでの文字入力）

資格・経験

・顧客対応の業務経験がある方が望ましい ・パソコンの基本操
作ができワード・エクセルが使えること

月額(時給) 189,000円～189,000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
5時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日

月給 180,000円～180,000円
正社員以外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～17時30分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 113日

月給 181,656円～181,656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 あり
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外

独立行政法人日本学生支援機構

株式会社 アピックス

一般財団法人 都市技術センター

資本金 10000万円
従業員数 818人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄東梅田駅から徒歩９分
求人番号13080- 1029781
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数3人

資本金 2000万円
従業員数 107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７分

求人番号27010- 2168281
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 121日

資本金 2000万円
従業員数 50人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄各線堺筋本町駅下車徒歩５分
求人番号27010- 1988881
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

22 文書の電子データ化その他総務諸雑用

23 一般事務職員

24 営業事務

＊管理部に所属し、各種契約書の電子
データ化 （スキャン→システム登録） ＊郵
便、宅配物の受け取り ＊消耗品の発注、
内線電話受電 ＊諸雑務 （総務諸雑用に
荷物運びなど体力を要します。）

＊奨学生の採用、奨学金等の貸付、返還
金収納事務 および総務事務等。

取引先との電話応対 来客の応対（お茶
だし等） 商品の受発注業務・売上収入伝
票の作成、記帳 など事務的作業全般

資格・経験

パソコン操作（ＷＯＲＤ・ＥＸＣＥＬ初級
程度）

月給
190,000円～220,000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15分
時間外
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 116日

岩谷情報システム 株式会社
資本金 3000万円
従業員数 120人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄本町駅下車徒歩１分
求人番号27010- 2004281
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数3人

資格・経験

ワード・エクセルの基本的なパソコン操
作ができる人

資格・経験

パソコン操作（ワード・エクセル等）多
少できること

月給
190,000円～190,000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
2時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 121日

月給
180,000円～200,000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4.00月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時30分
時間外

公益財団法人 大阪府育英会

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 50万円
従業員数 64人
就業場所 : 都島区
最寄駅 :
求人番号27020- 1388581
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数5人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 120日

資本金 1000万円
従業員数 3人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 御堂筋線本町下車徒歩５分
求人番号27010- 2100281
1月5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！

25 警備・用務員（予備校）／大阪市／なんばウオーク出口すぐ

26 一般事務（大阪市都島区） パート

27 大阪市文書交換所非常勤嘱託職員 パート

＊施設内巡回、警備業務 ＊鍵閉め ＊黒
板消し ＊テキスト等の教室への運びこみ
＊蛍光灯の交換 （破損備品の修理、通信
機器以外のできる範囲） ※若い方から５
０～６０代以上の方まで幅広く歓迎

大阪支店において、経理事務、総務事務
等の一般事務。 ・帳票作成 ・パソコンでの
データ入力 ・受付応対 ・電話応対 ・その
他 ※業務上、車を使用する機会：無

（１）郵便物に関する業務 郵便物受領・仕分け・書類
等郵便物の処理・後納郵便処理 （２）てい送に関する
業務 ・庁内で送の発送・てい送の仕分け ・大量で送
の受付、所属との調整 ・委託業者にとの連絡調整
（３）中央書庫に関する業務 ・薄冊の貸出し返却の受
付・中央書庫の薄冊整理 （４）その他、文書交換所の
運営に関する業務

資格・経験 不 問

資格・経験

月給
200,000円～200,000円
正社員以外1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 なし
勤務時間 (1)12時00分～21時00分
時間外
21時間
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 110日

時給
910円～915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
(2) 9時30分～16時00分
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

時給
1,365円～1,365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) 9時00分～17時15分
時間外
(2) 9時15分～17時30分
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週4日

新潟通信機 株式会社

大阪市総務局人事部人事課厚生グループ

ブレーンバンク株式会社
資本金 1000万円
従業員数 400人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 阪神なんば線大阪難波駅からすぐなんばウオークＢ６出口

求人番号13080- 2148181
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数4人

パソコン操作ができること （ワード・エ
クセル・Ｅメール）

資本金 7500万円
従業員数 210人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : 大阪市営バス淀川小学校下車徒歩５分
求人番号15010- 1274881
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資格・経験

パソコン（ワード、エクセル）の基本的
な操作ができる

従業員数 31,200人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅大江橋駅下車徒歩３分

求人番号27020- 1402481
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数3人

28 海鮮丼の製造・販売（厨房）及びレジ パート

29 施設警備員兼事務員 パート

30 果物加工センター長アシスタント（補助）／大阪市此花区 パート

朝のシャリ炊き、料理の盛り付け、店頭での商品の販
売や レジ等をお任せします ※テイクアウト形式のお
店です！ ・初心者さんもＯＫ！ 接客や調理のお仕事
経験がある方は歓迎ですが 熱意があれば未経験の
方もＯＫ！ お仕事はイチからキチンとお教えします ・
通勤便利！お店は各線「淀屋橋」駅より徒歩５分 交
通費の支給もあります！

本社で事務の仕事をしながら、人手が足りな
い時には 他の就業場所（大阪市内ほか）で
警備員として現場に 入っていただきます。
※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。 ※未経験の方も一か
ら教えますので安心してください。

・当社加工センターでの青果の梱包・配送
準備・荷捌き ・取引先である百貨店や
スーパー向けの青果の梱包、 配送準備、
荷捌きをしていただきます。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験

時給
950円～1,100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～14時30分
時間外
(2)11時00分～14時30分
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週1～5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:18歳以上
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週1～3日程度

時給
1,000円～1,100円
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時00分～15時00分
時間外
10時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
週所定労働日数 週5～6日程度

株式会社 グローネット

株式会社スタティック・セキュリティー

生興産業株式会社

資本金 7000万円
従業員数 12人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 淀屋橋駅下車徒歩５分
求人番号27010- 2167881
1月5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 160人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋駅下車徒歩２分

求人番号27030- 873681
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数2人

市場・同業経験者歓迎 未経験者可 普免（ＡＴ限定可） フォークリ
フト・ターレット経験者歓迎

資本金 2000万円
従業員数 50人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : ＪＲ西九条駅下車徒歩８分
求人番号27020- 1403781
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

31 マンションの営繕業務 ＝急募＝ パート

営繕業務 マンションの清掃（自社所有分）
簡単な修理 修理の発注
★★急募★★

資格・経験

上記業務経験者 パソコン基本操作 普
免（ＡＴ限定可）

時給
1,500円～1,875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～18時30分
時間外
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～4日程度

山の屋産業 株式会社
資本金 8000万円
従業員数 7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- 1501281
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

HP

