1月5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

1月5日受理の梅田周辺の

ほかにも
もっと 求人が
あります！

求人数は1035件！

うち正社員求人は439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 473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 フロント業務（心斎橋店）

2 医療事務

3 受付医療事務

＊エステティックサロンのフロント業務のお仕
事です。 ・予約の受付 ・お客様来店時のご案
内 ・お客様電話対応 ・お客様情報の簡単なパ
ソコン入力 ・小口現金管理の補助 ・施術の補
助 ・その他雑務 ※未経験者大歓迎！！（９
５％未経験の方です） ※女性求人（均等法適
用除外）

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

・当院は内科・小児科・放射線科の無床診
療所です。 ・仕事の内容は、受付・カルテ整
理・レセコン入力 （ソフトはオルカ）など ・患
者様ひとりひとりを大切に、心ある医療を実
践して おります。 ・接遇能力に優れた方を
歓迎します。

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 不問

月給
198,000円～198,000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～20時15分
時間外
(2)10時30分～20時15分
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

月給
170,000円～250,000円
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
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

月給
185,000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 年2回2.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～19時00分
時間外
(2) 9時00分～13時00分
8時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 95日

株式会社ＭＳＣ

あおやま医院

株式会社ザ・フォウルビ
（ジェイエステティック）
資本金 24996万円
従業員数 1,280人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 心斎橋駅より徒歩１分
求人番号09010- 518481
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0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

従業員数 6人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ環状線・阪神なんば線西九条駅下車徒歩５分

求人番号27020- 1595081
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

4 接客・製造アルロイック 梅田

5 営業職

6 据付工

クレープや、タピオカドリンクの販売／製造
のお仕事です。 ★事業内容★ レストランお
よびフードコートの企画および運営 ☆会社
の特長☆ 北海道から沖縄まで、全国に約２
００業態、約８００店舗の様々なタイプのレス
トランやフードコートを運営

人材サービス（人材派遣・人材紹介）にお
ける営業 ・顧客対応 ・派遣スタッフへの
アフターフォロー

据付工 ・工事現場にて主に機械式立体
駐車場の据付・組立を していただきます。
＊経験不問求人です。お気軽にお問い
合わせください。 ＊ハローワークをご利用
のご応募には、紹介状が発行 されます。

資格・経験 不問 学歴 高卒以上

資格・経験 不問 学歴 高等学校以上

資格・経験 不問 学歴 不問

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:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 9時00分～22時00分の間
時間外
の8時間程度
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 100日

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:59歳以下
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
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 115日

月額(日給)
230,000円～391,000円
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年～10万円
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 日他
年間休日数 87日

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 シャフトシステム

米盛工業

資本金 101200万円
従業員数 7,300人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号13040- 3651081
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 30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- 1669081
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

従業員数 0人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線加島駅下車徒歩１分
求人番号27060- 1083881
1月5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！
7 ＣＡＤオペレーター

8 管理事務所スタッフ（大阪市中央区）【ミニ面接会専用求人】

9 一般事務（総務・経理） ＊＊急募＊＊

ＣＡＤを用いた設計補助業務 ※未経験者も応募可能で
す ★事業内容★ 労働者派遣事業。機械・電気・電子・
化学分野における特定派遣。派２７－３０２０３３
若手社員が多く、メリハリのある職場です。 ☆会社の特
長☆ 日本・世界を代表する企業のエンジニアリングパー
トナーとして、優秀な人材を提供しています。業績面で
は、１２０％近い伸びを実現しています。自社開発も、ス
タートし、力も注いでいきます。

ビル内で行われる各種工事やイベントの準備、館内
巡回、テナントからの申請受付＆確認、テナント要望
受付けと対応、商店街行事の参加、責任者不在時の
代行をお任せします。 他にも管理事務所にかかって
くる電話の応対やＰＣを使っての文書作成もお願いし
ます。（月１～２回程度。簡単なパソコン操作程度で
す。） 難しい仕事はありませんので、人と接すること
が好き、という方を歓迎します。

・領収書チェック ・消耗品などの備品発注
作業 ・請求書発行作業 ・その他、総務・
経理に関する一般業務 ＊未経験の方
でも歓迎いたします。 ＊＊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 大卒以上

月給
185,000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 あり
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 120日

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 なし
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2)11時30分～20時30分
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 115日

月額(時給)
168,000円～208,000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

株式会社 アスパーク

株式会社 ザイマックス関西

資本金 5000万円
従業員数 1,073人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅／阪急・地下鉄梅田駅下車徒歩５分

求人番号27020- 1389481
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 480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27020- 1661681
1月5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
年間休日数 125日

株式会社東京リーガルマインド（ＬＥＣ）大阪本
部（１３－ユ－０８０５１５／般１３－０８０６１５）
資本金 9000万円
従業員数 1,692人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 1424381
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

10 印刷物の検品・梱包・仕分・発送業務

11 ファッションアドバイザー（ベビー・子供服の販売）

12 企画営業・生産管理

印刷物の検品・梱包・仕分・発送までの一連の 業務
（軽作業） ・作業依頼書との照合（検品） ・商品梱包
（袋入れ、紙包装、箱詰め） ・指示書を見ながらの仕
分け ・発送先の確認 ※主な取扱商品は製薬業界
を中心とした少部数の印刷物 ※未経験の方も安心
して働いていただけます。 ※社員への途あり。 ＊＊
＊＊急募＊＊＊＊

ベビー、子供服の接客、販売、及びそれに関
わる業務全般。 商品知識、接客マナーなど
様々なことが身につきます。 子どもとファッ
ションが大好きな人、笑顔で接客をすることが
好きな人を求めています。 子どもの成長をファ
ミリーと一緒に見守ることができる、笑顔いっぱ
いの素敵なお仕事です。

・アパレルメーカーのパートナーとしてベビー・子供服
などのニット生地の生産管理・企画営業 ＊正社員
登用の可能性有り。 ＊事前にハローワーク紹介状・
履歴書（写真貼付）・職務経歴書を当社宛て（姫路市
東延末２６４番地）に郵送してください。書類選考後、
面接日を連絡いたします。 【事業所情報（画像情
報）あり】

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 大学卒以上

月額(時給)
141,050円～141,050円
正社員以外3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～17時30分
時間外
8時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

月額(時給)
159,600円～159,600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 年2回
勤務時間 (1) 9時30分～18時30分
時間外
(2)11時30分～20時30分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 115日

月給
229,250円～267,050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15分
時間外

株式会社 アピックス

株式会社 ミキハウス

龍田紡績 株式会社

資本金 2000万円
従業員数 104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- 2173481
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

資本金 203043万円
従業員数 1,650人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 阪急線梅田駅下車徒歩３分
求人番号27070- 519781
1月5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 109日

資本金 9000万円
従業員数 99人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車徒歩８分
求人番号28050- 882581
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

13 販売店員（阪神梅田本店）

14 看護助手

15 郵便物等配達（自転車）

○婦人フォーマルウェアー及びアクセサリー
の販売・売上・ 在庫管理のお仕事です。 ・
フォーマルウェアーの商品説明・お客様へ
のアプローチ ・洋服が好きな方、人と接する
ことが好きな方大歓迎！ ・未経験者の方も
丁寧に説明します。

（１）患者の日常生活援助（食事介助・配
膳・配茶） （２）患者の移送・搬送 （３）物品
の搬送

≪郵便物等配達≫ 自転車による郵便物
や荷物の配達作業 配達の範囲：中央区
の区域（旧南区） ※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 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 不問

月額(日給)
178,500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 年0万円～2万円
勤務時間 (1)10時00分～18時00分
時間外
5時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 104日

月額(時給)
184,800円～184,800円
正社員以外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 7時30分～19時30分の間
時間外
の7時間程度
15時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 96日

月額(時給)
172,992円～172,992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
勤務時間 (1) 8時00分～16時45分
時間外
2時間
週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 120日

イギン 株式会社

公益財団法人 田附興風会医学研究所
北野病院

日本郵便株式会社 大阪南郵便局

資本金 75450万円
従業員数 940人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号21010- 1342381
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

資本金 1539500万円
従業員数 1,556人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 1965181
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 10000000万円
従業員数 194,688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- 1077481
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人
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16 高速バスフロントスタッフ（なんばＯＣＡＴ内の勤務） パート

17 受付と施術補助 パート

18 銀行支店内務事務（大阪支店） パート

＊高速バスフロントスタッフ ・高速バスの発券案内等
（ＰＣ端末をつかった入力有） ※勤務地は「なんばＯ
ＣＡＴ内」 ※未経験ＯＫ ＊時給について＊・９時～１８
時：９５０円・７時～９時、１８時～２０時：１１４０円 ・～
７時・２０時～：１２４０円 手厚い時間帯ごとの割増支
給！ 例えば就業時間（４）の平均時給は「１０７５円」

＊整骨院の受付事務と電気治療の簡単
な補助をして頂き ます。 ＊研修期間を
設けておりますので、初心者の方でも安
心 です。

銀行支店での内務事務 ・カウンター後方に
て正確・迅速な事務処理を行う仕事です ・
端末操作 ・電話応対 ・窓口でお客様の受
付事務を行い、その手続きなどを行う仕事で
す。 ＊銀行勤務経験者、歓迎致します。

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 高卒以上

時給 950円～1,240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) 6時30分～ 9時00分
時間外
(2) 8時00分～13時45分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～4日程度

時給 910円～1,000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00分～12時30分
時間外
6時間
(2)16時30分～20時00分
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2日以上

時給 1,000円～1,000円
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 8時40分～17時40分の間
時間外
の7時間
2時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週5日

日本交通株式会社（神戸）

和光鍼灸整骨院 釘宮 周作

株式会社 第三銀行

従業員数 3人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ神戸線塚本駅下車徒歩１分

資本金 3746100万円
従業員数 2,100人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 下車徒歩分

求人番号27060- 764781

求人番号24040- 197081

資本金 2000万円
従業員数 88人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : ＪＲ難波駅直結

求人番号28010- 759781
1月5日受理求人

1月9日現在の応募者数0人 1月5日受理求人

1月9日現在の応募者数0人 1月5日受理求人

1月9日現在の応募者数0人

19 入力部スタッフ パート

20 院内物流管理スタッフ パート

21 接客・製造アルロイック梅田 パート

＊新設部署の入力部における入力業務
（具体的には） ・物件情報 ・入居状況 ・家
賃関連 ・工事進捗関連

＊院内物流センターから院内各部署への
医療用物品等の 搬送・納品業務 ＊院内
物流センター内での医療用物品等の荷
受・検収 仕分け作業 ＊各種データ入力・
処理業務 ※未経験者歓迎

クレープ・アイスクリームの販売・製造を担
当して頂きます。

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 高校・専門卒以上

資格・経験 不問 学歴 不問

時給 1,100円～1,300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)10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

時給 910円～910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 年0万円～10万円
勤務時間 (1) 9時00分～17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3～5日

時給 950円～950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 9時00分～22時00分の間
時間外
の4時間以上
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週2日以上

株式会社 賃貸経営サポート

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 クリエイト・レストランツ

資本金 1000万円
従業員数 100人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄心斎橋駅・長堀橋駅下車各徒歩７分
求人番号27030- 1049381
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

22 コーヒー豆の販売（北区梅田） パート

資本金 1000万円
従業員数 130人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪市営地下鉄なんば駅下車徒歩６分
求人番号26020- 1229381
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 7,300人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号13040- 3822981
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

23 電子部品販売（浪速区） パート

24 パッケージ作業 （大丸梅田店） パート

阪神百貨店での販売のお仕事です。 ・
コーヒー豆とコーヒーに関する商品の販売

＜電子部品販売＞ ＊店舗販売 ＊商品
出し手伝い

★百貨店における成果物のパッケージ作業
・作業場内で商品（野菜、果物）を店頭に陳
列するためにナイフを使って切り分ける作業
・ラッピングする作業 ・値段をつける作業 ・
冷蔵庫内、倉庫内などの整理 ※応募の際
は必ずハローワークで紹介状の交付を受け
てください。

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 不問

920円～920円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)17時00分～21時00分
時間外
(2) 9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3～4日程度

1,000円～1,000円
時給
パート労働者2人募集
交通費 なし
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 10時00分～20時00分の間
時間外
の5時間程度
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3日程度

910円～910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) 8時00分～13時30分
時間外

キーコーヒー株式会社 大阪支店

共立電子産業 株式会社

資本金 446500万円
従業員数 1,056人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 梅田駅下車徒歩１分
求人番号27020- 2032081
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数1人

資本金 4000万円
従業員数 48人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 地下鉄堺筋線恵美須町駅下車徒歩１分
求人番号27030- 935981
1月5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 他
週所定労働日数 週3～5日程度

株式会社 フレッシュワン
＊
資本金 1000万円
従業員数 219人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩１分
求人番号12080- 635881
1月5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！
26 看護補助 パート

27 通勤管理員（大阪市西区） パート

店舗での接客、商品陳列、レジ業務など 未経験でも
安心！ お店で働いた経験がなかったり、ブランクの
ある方でも大丈夫！ 初めての方でも働きやすい仕
組みが整っています。 働く時間が選べる！ 「週に１
日」や「１日２時間」といった短時間でもＯＫ！ 学生や
子育て中の方でも気軽に働くことができます。 キャリ
アアップ可能！

病棟での看護補助業務 ★事業内容★
医療業 ☆会社の特長☆ 従業員主体の
会社でとても働きやすい。

＊管理事務所受付業務＊居住者対応 ＊点
検・立会業務＊報告・連絡業務 ＊共用部の
日常清掃業務＊館内巡回業務 ＊フロント
からの依頼事項処理等 ＊その他、管理組
合業務 未経験でも大丈夫！研修制度充
実しています！ 制服は貸与します！

資格・経験 不問 学歴 不問

資格・経験 不問 学歴 高校卒

資格・経験 不問 学歴 不問

940円～940円
時給
パート労働者4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～15時00分
時間外
(2)11時30分～17時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週1～3日程度

1,400円～1,400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5,000万円～
勤務時間 (1) 9時30分～15時30分
時間外

1,000円～1,000円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～12時00分
時間外

休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3日以上

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日

株式会社 セリア

革島病院

グローバルコミュニティ 株式会社

25 販売員（Ｓｅｒｉａ西九条春日出店） パート

資本金 127883万円
従業員数 17,816人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : ＪＲ桜島線西九条駅下車徒歩９分
求人番号21020- 297181
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

従業員数 49人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線東三国駅より徒歩７分
求人番号27060- 1060081
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 2,100人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 中央線・阪神線九条駅下車徒歩１０分
求人番号27010- 2192281
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

28 病院内での在庫管理等 パート

29 用務員（大阪市西区） パート

30 倉庫内作業・検品（此花区） パート

◆病院内当社作業エリアでの寝具・衣類等の在庫管理、 回
収、補充、洗浄等のお仕事です。（研修有り） ＊メディカル寝
具の回収、補充や日用品補充等 （大阪府済生会千里病院、
藍野花園病院、聖バルナバ病院、育和会記念病院、明石市
立市民病院他） ＊日用品補充等（大野記念病院、あびこ病
院、美原病院他） ＊洗濯等（喜久寿苑、明和病院他） ＊病
衣・白衣等の回収・配布等 （北大阪病院、大阪急性期・総合
医療センター他） ※勤務場所・勤務日については通勤面等
希望を考慮します。

（１）１７時３０分以降の事務所内での電
話・来客応対 （２）有料老人ホームでの
事務所留守番及び閉館業務

＊倉庫内作業 ・ワイン洋酒等のピッキン
グ作業 ＊お酒の知識がなくても大丈夫
です。 ＊未経験でも多数活躍されていま
す。 ＊アットホームで楽しい職場です。

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

950円～950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00分～17時00分
時間外
(2) 8時45分～17時15分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～4日程度

950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)17時30分～20時30分
時間外

1,000円～1,000円
時給
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) 6時00分～10時00分
時間外
(2) 7時00分～10時00分
4時間
週休２日制 毎 週
休日 日祝他
週所定労働日数 週3日程度

株式会社 シティスタッフ

嶋野興産 株式会社

資本金 4950万円
従業員数 40人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ◆面接は大阪支社にて行います。
求人番号29050- 204181
1月5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5～6日程度

資本金 6000万円
従業員数 10人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄長堀鶴見緑地線西長堀駅下車徒歩５分

求人番号27070- 463881
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

株式会社 幸田
資本金 3100万円
従業員数 110人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : ＪＲゆめ咲線桜島駅下車徒歩１０分
求人番号27030- 960981
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人

31 食器洗い（美濃吉天満橋店） パート

32 製本作業 パート

33 配送（自転車を利用）＊＊急募＊＊ パート

京料理店にて、食器・鍋洗いをお願いします ★事業
内容★ 高級料亭、京料理レストラン、和洋食ファミ
リーレストランの経営 ☆会社の特長☆ 創業３００余
年の伝統の京料理を革新の経営で今に伝えます。
食事を楽しむ空間作り、日本文化を感じていただけ
る美的文化産業をめざしています京都、大阪、東京
を中心に１９店舗あります。

●製本機への給紙 ●製品の梱包 ★事
業内容★ カタログ、パンフレット製本紙工
☆会社の特長☆ 情報産業の一員として
本を作る作業です。技術を持っていれば
将来に対しても安心な面が強い。

・自転車を利用した大阪市内の配送及び
引き取り作業。・ＴＶコマーシャルテープや
見本誌などを広告代理店で預かり、テレ
ビ局や雑誌社、新聞社などに搬入してい
ただきます。配送エリアは大阪市内です。
＊＊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 高卒以上

930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:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1)12時00分～16時00分
時間外

920円～1,000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～17時30分
時間外
(2)10時00分～17時30分
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～5日

1,100円～1,200円
時給
パート労働者5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)13時00分～17時00分
時間外

株式会社 広集舎

求人者の希望により事業所名は非公開です

休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週2日以上

株式会社 美濃吉
資本金 8000万円
従業員数 700人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 京阪・天満橋駅下車徒歩２分
求人番号26010- 890481
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 30人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : 大阪環状線ＪＲ野田駅下車徒歩３分
求人番号27020- 2061581
1月5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
週所定労働日数 週3～5日程度

資本金 300万円
従業員数 23人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄西梅田駅下車徒歩５分
求人番号27020- 1332881
1月5日受理求人
1月9日現在の応募者数0人
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