事務の求人

発行日:1月5日
12月27日～1月5日
受理求人

最新！
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。 **応募にはハローワークの紹介状が必要です**
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 中国語翻訳（大阪事務所）

2 一般事務（総務部門）

3 学校事務

・仕様書、契約書、見積り等の中国語訳及
び日本語訳業務 ・その他、所属長の命ず
る業務 《急募》

＊会社内の総務業務全般 ・現場（薬局・
事務所）や行政への対応 ・外部業者との
折衝 ・秘書業務 ・社内のサポート業務（行
事等）全般

＊授業運営管理（出欠管理、各種書類作
成、授業準備） ＊オリエンテーションの実
施、イベント企画、運営 ＊国際業務（国際
ワークショップの企画・運営） ＊窓口対応
業務

資格・経験 Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ及びメール

資格・経験

225,000円～265,000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 年2回6.25月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
10時間
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 111日

175,000円～231,000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 年2回3.40月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2) 9時00分～15時00分
10時間
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

190,000円～240,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回1.00月分
勤務時間 (1) 9時30分～18時00分
時間外
(2)12時45分～21時15分
25時間
週休２日制 毎 週
休日 日祝他
年間休日数 115日

不二輸送機工業 株式会社

株式会社 アピスファーマシー

学校法人 創造社学園

資本金 49000万円
従業員数 274人
就業場所 : 中央区
最寄駅 :
求人番号35030- 157881
1月4日受理求人
現在の応募者数11人

4 事務職（北区梅田）★東証一部上場★メーカー

★業界シェアＮｏ．１★シェア率６４．５％★
ＪＩＳ規格認証★ ・製品取付日程の調整
（社員取付担当者や業者様に取付発注依
頼） ・伝票処理、請求対応 ・電話対応 ・来
客対応 ・社内システム入力
パソコン基本操作（エクセル・ワード） 経理

総務業務の経験がある方歓迎 普免
（ＡＴ限定可）

資本金 5968万円
従業員数 445人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 330281
1月4日受理求人
現在の応募者数2人

資格・経験 日常英会話のできる方

資本金 164797万円
従業員数 35人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ線大阪駅下車徒歩１０分
求人番号27020- 150681
1月4日受理求人
現在の応募者数3人

5 一般事務（仕入部門）

6 学校事務（教務・学生・就職）

＊受発注事務 ＊伝票整理、資料作成 ＊
電話応待、来客対応 ＊在庫管理 ＊郵便
物、ＦＡＸ対応 ＊クレーム対応等

・大阪保健医療大学、大阪リハビリテーショ
ン専門学校の事務局において、他のメン
バーと共に学生の履修指導、成績管理、学
生生活指導、就職支援、等々の学生への支
援、教授会の基に構成させる各種委員会の
準備、支援等の学校事務全般に関わってい
ただきます。

資格・経験 経験や簿記資格あれば尚歓迎
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:不問
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
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

資格・経験 事務経験１年以上

資格・経験 不 問

158,200円～220,500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5.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時15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 109日

203,800円～306,000円
月給
正社員以外1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回2.80月分
勤務時間 (1) 8時40分～16時40分
時間外
(2)14時00分～22時00分
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 134日

株式会社 日本トリム

求人者の希望により事業所名は非公開です

学校法人 福田学園

資本金 99259万円
従業員数 353人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 47681
1月4日受理求人
現在の応募者数8人

資本金 5000万円
従業員数 56人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町六丁目駅下車徒歩１０分
求人番号27030- 741381
1月4日受理求人
現在の応募者数4人

従業員数 86人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄谷町線・京阪電鉄天満橋駅下車徒歩８分

求人番号27020- 80581
1月4日受理求人
現在の応募者数11人

7 一般事務職

8 営業管理事務

9 事務職員（北区本社経理部） ＊急募

＊インターネット検索、ワード・エクセルに
よる書類作成 ＊指名願等各種書類作成
＊社内書類のデータ入力及びファイリング
＊受付、電話・来客応対

一般事務及び総務・庶務業務含む ※将
来的には管理的な業務も担っていただき
ます。

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

資格・経験

ワードによる文書作成、エクセルによる表計算 （タッ
チタイピングできる方、優遇）

資格・経験

パソコンの基礎知識とエクセル操作
事務経験５年以上

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

165,000円～239,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.79月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
12時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 115日

250,000円～300,000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
20時間
休日 日他
週休２日制 その他
年間休日数 112日

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
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 121日

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 世真 大阪本社

株式会社かんでんジョイライフ

資本金 8000万円
従業員数 304人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町六丁目駅下車徒歩１分
求人番号27030-47028971
12月27日受理求人
現在の応募者数4人

資本金 4500万円
従業員数 55人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 南森町駅下車徒歩１分
求人番号27020-81446271
12月28日受理求人
現在の応募者数8人

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
現在の応募者数0人

10 営業事務

11 営業事務スタッフ／大阪市西区

12 営業・事務（大阪市）

○電話・メール対応 ○ファイル整理 ○各
種サポート業務 ○エクセルなどによる
データ加工、グラフ作成、 プレゼン資料作
成等 ◎面接の際には、ハローワークの
紹介状が必要です。

電話応対、受発注業務を中心とした事務を担当して
頂きま す。仕事のイメージは下記採用ＨＰをご覧くだ
さい。 ・取扱商品は壁紙や床材等の内装資材 ・自
社、他社商品の受発注と売上計上 ・パソコンへの伝
票入力、電話応対、接客 ＜会社ＨＰ＞ ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｎｉｐ－ｒｅｃｒｕｉｔ．ｃｏｍ

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

資格・経験 事務職経験３年以上

資格・経験

148,000円～206,000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 年2回3.43月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45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 121日

194,000円～228,000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 年2回4.23月分
勤務時間 (1) 8時30分～17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 119日

イサハヤ電子 株式会社

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 48597万円
従業員数 182人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩１２分
求人番号42030-11537271
12月27日受理求人
現在の応募者数8人

エクセル・ワード基本操作程度 ※職務
経験不問

資格・経験

鋼構造物営業経験者（鋼橋・鉄骨） 普
免（ＡＴ限定不可）

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
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 97日
矢田工業 株式会社

資本金 9341万円
従業員数 436人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪市営地下鉄阿波座駅下車徒歩１２分
求人番号13090- 441081
1月4日受理求人
現在の応募者数4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
現在の応募者数0人

13 貿易事務／大阪事務所

14 （正）事務（貿易事務含む／大阪市西区・神戸市東灘区）

15 貿易事務／化粧品メーカー／正社員登用実績多数

国内外の物流業務全般をご担当頂きま
す。 ＜主な担当業務＞ ・輸出入手続業
務 ・営業事務（書類作成、顧客連絡） ・社
内システム入力業務 ・その他付帯業務

●輸出入取扱実務 ●Ｂ／Ｌ、Ｄ／Ｏ発行業
務他 ●貿易書類作成補助 「職務内容とし
ては」 ・船荷証券、荷渡し指図書等、定型的
な船積関連書類の 入力補助業務 ・アルファ
ベット入力 ・書類の整理業務 ＊勤務地は、
住所地を考慮し決定いたします。

○輸出書類の作成（インボイス・パッキン
グリスト） ○物流事務（船便手配、乙仲折
衝） ○在庫管理など

資格・経験

海外赴任経験、貿易実務経験優遇 語
学堪能者優遇

資格・経験

・船会社勤務又はＮＶ業務経験者 ・輸
出入事務経験者

資格・経験 貿易事務経験

199,500円～276,500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
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 121日

180,000円～300,000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00分～18時00分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 127日

月給 220,000円～350,000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 125日

求人者の希望により事業所名は非公開です

是則運輸倉庫 株式会社

株式会社桃谷順天館

資本金 609726万円
従業員数 1,836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- 1133181
1月4日受理求人
現在の応募者数7人

資本金 8640万円
従業員数 140人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 阪神深江駅徒歩１０分
求人番号28020-28958471
12月28日受理求人
現在の応募者数5人

資本金 9900万円
従業員数 442人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線玉造駅下車徒歩１０分
求人番号27010-84573171
12月27日受理求人
現在の応募者数6人

1事務

