事務

発行日:1月5日
12月26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。
1 大阪市文書交換所非常勤嘱託職員

2 店舗巡回員／直行直帰／関西エリア

3 行政事務

（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

当社にて指定する商品が販売されている
店舗を巡回し、品出しやメンテナンス、企
画の実施をしていただきます。 又、新商品
導入時には店頭交渉を行います。

名簿のデータ入力、書類整理等 ★事業
内容★ 国家行政近畿運輸局２７０１－４１
８８２２－４ ☆会社の特長☆

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 パソコン操作（ワード・エクセル等）

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

1,300円～1,500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)10時00分～16時45分
時間外

1,067円～1,067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) 9時00分～17時45分
時間外

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4日程度

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週4日程度

大阪市総務局人事部人事課厚生グループ

株式会社 エスプールセールスサポート

近畿運輸局 自動車技術安全部

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
現在の応募者数3人

資本金 1000万円
従業員数 500人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号13010-57669372
12月28日受理求人
現在の応募者数1人

従業員数 700人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線・中央線谷町四丁目駅下車徒歩１分

求人番号27010- 2214881
1月5日受理求人
現在の応募者数1人

4 一般事務（統括的業務／財務部）

5 一般事務職／パート

6 一般事務（大阪市都島区）

資金の管理、計画及び調達に関する統括
的な業務 １、資金計画及び管理業務 ２、
基金運用及び管理業務 ３、公債等財源確
保及び公営企業会計業務 ＊業務間調
整、進捗管理等も行う

・電話応対、来客応対 ・各種書類作成 ・
各種データー入力、集計 ・経理補助（小
口管理、伝票仕訳、入力等） ・その他、関
連する業務 ・業務にはＰＣ（エクセル・
ワード）を試用します

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

資格・経験 不 問

資格・経験

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

1,000円～1,200円
時給
パート労働者1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) 9時00分～17時00分
時間外
(2)10時00分～16時00分
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週4～5日

910円～915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)10時00分～16時00分
時間外
(2) 9時30分～16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

大阪市財政局

株式会社 ロードカー

新潟通信機 株式会社

従業員数 1,200人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車徒歩３分
求人番号27020- 2006281
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 3000万円
従業員数 270人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋駅下車２番出口徒歩３分
求人番号27030- 288881
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

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
現在の応募者数0人

資格・経験

（１）ＯＡ機器の操作に従事した経験のある方（エクセル・ワード等
ＯＡに関する資格を有することが望ましい） （２）地方公務員法第
１６条（欠格条項）に該当しない者

1,500円～1,500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15分～16時00分
時間外

パソコン操作ができること （ワード・エ
クセル・Ｅメール）

7 一般事務＊急募＊

8 事務職（一般職）

9 事務（貿易事務含む／大阪市西区）

＊総務部門での事務を担当して頂きま
す。 ・主な仕事は、社内文書の作成、保
管、管理、電話対応、来客対応、郵便物の
受発送となります。 ・パソコンで簡単な文
書や表を作成して頂きます。 ＊＊急募
＊＊

・伝票入票（パソコン） ・伝票管理 ★事業内
容★ 使用されなくなった自動車、家庭電化
製品等を環境に優しい処理により再資源とし
て利用出来る物につくりかえる事業。 ☆会
社の特長☆ 総合リサイクル企業で環境と人
に優しい会社です。

●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

資格・経験 一般事務経験者

資格・経験 不 問

資格・経験

1,000円～1,100円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)12時30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（上限なし）
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4時間程度
休日 日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週5日程度

910円～1,300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～17時00分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日程度

小倉合成工業 株式会社 大阪営業所

サニーメタル株式会社 大阪事業所

是則運輸倉庫 株式会社

資本金 5000万円
従業員数 75人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020-81311571
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 32人
就業場所 : 此花区
最寄駅 :
求人番号27020- 570581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

・船会社勤務又はＮＶ業務経験者 ・輸
出入事務経験者

資本金 8640万円
従業員数 143人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四つ橋線本町駅下車徒歩５分
求人番号28020-28961171
12月28日受理求人
現在の応募者数0人

10 事務員・保育補助

11 院内物流管理スタッフ

12 （契約）大阪市西区／出荷作業

２０１７年１１月に開園した企業主導型保育施設 「あ
いある保育園」でのお仕事です。 園児は０～２歳児
のお子様を対象にしており １２名定員の小規模保育
施設です。 乳幼児期の大切な時期に安心して園に
通って頂けるよう お子様１人１人に「愛のある保育」
を心がけて仕事に 取り組んで頂きます。 ・園内での
事務作業 ・園内での保育補助

＊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

棚卸、梱包、値札付け、出荷等の軽作業 ★事業内容
★ 靴クリーム、靴用品、靴仕上剤、靴資材、フロア
ワックス等の製造販売及び輸出入事業 ☆会社の特
長☆ 会社設立以来、信用と安定を築き、商品の多角
化を目指し成長中である。『使用するたびに新しい感
動を覚える商品作り』が経営方針であり、小さな輝き
を大切にする会社でもある。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

940円～940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)10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4～5日

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 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

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

株式会社 コロンブス

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
現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 382人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 千日前線・中央線阿波座駅下車徒歩６分
求人番号13030- 354581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

大阪市子育て支援員研修、修了者優
遇 ＊特記事項参照

1,000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 (1) 9時00分～16時00分
時間外

資本金 900万円
従業員数 9人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 北浜駅下車徒歩３分
求人番号27010- 2355381
1月5日受理求人
現在の応募者数1人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週3～5日程度

13 事務補助

14 ネットショップ運営アシスタント

15 入力部スタッフ

入出荷作業（アパレル商品の検品、梱包）
事務・電話応対 ・来客対応（お茶出し） ・ファ
イリング ・請求書等の入力や発行 雑務 ＰＣ
入力（エクセル・ワード・スマイルアルファ）
◎事務できる方歓迎！ ★★★急募★★★

・在庫管理 ・出荷業務 ・顧客対応 ★事業
内容★ インターネットでの商品販売家具、
雑貨を扱う会社です。 ☆会社の特長☆ 時
代のニーズに合った幅広い商品の取り扱
いを行っています。

＊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

資格・経験 不 問

資格・経験 基本的なＰＣ操作

資格・経験 不 問

910円～1,050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～18時00分の間
時間外
の5時間
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～1,200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～17時00分
時間外
(2) 8時00分～12時00分
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日

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)10時00分～18時00分
時間外

有限会社 ヴォスコ

正栄 合同会社

株式会社 賃貸経営サポート

資本金 300万円
従業員数 7人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 堺筋本町下車徒歩６分
求人番号27010- 396981
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 120万円
従業員数 6人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ塚本駅下車徒歩１０分
求人番号27020-81210971
12月26日受理求人
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5日

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
現在の応募者数1人

8パート事務

