発行日:1月5日
12月27日～1月5日
受理求人

の求人

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。
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 スーパーバイザー（ＳＶ）近畿エリア

2 焼鳥・チキン惣菜販売調理（天満橋）

3 フルーツ等の販売（北区）

担当地域の直営店店長やＦＣ加盟店のオーナーを対象に店
舗のマネジメントや経営アドバイスなどをお任せします。 本
社と直営店・ＦＣ加盟店の橋渡し役として、店舗の売上ＵＰや
ブランドの浸透などの指導を行ってください。 【入社後は】 ま
ずは１～数か月程度「ほっかほっか亭」店舗で実際に商品を
作ったりお客様と接したり、スタッフのシフトを組んだりといっ
た経験を通じて、店舗運営のポイントを掴んでいただきま
す。 ※業務習得の度合いによって店舗での研修期間は変
わります。

フレスト天満橋店食品売場での勤務になります。 １．百貨店
でチキン・チキン惣菜を販売していただきます。 ２．お客様の
接客・応対・商品の包装をしていただきます。 ３．焼鳥・唐揚
げ等の調理をしていただきます。 ４．チキンのカット・調理・
盛り付けをしていただきます。 ５．チキンに関する専門技術
と知識が身につきます。 ６．実力次第で幹部登用があります
（実績あり）。 ７．３カ年で食鳥処理衛生管理者の国家資格
がとれます。 ８．未経験者でも大丈夫です。

百貨店での果物の販売、 果物を使ったス
イーツの販売を 行って頂きます。

資格・経験 普免（ＡＴ限定免許可）

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

233,262円～398,031円
月給
正社員10人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:40歳以下
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
30時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

212,367円～262,964円
月給
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1.50月分
時間外
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分
29時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 90日

180,000円～240,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:45歳以下
賞与 年0万円～60万円
時間外
勤務時間 9時00分～21時00分の間
の7時間以上
30時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 95日

株式会社 ハークスレイ

株式会社 丸徳

資本金 400000万円
従業員数 1,066人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 902781
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 3000万円
従業員数 70人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 京阪・谷町線天満橋駅下車徒歩３分
求人番号27180- 109581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

株式会社 木村商店
資本金 1000万円
従業員数 39人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 阪急梅田駅下車徒歩５分
求人番号27020- 2010581
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

4 販売員

5 ＣＯＡＣＨバック・洋服等の販 売／大阪高島屋

6 営業（呉服・宝石）及管理職／本町店

漆器売り場にて、箸専門ショップの接客・
販売のお仕事に 従事して頂きます。 ・商
品の受発注 ＊土・日曜日に勤務出来る
方を希望します。

■お仕事内容■ ・お客様へのコーチらしい
サービスの提供 ・各種コーチ商品の販売 ・
コーディネート提案 ■就労環境■ ・月平均
８～９日の休暇 ・残業月２０時間以下※残業
はほとんどありません。 ・育休／時短勤務
実績あり

＊呉服、宝石の販売 ・店舗を軸として地
域に密着した販売をする。 ・店舗を運営す
る店長を補佐する役割もある。

資格・経験

（食器・箸に興味のある方、接客業務
経験者なら尚良し）

・アパレル業界での接客販売経験
者
200,000円～200,000円
月給

資格・経験

150,000円～200,000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 なし
勤務時間 (1) 9時30分～18時30分
時間外
(2)11時00分～20時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 106日

正社員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 9時30分～20時30分の間
時間外
の8時間程度
20時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 114日

株式会社 兵左衛門

コーチ・ジャパン 合同会社

資本金 6000万円
従業員数 80人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 下車徒歩分

求人番号18060- 101281
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 1,900人
就業場所 : 中央区
最寄駅 :
求人番号13040- 286381
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

資格・経験

呉服小売販売経験 普免（ＡＴ限定可）

250,000円～500,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年60万円～200万円
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 108日

株式会社 松葉
資本金 7000万円
従業員数 200人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄本町駅下車徒歩３分
求人番号27030- 692281
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

7 アパレル販売（販売スタッフ）／梅田大丸

8 店舗運営・販売店長候補 （大阪市北区）

9 販売員（店舗運営全般管理業務／心斎橋本店）

１．接客・販売 ２．店舗（ディスプレイ）演出
３．商品陳列、整理 ２０～３０歳代の女性を
ターゲットとしたインポートセレクトショップの
アイテムを着用し、販売をしていただきます。
☆平成２９年度若者応援宣言企業（ＰＲシー
トあり）

接客・販売からスタート、マネジメント業務・店舗運営を お任
せします。 【具体的には】 まず、パンの種類・価格・名前を覚
えるところからスタートし、接客・レジだけでなく、「売れる陳
列とは」を考え、 売り場づくりのノウハウを身につけてくださ
い。 ゆくゆくは、スタッフの採用・教育、自社で創るパンの商
品企画、来店を楽しくさせる内装づくりや販促企画、天候や
気温から読み取る生産調整などを通して、実践的な経営ノウ
ハウが身につきます。 ★最短３ヶ月で店長になった社員も
います。

＊お茶の販売、ソフトクリーム、スィーツの
販売、接客 ＊売上管理、人事管理、店舗
運営全般 受発注書の処理、簡単な出荷
作業 ※楽しくお茶の勉強ができます

資格・経験 不 問

資格・経験

170,000円～220,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:34歳以下
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
8時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 113日

220,000円～350,000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
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
(2)13時30分～22時00分
20時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 85日

170,000円～215,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:44歳以下
賞与 年10万円～20万円
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
10時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 105日

田中興産株式会社 絵里奈事業部

株式会社カスカード

株式会社 宇治園

資本金 9683万円
従業員数 284人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ線大阪駅／各線梅田駅下車徒歩１分
求人番号13070- 1300181
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

食品・飲食関連業界で接客／販売の経験１年以上（前職の雇用形
態不問）食品物販、ファストフード、ファミレス、カフェ、スーパー等
の出身者も活躍中！リーダー・店長優遇します。

資本金 3000万円
従業員数 269人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 阪急梅田駅下車徒歩１分／ＪＲ大阪駅下車徒歩３分

求人番号28040- 100681
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

資本金 4000万円
従業員数 160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２分
求人番号27030- 518581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

10 販売及び店舗運営、管理業務 ／中央区・天王寺区・東成区

11 美容部員

12 店内医薬品販売（正）／高見店

◇販売及び店舗運営、店舗管理業務 ・接
客、販売及び商品等の管理業務 ・直営店舗
での店舗管理、運営業務 ・スタッフのマネジ
メント ＊将来の店長候補として、各業務を
担当して頂きます。 入社後、［登録販売者］
資格取得支援制度あり

現在、皮膚科や形成外科で導入が急増し
ているケミカルピーリングを始め、美容に
関するアドバイザーとして、得意先に情報
の提供や医学会で自社製品の紹介を行っ
ていただきます （医療機関、薬局） ・出張
あり、全国

医薬品コーナーを中心とした接客、商品販
売、レジ業務、 商品補充・陳列、売場作り
等の店舗運営業務

資格・経験 不 問

資格・経験

179,700円～233,400円
月給
正社員3人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年2回3.75月分
勤務時間 (1)10時00分～19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 116日

300,000円～520,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:34歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 9時00分～19時00分
時間外
10時間
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

株式会社 サンドラッグ
資本金 393120万円
従業員数 8,446人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : ＊［店舗］についてはホームページをご覧下さい

求人番号13200- 259081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

最低限のパソコンの使用ができること
普免（ＡＴ限定可）

株式会社 ケイセイ 大阪営業所
資本金 4500万円
従業員数 20人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋駅下車徒歩５分
求人番号27030- 740081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

医薬品販売経験者 ※旧薬種商の方 ※旧薬

資格・経験 種商免許保有者 普免（ＡＴ可）

274,800円～287,300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
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外
(2)12時00分～21時00分
週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 107日
株式会社 コスモス薬品
資本金 417800万円
従業員数 25,000人
就業場所 : 此花区
最寄駅 :
求人番号40010- 1685381
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

13 登録販売者（福島駅前店）

14 総合職

15 携帯販売のお仕事地域職（梅田中央）

店内での医薬品販売・接客・清掃・品だし等
★事業内容★ 医薬品販売・コンビニエンス
ストア経営・調剤薬局 ☆会社の特長☆ 老舗
薬ヒグチとファーマライズホールディングスが
合併し新たに薬ヒグチ＆ファーマライズとし
て、医薬品販売に加えファミリーマートと共同
し新しく展開しております。

花合わせ、接客、ＰＯＰ作成、商品陳列 フラワーアレ
ンジ、在庫管理、レジ回り ラッピンング、値付け 店づ
くり全般、ビジュアルマーチャンダイジング ディスプレ
イ、クリスマス、お正月の店づくり 仕入全般、商品セ
レクト、各メーカーへの 展示会参加、リサーチ、いず
れ海外バイヤー 企画マネージメント、商品企画、新
店舗立ち上げ ブランディングなど

当社運営のソフトバンクショップでのお仕事
です。 携帯電話の販売及び各種受付業務
に携わっていただきます。 携帯電話販売に
興味のある方大歓迎です！ 未経験でも人と
接するのが好きな方大歓迎です！ 研修が
ありますので安心してスタートできます☆

資格・経験 登録販売者資格

資格・経験

161,000円～230,000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 年2回
勤務時間 9時00分～21時00分の間
時間外
の8時間程度
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 106日

180,000円～200,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30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
(2)10時00分～19時00分
5時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 110日

190,000円～300,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:34歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外
(2)11時00分～20時00分
10時間
週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 115日

薬ヒグチ＆ファーマライズ株式会社 大阪本部

株式会社 花びし

テレニシ株式会社

資本金 9000万円
従業員数 564人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ大阪環状線福島駅下車徒歩１分
求人番号27010-84627871
12月27日受理求人
現在の応募者数0人

海外バイヤーに関しては 英語・中国
語出来れば歓迎

資本金 3800万円
従業員数 16人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 本町下車徒歩３分
求人番号27010-84668871
12月28日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験 不 問

資本金 3000万円
従業員数 550人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋線西梅田駅、ＪＲ大阪駅下車徒歩３分

求人番号27010- 1862581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

4販売

