発行日:1月5日
12月26日～1月5日
受理求人

販売・サービス

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。

2 和スイーツ店での販売（淀川区）

3 ≪急募≫化粧品・サプリメントの販売／大阪市中央区

＊和スイーツ店での販売・接客 ※経験・
免許・資格は不問です

免税店の化粧品フロアにて、コスメとサプリを販売す
るお仕事です。お客様は、中国から日本に来られた
観光客の皆様です。お土産用のコスメとサプリをご案
内して頂きます。中国語パンフレットやカタログを見
ながらお客様に説明をしますので、難しくありませ
ん。販売後、売上報告を本社にして頂き、商品補充
をお願いします。 ＊平日勤務できる方歓迎

資格・経験

資格・経験 不 問

資格・経験

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30分～20時30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3～4日程度

910円～910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
時間外
勤務時間 (1) 9時30分～18時00分
(2)12時00分～18時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

1,150円～1,150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
時間外
勤務時間 9時00分～21時00分の間
の6時間以上
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週3日以上

コーチ・ジャパン 合同会社

株式会社 宇治園

株式会社 ヒロソフィー

資本金 10000万円
従業員数 1,900人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号13040-54424572
12月28日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 4000万円
従業員数 160人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ・地下鉄新大阪駅下車徒歩３分
求人番号27030- 520281
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

4 接客販売／大阪ショールーム （パート社員）

5 ケアワーカー（介護職・通所）（老人保健施設）

6 ケアスタッフ

○接客販売、レジ、電話応対、仕入・発注などの商品管
理、 梱包、ディスプレイなど、ショップ運営に関わる業務
全般 ○上記業務がメインの仕事ですが、取引先様から
のお問合せや、本社や他店舗との連携もあり、ビジネス
スキル及びコミュニケーションスキルも求められます。
土日祝日の勤務が可能な方優遇します 【雇用期間】６
か月毎の更新制 ◎ハローワークの紹介状が必要です

介護老人保健施設デイケア（通所）での介
護業務全般。 （身体介護、食事介助、入
浴介助・排泄介助、レクリェ－ション等）

○特別養護老人ホームにおける 介護業
務全般 食事や入浴、掃除などの支援
＊１ユニット１０名。全室個室 ＊就業時間
については、相談に応じます。 ＊経験不
問求人です。お気軽にお問合せください。

資格・経験 不 問

資格・経験

920円～920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 10時50分～21時10分の間
時間外
の6時間程度
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週4～5日程度

1,122円～1,122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30分
時間外
10時間
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

1,050円～1,050円
時給
パート労働者10人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:18歳以上
賞与 年2回
勤務時間 (1) 7時00分～16時00分
時間外
(2) 9時00分～18時00分
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週4～5日以内

白山陶器 株式会社

医療法人 清翠会

社会福祉法人 育福会

1 ＣＯＡＣＨバック・洋服等の販売／梅田大丸

■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
・アパレル業界での接客販売経験
者
1,200円～1,200円
時給

資格・経験

ＰＣ操作（ＭＳオフィス系）、接客経験
のある方優遇

資本金 4800万円
従業員数 92人
就業場所 : 中央区
最寄駅 :
求人番号42040- 6981
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 6800万円
従業員数 940人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 地下鉄谷町線関目高殿駅４番出口下車徒歩３分

求人番号27020- 557881
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

中国語：ネイティブレベル 日本語：簡
単な日常会話程度

資本金 3000万円
従業員数 180人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : ＪＲ難波駅徒歩３分
求人番号13040-54262372
12月27日受理求人
現在の応募者数1人

ヘルパー２級以上あれば尚良し 無資
格でも大歓迎

従業員数 70人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急線十三・ＪＲ塚本駅下車徒歩１５分
求人番号27060-45540171
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

7 訪問介護職員

8 訪問介護（ホームヘルプ業務）

9 調理補助（パート）

〈訪問介護の仕事〉 訪問による身体介護
及び生活援助業務 ＊訪問範囲：大阪市
西区、港区、大正区、浪速区 ＊訪問手
段：主に自転車使用 ［介護］

訪問介護業務（高齢者、障がい者・児）
生活援助：掃除、洗たく、調理など 身体
介助：清掃、排泄介助、食事介助、通院介
助など ※高齢者、障がい者・児の介護
については相談に応じます。

※※急募※※ ・保育園内の調理室内で
の補助業務です ・園児達への配膳・離膳
や簡単な調理補助 ・調理器具や食器の
洗い物等 ※子ども好きな方、大歓迎で
す。

資格・経験

介護職員初任者研修修了（ヘルパー
２級）以上 ［介護］

資格・経験

介護職初任者研修（ヘルパー２級） 実務者研修（基
礎研修）、介護福祉士のいずれか

資格・経験 不 問

1,220円～1,840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 8時00分～19時00分の間
時間外
の3時間程度
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～4日程度

1,575円～2,275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 8時00分～18時00分の間
時間外
の5時間程度
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日

910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) 8時00分～13時00分
時間外
(2)13時00分～17時00分
週休２日制 毎 週
休日 日祝他
週所定労働日数 週3～5日

医療法人 日新会 ケアヴィレッジ九条

社会福祉法人 キリスト教ミ－ド 社会舘

社会福祉法人山の子会 茶屋保育園

資本金 5000万円
従業員数 215人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄・阪神線九条駅下車徒歩３分
求人番号27030- 1030081
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 180人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 :
求人番号27060- 642481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 83人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 阪急中津駅下車徒歩３分
求人番号28040- 25481
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

10 調理補助

11 調理スタッフ（京橋）

12 海鮮丼の製造・販売（厨房）及びレジ

保育園の給食調理（園児８０名・職員１５
名） ※平成３０年４月１日 大阪市西区
の日生病院跡地に開園 ※平成２９年度
は姉妹園での勤務が可能です

○百貨店で、焼魚・煮魚・唐揚・天ぷら・お弁
当などを 販売しています。 〇販売スタッフ
の補助業務あり。 ＊本社工場より仕込み済
みの材料が毎日届きますので、 百貨店内厨
房で「焼く」「煮る」「揚げる」といった 最終調
理をお願い致します。

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！

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

910円～910円
時給
パート労働者3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～16時00分
時間外

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:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時00分～14時00分
時間外
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～4日程度

950円～1,100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～14時30分
時間外
(2)11時00分～14時30分
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週1～5日

株式会社 富 惣

株式会社 グローネット

休日 日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3～6日程度

社会福祉法人 智恩福祉会
従業員数 350人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪市営地下鉄中央線阿波座駅下車徒歩８分

求人番号27150-23291971
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 3000万円
従業員数 500人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : 各線京橋駅下車徒歩３分
求人番号27080- 548581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

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
現在の応募者数0人

13 うどん屋のキッチン・ホールスタッフ（大阪市北区）

14 売店スタッフ及び調理補助

15 保育支援員

セルフサービスのうどん屋 オープンキッチン
内での接客、調理、レジ業務、洗い場などの
仕事をお願いします。 ・未経験の方でも研
修があるため、安心して働くことが出来ま
す。 ・フリーターの方、学生の方、シニアの
方、幅広い年代の方歓迎。

中島パーキングエリア内において １．売店
の接客業務をメインとして ２．セルフレストラ
ン「うみかぜＫｉｔｃｈｅｎ」での 調理補助（うど
ん、そば、ラーメン、丼、定食、 カレー、ピラ
フ、サンドイッチ等） ※土・日曜日と祝日又
は平日で週３日勤務

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。
・園内での保育業務 ・園外での地域活動業務 ・保護者との
密なコミュニケーション ・上記に係る連絡帳や報告書の作成
など一切

資格・経験 不 問

資格・経験 調理、接客に興味のある方

資格・経験

950円～950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 9時00分～16時00分の間
時間外
の2時間以上
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～5日

909円～909円
時給
パート労働者3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) 7時00分～11時00分
時間外
(2)16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日程度

1,050円～1,200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 7時30分～19時30分の間
時間外
の4時間以上
週休２日制 毎 週
休日 日他
週所定労働日数 週1～5日

イワサキフーズ 株式会社

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 アール・ジェイ

資本金 5754万円
従業員数 125人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄谷町線東梅田駅下車徒歩６分
求人番号27020-81285871
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9900万円
従業員数 250人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 地下鉄「朝潮橋駅」／ＪＲ・地下鉄「弁天町駅」から送迎

求人番号28010- 613181
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

※大阪市子育て支援員研修修了者
優遇 （＊特記事項参照）

資本金 900万円
従業員数 9人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄北浜駅下車徒歩３分
求人番号27010- 2353181
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

9パート販売・サービス

