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。
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 看護助手

2 看護助手

3 診療アシスタント（北区）

病棟における看護補助業務病院入院患
者様の・清潔介助・食事介助・入浴介助・
排泄介助などの看護補助の仕事です。
＊男女ともに活躍できる職場です。 ＊施
設内外での研修に多数参加できます。

看護助手 ・消毒、滅菌業務 ・看護師業
務の補助等

診療や処置の準備、後始末、清掃等を
行っていただきます。 （看護師の仕事を除
きます）

ヘルパー１・２級取得者優遇 初心者の方

資格・経験 は当院で研修を受講して頂きます。
216,000円～256,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳～64歳
賞与 年2回
勤務時間 (1) 8時45分～17時15分
時間外
(2)16時45分～ 9時15分
休日 祝他
週休２日制 その他
年間休日数 109日

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

157,000円～183,000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4.00月分
時間外
勤務時間 (1) 9時15分～19時00分
(2) 9時15分～13時30分
休日 日祝他
週休２日制 な し
年間休日数 92日

182,000円～182,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:44歳以下
賞与 年2回2.00月分
時間外
勤務時間 (1) 9時30分～20時00分
10時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 105日

医療法人藤仁会 藤立病院

医療法人 西恵会 西川婦人科内科クリニック

資本金 5000万円
従業員数 153人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 地下鉄谷町・今里筋線太子橋今市駅から徒歩４分

求人番号27020- 1281981
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 40人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄本町駅から徒歩２分
求人番号27010-84464571
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

医療法人 オーク会
資本金 1000万円
従業員数 67人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄四つ橋線西梅田駅／ＪＲ東西線北新地駅下車徒歩３分

求人番号27040- 671481
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

4 理・美容師／レディースアートネイチャー梅田サロン

5 マネージャー職幹部候補

6 エリアマネージャー／課長／ハゲ天大阪ステーションシティ店

・髪の悩みを解決してお客様に笑顔になって頂くお仕事です
・ウィッグのセットや増毛、育毛、お客様の地毛のカット、 カ
ラー等をします。 ・ブランクある方、ウィッグ未経験の方も安
心の研修制度あります。 ・お客様は担当制で月７０～８０名
程度の接客 ・週休２日制、残業は月１０～１５時間程度なの
で自分の時間もしっかりとれます。 ・２０歳～６５歳までのス
タッフがチームワークを大切にしている環境です。

まつげエクステ専門店のスタッフ管理、 技
術指導、商品開発等のマネジメント業務。

創業昭和３年、天ぷら専門店 老舗銀座ハ
ゲ天の店舗管理、運営マネジメント、 調
理・調理指導等 （関西～名古屋地区担
当） 百貨店の惣菜店舗担当

資格・経験

一般の理美容室でのスタイリスト経験 （アシスタント、ブランクある
方でも相談に応じます。） 理容師、もしくは美容師免許

資格・経験

店長経験ありもしくはＳＶ経験あり大
歓迎 美容師免許

資格・経験

飲食業界経験者 和食（天ぷら）であれば尚可 マネジ
メント経験店長経験・店舗管理経験

200,000円～246,000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2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時40分～18時40分
時間外
(2) 8時40分～17時40分
10時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 111日

270,000円～380,000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 なし
勤務時間 9時00分～18時00分の間
時間外
の8時間程度
29時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

280,000円～320,000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5万円～15万円
勤務時間 (1)10時00分～20時00分
時間外
10時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 79日

株式会社 アートネイチャー

株式会社 Ｂｌａｎｃ

株式会社 渡辺ハゲ天

資本金 366724万円
従業員数 2,288人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩３分
求人番号13070- 1004181
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9253万円
従業員数 350人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 :
求人番号27060- 1134381
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 5000万円
従業員数 400人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅から徒歩１分
求人番号13010-56254872
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

7 寿司職人（中央区）

8 栄養士・調理師（Ｉキャスト）レイモンドみてじま保育園

9 調理師・栄養士（淀川区）

にぎりずしをにぎる すしネタを仕込み 初
めての方でも指導します （１１時～２１時
休憩２時間食事付）

大阪市内にある認可保育園での給食調理業務を
お願いいたします。 ０歳～１歳の定員になるの
で、離乳食の調理経験がある方が望ましいです。
調理業務以外では、献立は法人本部栄養士によ
り作成しますので、食材の発注や精算、食育活動
などになります。 保育園での調理業務経験のあ
る方、大歓迎です。

・小学校給食での材料の切りこみ、調理、
洗浄等のお仕事 です。 ・春、夏、冬休み
あり ＊お子様の休みにも合わせられます
※お気軽にお問い合わせください。 ※ご
応募にはハローワークの紹介状が必要で
す。

休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

保育園での調理業務経験 栄養士資格
資格・経験 もしくは調理師免許あれば、なお良し
203,000円～271,680円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:64歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 7時30分～19時30分の間
時間外
の8時間程度
5時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 106日

求人者の希望により事業所名は非公開です

社会福祉法人 檸檬会

資格・経験 すし職人優遇

280,000円～450,000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 あり
勤務時間 (1)11時00分～21時00分
時間外

資本金 3000万円
従業員数 17人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄千日前線日本橋駅下車徒歩３分
求人番号27010- 428781
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

従業員数 900人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線加島駅下車徒歩８分
求人番号30016- 3158671
12月28日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

栄養士免許

170,000円～250,000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 なし
勤務時間 (1) 7時30分～16時30分
時間外
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 113日

イートランド株式会社 関西事業所
資本金 1000万円
従業員数 900人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 :
求人番号27060-45579771
12月27日受理求人
現在の応募者数0人

10 調理員

11 調理員（北区大淀中）

12 調理スタッフ（北区）

保育園の給食調理・献立作成及び栄養管
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 ２年目以降、正社員への道あり ※
平成２９年度は姉妹園での勤務が可能で
す

公立保育所における大量給食調理業務の補
助 ★事業内容★ 大阪市内の公立保育所の管
理運営。保育ニーズへの対応（延長保育、乳
児保育、子育て支援センター等）するため、特
別保育事業などを行っている。 ☆会社の特長
☆ 大阪市こども青少年局の一部門で公立保
育所の管理運営全般を担当しています。

ルクア大阪Ｂ２階、バルチカ内の大衆居酒屋
です。（席数５５席） お造り、おばんざいなど
厨房業務を主に仕込み～営業をお願いしま
す。 厨房内は、揚場、焼場、板場とドリンク
の４名で担当しています。 就業前に、ルクア
で研修を受けていただく必要があります。

資格・経験 栄養士又は調理師免許

資格・経験 不 問

資格・経験 調理経験あれば尚良し

182,600円～222,200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3.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外

141,000円～141,000円
月額(日給)
正社員以外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 7時30分～19時45分の間
時間外
の7時間以上
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 104日

260,000円～300,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 年8万円～30万円
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
(2)17時00分～ 1時00分
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 110日

大阪市こども青少年局 保育施策部

株式会社 竹茂

休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 100日

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27150-23287671
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

13 （正）店長候補（大丸梅田店）

従業員数 41,000人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020-81420271
12月27日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 95人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020- 209581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

14 イタリアンカフェのキッチン

15 建物管理および調査

●串揚げ専門店の店長候補として調理、
ホール接客業務 店舗運営全般

◎レゾート＆レストランピソラ京橋店にて
キッチン・ホール・レジ・アルバイト指導等
店舗・管理全般おまかせします。

・管理物件（倉庫、工場）の定期検査 ・現地
写真撮影 ・検査報告書の作成（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ
ｅｌ使用） ・軽微な修繕（できる範囲でＯＫ） ・
修繕工事の下請け業者打合せ、見積書作
成 ・ＣＡＤによる図面作成 （ＪＷＣＡＤまたは
ＡｕｔｏＣＡＤ）

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

320,000円～390,000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
勤務時間 10時00分～22時00分の間
時間外
の8時間程度
30時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 104日

179,500円～279,500円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳～59歳
賞与 年2回2.50月分
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外
(2)14時30分～23時30分
30時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 87日

180,000円～220,000円
月給
正社員1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～17時30分
時間外

株式会社 神戸ファインフーズ

株式会社 ラ・カーヴコーポレーション

三基建設 株式会社

資本金 5000万円
従業員数 125人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅各線梅田駅下車徒歩２分
求人番号28020- 33181
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 5000万円
従業員数 390人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : 京阪・ＪＲ・地下鉄京橋駅下車徒歩２分
求人番号27130- 306181
1月4日受理求人
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 6000万円
従業員数 20人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急京都線南方駅より徒歩１分
求人番号27060- 62981
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

5サービス

