清掃・軽作業

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 食品加工（大阪工場）

2 縫製（姫島工場）

3 ＤＴＰオペレーター

簡単な食品加工、軽作業をして頂きます。
＜主な作業内容＞ ・麺加工 ・食肉加工

＜縫製（姫島工場）＞ 工業ミシンを使用
しての縫製 ニット製品やサポーターの縫
製 ＊洋裁学校卒または 縫製工場の勤
務経験者を募集します

＊来店客の接客・説明・データ確認 ＊各
種出力・加工機による製作作業（一部に納
品作業） ＊電話問い合わせの対応 ※
未経験の方でも丁寧にお教えします

資格・経験 不 問

資格・経験

資格・経験

＊パソコン操作（イラストレータ、フォトショップ、 エクセル、ワード、
パワーポイント） の知識もしくは実務経験あれば尚良

パート労働者2人募集
交通費 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4時間以上
休日 日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3日以上

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:不問
賞与 なし
時間外
勤務時間 (1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日程度

1,050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
時間外
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分
3時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週3日以上

アトム 株式会社 大阪営業所

株式会社 オービル

株式会社 アクセアマネージメント

時給

1,050円～1,050円

洋裁学校卒または 縫製工場の勤務
経験者

資本金 6300万円
従業員数 300人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線中津駅下車徒歩１５分
求人番号27030- 96081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

4 製本作業

資本金 1000万円
従業員数 6人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 阪神姫島駅下車徒歩１０分
求人番号27030-47148771
12月28日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 1100万円
従業員数 5人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四つ橋線四ツ橋駅下車徒歩１分
求人番号27030-47143071
12月28日受理求人
現在の応募者数0人

5 画像処理オペレーター

6 デイサービスにおける送迎業務（ドライバー）

●製本機への給紙 ●製品の梱包 ★事業
内容★ カタログ、パンフレット製本紙工 ☆
会社の特長☆ 情報産業の一員として本を
作る作業です。技術を持っていれば将来
に対しても安心な面が強い。

パソコンを使用して、写真のトリミング等
イメージデータの加工作業をお任せしま
す。

デイサービスにおける送迎ドライバー業務
★事業内容★ 介護関連事業、調剤薬局
配食サービス事業部 ☆会社の特長☆ 利
用者様、お客様の笑顔のため、そして全
てのスタッフの笑顔のために、日々、成長
し続ける会社です。

資格・経験 不 問

資格・経験 パソコン操作

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

920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) 9時00分～17時30分
時間外
(2)10時00分～17時30分
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～5日

1,000円～1,000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 (1) 9時00分～17時30分
時間外
(2)21時00分～ 5時30分
10時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3日以上

947円～1,037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) 8時15分～10時30分
時間外
(2)15時30分～17時30分
週休２日制 毎 週
休日 日他
週所定労働日数 週5日

株式会社 広集舎

アトラス情報サービス 株式会社

資本金 1000万円
従業員数 30人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : 大阪環状線ＪＲ野田駅下車徒歩３分
求人番号27020- 2061581
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9000万円
従業員数 400人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町四丁目駅下車徒歩５分
求人番号27010- 1482081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

株式会社 クオレ
資本金 3300万円
従業員数 219人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 :
求人番号27020- 1324881
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

7 果物加工センター長アシスタント（補助）／大阪市此花区

8 配送（自転車を利用）＊＊急募＊＊

9 マンションの営繕業務 ＝急募＝

・当社加工センターでの青果の梱包・配送
準備・荷捌き ・取引先である百貨店や
スーパー向けの青果の梱包、 配送準備、
荷捌きをしていただきます。

・自転車を利用した大阪市内の配送及び
引き取り作業。・ＴＶコマーシャルテープや
見本誌などを広告代理店で預かり、テレビ
局や雑誌社、新聞社などに搬入していた
だきます。配送エリアは大阪市内です。
＊＊急募＊＊

営繕業務 マンションの清掃（自社所有分）
簡単な修理 修理の発注
★★急募★
★

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) 8時00分～15時00分
時間外
10時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週5～6日程度

1,100円～1,200円
時給
パート労働者5人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1)13時00分～17時00分
時間外

1,500円～1,875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) 9時30分～18時30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3～5日程度

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週3～4日程度

生興産業株式会社

求人者の希望により事業所名は非公開です

山の屋産業 株式会社

資格・経験

市場・同業経験者歓迎 未経験者可 普免（ＡＴ限定可） フォークリフ
ト・ターレット経験者歓迎

資本金 2000万円
従業員数 50人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : ＪＲ西九条駅下車徒歩８分
求人番号27020- 1403781
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 300万円
従業員数 23人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄西梅田駅下車徒歩５分
求人番号27020- 1332881
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

上記業務経験者 パソコン基本操作
普免（ＡＴ限定可）

資本金 8000万円
従業員数 7人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩５分
求人番号27020- 1501281
1月5日受理求人
現在の応募者数1人

11 日常清掃

12 セット作業

建物清掃 玄関、廊下、階段、ゴミ庫等
＊＊急募＊＊

・７階建てビル内の日常清掃になります。
（火曜日と金曜日の週２日のお仕事です）

＊製図器・画材用品のセット作業 ★事業
内容★ 設計製図用品、デザイン用品、画
材用品等の卸売業 ☆会社の特長☆ 製図
器業界では老舗である。 少人数で効率の
よい仕事を目指している。 明るい職場で
ある。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

1,000円～1,000円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 9時00分～17時00分の間
時間外
の1時間程度
休日 月水木土日祝 週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2日

910円～910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～12時00分
時間外

960円～960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) 9時00分～17時00分
時間外

休日 月水木土日祝 週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2日

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日程度

毎美エンジニアリング 株式会社

株式会社 極東エンタープライズ

株式会社 中津商店

10 清掃員（マンション共用部清掃）（此花区）＊急募＊

資本金 1000万円
従業員数 250人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 阪神千鳥橋駅下車徒歩８分
求人番号27020-81239371
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 400人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪市営地下鉄肥後橋駅下車
求人番号28020-28970071
12月28日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 1000万円
従業員数 10人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄日本橋駅・谷町九丁目駅下車徒歩１０分

求人番号27030-47106871
12月28日受理求人
現在の応募者数3人

13 軽作業

14 軽作業

15 撮影補助

＊練製品の凍結及び箱詰め ★事業内容★ 関西屈
指の冷凍倉庫を保有し、多種多様の冷凍食品を取
扱う。 自社通関により、輸出入食品の一貫作業が作
業が可能です。 他事業として、食品の加工・販売
業。 ☆会社の特長☆ 関西屈指の自動立体倉庫を
保有。また、超低温倉庫も保有し、各種保管温度帯
に対応している。冷凍加工場においては、ＨＡＣＣＰ
の認可を受け、衛生面で高評価。

印刷物の箱詰めと出荷準備を行なって頂
きます ＊１０ｋｇ程度の箱を扱う業務です

・撮影商品の受入、搬出及び撮影準備 ・
撮影点数確認 ・撮影スケジュール確認 ・
その他雑務全般 撮影のある時にスタジ
オへ適時直行直帰

資格・経験 不 問

資格・経験 普免（ＡＴ）尚良

資格・経験 基本的なパソコン知識（エクセル）

1,500円～1,500円
時給
パート労働者2人募集
年齢:不問
勤務時間 (1) 8時00分～16時00分

910円～1,000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 あり
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外

980円～1,010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 あり
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

交通費 なし
賞与 なし
時間外
30時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週5～6日程度

株式会社 セントラル・コールド・ストレージ
資本金 15000万円
従業員数 80人
就業場所 : 此花区
最寄駅 :
求人番号27020- 182081
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

休日 土日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3～5日程度

求人者の希望により事業所名は非公開です
資本金 1000万円
従業員数 13人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町四丁目駅下車徒歩５分
求人番号27010- 2293681
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

週休２日制 その他
休日 日他
週所定労働日数 週4～5日程度

株式会社 世真 大阪本社
資本金 4500万円
従業員数 55人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020-81445871
12月28日受理求人
現在の応募者数0人

10パート清掃・軽作業

