発行日:1月5日
12月26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。 ＊＊応募にはハローワークの紹介状が必要です＊＊
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 非鉄金属製造

2 鉄鋼製品加工・機械オペレーター

3 溶接工（溶接）

はんだ等の合金製造作業 溶解炉等で金
属を溶かす作業他

タレットパンチャー・プレスブレーキ（各アマダ製）の 操作、製
品の切断・溶接・バリ取り・孔あけ・梱包等の 仕上げ作業や
成型機の操作・製品の組立て作業を行います。図面の理解・
ＣＡＤプログラミングの経験者は優遇します。使用材料は表面
処理鋼板・アルミ・ステンレス・コイル 入荷からレベラー・
シャーリングを経て各加工・ 組立て作業までを一貫して行い
ます。 段取り作業ではクレーン・フォークリフトを使いますの
で 有資格者歓迎です。

当社テクニカルファーム（研修施設）にて未経験者の方に溶
接を中心とした技能研修を行い、溶接職場に就業していただ
きます。長期的な活躍を期待します。 ※モノづくりに興味をお
持ちの方 ・女性も進出している業界です。 （男女問わず募集
しています） ・給料をもらいながら技術が身に付きます。 ★
若者応援宣言企業★ ハローワーク内の求人情報提供パソコ
ン及び厚生労働省のポータルサイトから企業ＰＲシートをご覧
いただけます。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

174,000円～243,700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4.00月分
勤務時間 (1) 8時10分～17時10分
時間外
3時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 116日

180,000円～265,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年20万円～140万円
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外
15時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日

190,000円～200,000円
月給
正社員5人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:34歳以下 賞与 年2回2.00月分34万円～37万円
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

求人者の希望により事業所名は非公開です
資本金 10000万円
従業員数 122人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 大阪市バス／阪急バス東淀工業高校前バス停より徒歩１分

求人番号27060- 357181
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

4 金属加工及び商品の入出荷作業

月星テック 株式会社
資本金 1000万円
従業員数 14人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : ＪＲゆめ咲線桜島駅下車徒歩７分
求人番号27020-81465371
12月28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
年間休日数 122日

株式会社 総合請負サービス
資本金 9000万円
従業員数 140人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急宝塚線三国駅から徒歩２０分
求人番号27060- 625581
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

5 部品組立・部品加工・梱包

6 システムバスのアフターサービス（大阪）

＜金属加工及び商品の入出荷作業＞ 精
密研磨製品の切断及びバリ取り 包装及
び商品の受入、出荷作業 ＊機械加工経
験者優遇します。

農業、産業用噴霧器部品を組立・加工・梱
包する仕事です。 未経験の方でもできる
仕事です。

システムバスのアフターサービス ・修理受付、手配、
請求業務及び 修理現場調査、一部修理業務 ※ハ
ローワークにおいて、事業所情報があります。 求人
検索機の求人票表示画面左下『事業所情報表示』を
クリックしてご覧ください。 ※面接を希望される方は
事前にハローワークの『紹介状』の交付を受けて下さ
い。

資格・経験 機械加工経験者優遇

資格・経験 不 問

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

220,000円～225,000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3回5.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 126日

181,000円～255,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外
休日 日祝他
週休２日制 隔 週
年間休日数 110日

175,600円～296,500円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:40歳以下
賞与 あり
勤務時間 (1) 8時20分～17時20分
時間外
15時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 121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

ニッコー 株式会社

資本金 1000万円
従業員数 16人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町・長堀鶴見緑地線谷町六丁目駅下車徒歩３分

求人番号27030-47100071
12月28日受理求人
現在の応募者数7人

資本金 9000万円
従業員数 83人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線御幣島駅・阪神電車姫島駅下車徒歩１０分

求人番号27020- 116181
1月4日受理求人
現在の応募者数7人

資本金 347000万円
従業員数 680人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ★転勤範囲は東京・埼玉・名古屋
求人番号17080- 41881
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

7 大阪市（大阪支店）／機械器具の修理・保守

「食」を支える大手厨房機器メーカーのサー
ビスエンジニアです。 ユーザー訪問による機
器（自社製品の厨房機器）のメンテナンス、
保守・点検（ユーザーは一般飲食店、外食
チェーンなど） ＊入社当初は先輩社員が同
行し丁寧に指導します。

8 空調機器のアフターサービス全般／大阪市

9 ＜急募＞はんだ付け装置のサービス

○全・顕熱交換器全般のロータ更新作業
○空調機の整備更新作業 ○送風機の整
備更新作業 ○上記作業に伴う部材、部品
の調達 ○クレーム処理

西日本エリアのサポート強化のため、サービスエンジニ
ア募集します！ 仕事の内容： はんだ付け装置の搬入、
保守、点検、オーバーホール、 お客様対応。 サポートエ
リア： 関西地方、近畿地方、※海外出張も有り。スキル
アップ可能 ※入社後、製造工場（埼玉県草加市）へ配属
となります。 研修後に大阪営業所（新大阪）へ配属となり
ます。 ※最初は先輩に同行して頂き、技術を習得して頂
きます。
・理工系（機械・電気・電子）※経験期間については、経験内容等
により変わります。お問い合わせください。 ・機械分野に興味の
ある方 普免一種（ＡＴ限定可）

198,600円～278,580円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年2回5.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
20時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 118日

空調機（大型）のメンテナンス又は施工
資格・経験 経験必須 管工事施工管理技士尚可
190,600円～395,300円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時30分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

165,000円～275,000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5.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日他
年間休日数 120日

株式会社 マルゼン

高砂丸誠エンジニアリングサービス 株式会社

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 316495万円
従業員数 1,024人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 中央線阿波座駅１番出口下車徒歩２分
求人番号13030- 590481
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 41900万円
従業員数 1,390人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 本町駅徒歩５分
求人番号13040- 3176381
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 40000万円
従業員数 1,050人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ新大阪駅下車徒歩１０分
求人番号13110- 119181
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

資格・経験 普免（ＡＴ限定不可）

10 営業（大阪市都島区）

資格・経験

11 整備職／近畿エリア

12 設計職（営業技術職）

大阪支店に勤務 タクシー会社、バス会社、自動車教
習所等の既存顧客へ訪問し、「無線通信システム」
「自動車教習所関連機器」の提案営業及び、納品、ア
フターサービスを行います。（仕事内容は先輩社員が
同行し、指導します） ※業務上、車を使用する機会：
有（社有車、マイカー使用） （自家用車の借り上げ制
度もあります。）

産業車両、機械（建設用機械・工場用機
械）の 入出庫業務、接客業務、各種機械
のメンテナンス修理を する仕事

＊営業部員に同行し、お客様からの具体
的な要望、依頼を確認しつつ、それらに基
づいた提案図面・資料を作製する仕事で
す。お客様の思いを図面化し、本社技術
部との中継を行います。 ※ＣＡＤ（２Ｄ）を
使い機械図面が描けること

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 中型自動車免許

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

195,000円～278,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 8時35分～17時30分
時間外
10時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

191,500円～256,500円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年2回5.60月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
30時間
休日 日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 115日

190,500円～238,500円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年2回2.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時40分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 113日

新潟通信機 株式会社

株式会社 レント 西淀川営業所

三鈴工機 株式会社

資本金 7500万円
従業員数 209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- 1271581
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 137817万円
従業員数 842人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線御幣島駅下車徒歩１０分
求人番号27020-81315271
12月26日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9516万円
従業員数 140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１０分
求人番号24010- 444581
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

13 警報器の取付作業等（弱電工事）

14 ルート配送＊急募＊

15 食品加工作業・配達業務

・自社製品（カードリーダ等）、センサー等
の取付 ・上記製品の配線工事 ・設置後
の保守メンテナンス等 ※電気工事、弱電
工事経験者優遇します。

・ポリ袋の製造販売の会社です。 ＊得意
先や加工先へポリ袋の製品・半製品を届
けて頂く 仕事です。 車ハイエース又は、
２ｔ車 ＊＊急募＊＊

かつお節やだし昆布等のだし材料を製造・
ピッキングして うどん屋さん・そば屋さん・
ラーメン屋さんに 届ける仕事です。 製造
を中心に配達もお手伝いしていただきま
す。

弱電工事経験者優遇 ※弱電経験者
ＯＫ 普免（ＡＴ限定不可）

資格・経験 運転経験 普免（ＡＴ限定不可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

206,050円～287,880円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 あり
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
15時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

240,000円～240,000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2.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
15時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 109日

200,000円～250,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年3回3.50月分
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 日祝他
年間休日数 110日

株式会社 エヌケーシー

求人者の希望により事業所名は非公開です

有限会社 徳 島 屋

資格・経験

資本金 6100万円
従業員数 48人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄東三国駅下車徒歩５分
求人番号23020- 65081
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 23人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ環状線天満駅下車徒歩３分
求人番号27020- 2081
1月4日受理求人
現在の応募者数4人

資本金 3000万円
従業員数 24人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : 阪神野田・東西線海老江・地下鉄野田阪神下車徒歩５分

求人番号27020- 2053581
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

7生産工程・運輸

