短期バイト
特集

発行日:1月5日
12月25日～1月5日
受理求人

３ヶ月程度

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。
1 行政事務

2 一般事務補助（北税務署）

3 一般事務補助（大淀税務署）

雇用期間 : 平成30年2月1日～3月30日
名簿のﾃﾞｰﾀ入力､書類整理等

雇用期間 : 平成30年2月19日～3月23日
個人情報に関する慎重な取り扱いが求め
られる業務 になります｡ ･確定申告書の
整理､申告ﾃﾞｰﾀのﾊﾟｿｺﾝ入力 ･申告書用
紙の交付 ･その他事務補助

雇用期間 : 平成30年2月16日～3月15日
個人情報に関する慎重な取り扱いが求め
られる業務 になります｡ ･確定申告書の
整理､申告ﾃﾞｰﾀのﾊﾟｿｺﾝ入力 ･申告書用
紙の交付 ･その他事務補助

資格・経験 パソコン操作（ワード・エクセル等）

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

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45分
時間外

958円～958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
時間外
勤務時間 (1) 9時30分～16時15分

958円～958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)10時15分～17時00分

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4日程度

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日程度

近畿運輸局 自動車技術安全部

大阪府なにわ北府税事務所

大阪府なにわ北府税事務所

時給

1,067円～1,067円

従業員数 700人
就業場所 : 大阪市中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線・中央線谷町四丁目駅下車徒歩１分

求人番号27010- 2214881
1月5日受理求人
現在の応募者数3人

4 一般事務補助（東淀川税務署）

従業員数 10,451人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 : 地下鉄扇町駅又はＪＲ天満駅下車徒歩５～１０分

求人番号27020-81083771
12月25日受理求人
現在の応募者数3人

従業員数 10,451人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 : 地下鉄中津駅又は阪急中津駅下車徒歩３～６分

求人番号27020-81080671
12月25日受理求人
現在の応募者数0人

5 セット作業

6 ＥＴＣ装置の目視検査業務（関西一円）

雇用期間 : 平成30年2月13日～3月30日
個人情報に関する慎重な取り扱いが求め
られる業務 になります｡ ･確定申告書の
整理､申告ﾃﾞｰﾀのﾊﾟｿｺﾝ入力 ･申告書用
紙の交付 ･その他事務補助

雇用期間 : 平成30年2月5日～4月13日
*製図器･画材用品のｾｯﾄ作業

雇用期間 : 平成30年1月29日～3月12日
高速道路に設置されたETC装置を手順に
基づいて目視検査や､動作確認を行いま
す｡ ﾁｰﾑで業務を行い未経験者のﾌｫﾛｰ体
制もあります｡ 現場は関西圏にある高速
道路周辺となりますので､宿泊先は準備し
ます｡

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 普免（ＡＴ可）

958円～958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 なし
勤務時間 (1)10時15分～17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

248,000円～248,000円
月額(時給)
正社員以外3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) 8時15分～17時00分
時間外

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 125日

大阪府なにわ北府税事務所

株式会社 中津商店

トライアロー 株式会社 大阪支店

従業員数 10,451人
就業場所 : 大阪市淀川区
最寄駅 : 地下鉄西中島南方駅又は阪急南方駅下車徒歩１０分

求人番号27020-81086971
12月25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 : 大阪市中央区
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4人

資本金 8000万円
従業員数 850人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 :
求人番号27020- 239381
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

7 一般事務

8 補助金申請書作成補助

9 事務職

雇用期間 : 平成30年1月15日～4月30日
･補助金申請書作成補助 ･税理士補助

雇用期間 : 平成30年1月29日～4月30日
･各種支払に関する業務 ･資料､情報の収
集､整理に関する業務 ･各種照会､回答に
関する業務 ･大阪市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ(局所管
ﾍﾟｰｼﾞ)の更新 ･安全衛生に関する業務 ･
文書引継､廃棄に関する業務

資格・経験 不 問

資格・経験

休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4～5日

1,400円～2,000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 なし
勤務時間 9時00分～17時30分の間
時間外
の4時間以上
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

166,600円～166,600円
月額(日給)
正社員以外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～17時30分
時間外
1時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 日

株式会社 タイセイ・ハウジー 大阪営業所

明和マネジメント 税理士法人

大阪市都市整備局

雇用期間 : 4ヶ月
･取引先との電話対応 ･来客対応 ･社内
文書の管理 ･ﾊﾟｿｺﾝ(ﾜｰﾄﾞ･ｴｸｾﾙ等)を使用
した簡単な 資料作成･ﾃﾞｰﾀ入力
資格・経験

パソコン（ワード・エクセル）で簡単な
文書作成ができる方

1,300円～1,400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 年2回
勤務時間 (1) 9時30分～18時30分
時間外

資本金 32000万円
従業員数 757人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 :
求人番号27020-81194371
12月25日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 9人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 :
求人番号27020- 124181
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

パソコンソフト（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌなど）の
基本操作が出来ること

従業員数 562人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 :
求人番号27020-81084871
12月25日受理求人
現在の応募者数2人

10 育児休暇代替臨時的任用職員（事務職員）

11 郵便物内のはがき査数及び内容検査等

12 データ入力

雇用期間 : 平成30年2月1日～3月31日
1.区役所で行う住民登録･戸籍に関する業務
(主な業務:住民基本台帳･ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ･就学･特
別永住者証明書･印鑑登録･戸籍･税証明･自
動車臨時運行許可などに関する業務) 2.1に付
随する電話､窓口対応業務 3.その他 上記以外
での1に関連して必要と認められる業務

雇用期間 : 平成30年2月5日～3月5日
･郵便物(最大12kg/個)内のはがきの数量･ 内
容等の確認 ･場合により､ｴｸｾﾙの定型ﾌｫｰﾑ
への入力 (別にできなくてもかまいません) ･平
成30年2月5日(月)~3月5日(月)までのお仕事で
す｡(実働20日間)(更新はありません)

雇用期間 : ～平成30年3月31日
≪ﾃﾞｰﾀ入力≫ ･CADｿﾌﾄを使用した図面
編集 ･GISｿﾌﾄを使用したﾃﾞｰﾀ編集 ･ﾃﾞｰﾀ
ﾍﾞｰｽ､ｴｸｾﾙを使用したﾃﾞｰﾀ編集

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 ト、データベースの 経験

166,600円～166,600円
月額(日給)
正社員以外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～17時30分
時間外
(2)10時30分～19時00分
休日 土祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 日

940円～940円
時給
パート労働者4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7時間程度
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

910円～910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～18時00分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週3～5日

大阪市都島区役所

日本郵便輸送 株式会社 中津営業所

株式会社 コムエッジ

従業員数 200人
就業場所 : 大阪市都島区
最寄駅 :
求人番号27020- 1474681
1月5日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 71500万円
従業員数 5,000人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩１４分
求人番号27020-81238071
12月26日受理求人
現在の応募者数1人

パソコン操作 （尚良）エクセルやＣＡＤソフ

13 事務補助員

14 人形の久宝堂、売場の日常清掃／大阪市中央区

雇用期間 : 平成30年2月1日～平成30年3月31
日
･障害者職業ｶｳﾝｾﾗｰが行う業務に係る 事務
補助並びに検査補助業務｡ ･ﾊﾟｿｺﾝによる文書
作成､ｼｽﾃﾑ入力､書類整理 (ｽﾋﾟｰﾄﾞ正確さが必
要です｡)その他付随する業 務を行う｡ ･電話､
来所者対応あり

雇用期間 : ～平成30年4月30日
*売場(4ﾌﾛｱｶｰﾍﾟｯﾄ掃除機がけ､階段手すり､ﾄ
ｲﾚ等の清掃､ｺﾞﾐ回収等)の日常清掃*掃除機が
け中心の簡単な作業です｡ ※求人へ応募す
る際は､ﾊﾛｰﾜｰｸの紹介状が必要です｡ﾊﾛｰﾜｰ
ｸの窓口で紹介状を受けて応募してください｡

資格・経験

パソコン操作（ワード、エクセル、一太
郎）ができる方

158,400円～158,400円
月額(日給)
正社員以外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45分～17時00分
時間外

資格・経験 不 問

1,200円～1,200円
時給
パート労働者1人募集
年齢:不問
勤務時間 (1) 9時00分～11時00分

交通費 なし
賞与 なし
時間外

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2日程度

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構 大阪支部 大阪障害者職業センター

株式会社ディア・ハート

従業員数 6,832人
就業場所 : 大阪市中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩３分
求人番号27010- 1681281
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 20人
就業場所 : 大阪市西区
最寄駅 : 地下鉄阿波座駅下車徒歩５分
求人番号27030- 315481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 100万円
従業員数 10人
就業場所 : 大阪市中央区
最寄駅 :
求人番号28070- 215481
1月4日受理求人
現在の応募者数0人
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