厚生労働省

ハローワーク
大阪東を
ご利用ください！

最新！

発行日:2月13日
2月6日～2月13日
受理求人

いますぐ応募できる求人です！
発行日当日に募集中の求人です。決まり次第、求人は
取消されるのでハローワークでご確認ください。

応募前に必ずハローワーク大阪東へお越しください！
★応募には、ハローワークの紹介状が必ず必要です。★
★ハローワークには、ほかにも求人がたくさんあります★
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。

求人情報にはおおむねの求人条件は記載されますが、家族手当、住宅手当等、ご本人様
の状況に左右される手当は情報誌に掲載されていません。また、昇給や応募要項、試用
期間の有無は記載されていません。
詳細は、ハローワークでご確認ください。

1 事務

2 総務一般事務

3 一般事務

・データ入力（エクセル使用） ・受注・発注
管理 ・電話応対等

管理部（総務）にて、給与・社会保険など
の事務。 給与計算、タイムカード入力、社
会保険、雇用保険 等の書類作成。雇用契
約書などの作成。 在庫管理（パソコン入
力） 証憑などの整理。

国民健康保険に係る業務 １国民健康保険
料滞納者に係る財産調査業務 ２滞納処分
の停止に向けた財産調査業務 ３資料データ
の端末入力 ４健康保険資格調査（外勤あ
り） ５電話による問合せ対応 ６その他上記
に付随する業務

資格・経験 不 問

資格・経験 表計算、作成などができること。

パソコン（特にエクセル）に慣れていて

時給 920円～920円

時給 950円～1,000円

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～18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
資本金 5000万円
従業員数 700人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄北巽駅下車徒歩１５分
求人番号27010-12181881
2月13日受理求人
現在の応募者数0人

地方公務員法第１６条に該当しない者
資格・経験 パソコンの基本的な操作ができる者
月給(時間額)

1,292円～1,292円

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:64歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1)10時00分～16時00分
時間外

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～15時45分
時間外

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4～5日程度
資本金 4000万円
従業員数 145人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 地下鉄谷町九丁目駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11867681
2月9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
週所定労働日数 週5日
従業員数 190人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : 地下鉄横堤駅下車徒歩１分
求人番号27010-11083381
2月6日受理求人
現在の応募者数5人

4 事務職員（非常勤嘱託職員）

5 行政事務

6 行政事務（非常勤職員）

・財産調査にかかる帳票作成（システム入力
含む） 送付事務 ・財産調査にかかる回答書
の整理事務（回答内容のシステム 入力を含
む） ・不現住調査にかかる事務 ・その他国
民健康保険等に関する事務 ＊詳細はＨＰ
内等の募集要項を参照のこと

・消費税の転嫁拒否等に関する調査（立入検査を含
む）、 調査結果の取りまとめ、調査報告書の作成等。
・調査票のデータ入力、集計結果の分析等 ・消費税
転嫁対策特別措置法の相談に関する業務 ・その他、
消費税転嫁対策特別措置法に関連する業務 ・国家
公務員法に基づく再就職制限、兼職制限が 適用され
ます。 ・国家公務員法及び独占禁止法に基づく守秘
義務が 課されます。

情報公開窓口補助作業 郵便物等の受付
及び発送作業 その他事務補助全般

資格・経験 不 問

資格・経験

月給(時間額)

1,400円～1,400円

日給(時間額)

法務、税務、中小企業経営、流通業又はこれらに関連する分野
において、相当の実務経験を有し、ＯＡスキル（ワード・エクセル
等のワープロ、表計算等）を有する方（性別・年齢不問）

1,560円～1,560円

パソコンを使用して、文書作成業務
資格・経験 表計算業務に通算して１年以上従
日給(時間額)

事
1,016円～1,277円

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15分
時間外

5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)10時00分～17時00分
時間外

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年5万円～12万円
勤務時間 (1) 9時00分～17時00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4日
従業員数 271人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : 地下鉄蒲生四丁目駅下車徒歩１分
求人番号27010-11531381
2月7日受理求人
現在の応募者数6人

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度
従業員数 834人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線谷町四丁目駅下車徒歩２分
求人番号27010-11201981
2月7日受理求人
現在の応募者数6人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日
従業員数 153人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線天満橋駅下車徒歩３分
求人番号27010-11775281
2月8日受理求人
現在の応募者数5人

ハローワーク大阪東の電話番号は、06-6942-4771職業相談担当へ！

7 行政事務

8 会計事務全般の事務補助

9 一般事務補助（福利課）大阪市中央区

・電話、窓口対応 ・書類作成、整理 ・パ
ソコンを使用したデータ入力、整理等

・電話、来客等の対応 ・給与支給事務の
検証 ・金額照合作業 ・書類整理 ・パソコ
ンによるデータ入力 ・その他事務（職員の
指示による）

・公立学校共済事務の補助（総務業務）
☆応募には一般職非常勤職員採用選考申
込書が必要です。

資格・経験 パソコン操作（ワード・エクセル等）

資格・経験 パソコン操作（エクセル・ワード）

資格・経験

日給(時間額)

1,049円～1,049円

日給(時間額)

1,048円～1,048円

パソコン基本操作（ワード・エクセ
ル）

時給 959円～959円

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45分
時間外

1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00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2～3日程度

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4日程度

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15分～15時00分
時間外
(2) 9時15分～16時00分
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日

従業員数 800人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 谷町四丁目駅下車徒歩１分
求人番号27010-12193381
2月13日受理求人
現在の応募者数2人

従業員数 12,525人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄天満橋・谷町四丁目下車徒歩１０分
求人番号27010-12146981
2月13日受理求人
現在の応募者数4人

従業員数 700人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町四丁目駅下車徒歩１分
求人番号27010-11840381
2月9日受理求人
現在の応募者数8人

10 一般事務補助

11 診療報酬明細書点検事務

12 出版アシスタント

主に在宅医療に関する事務処理 ・データ入力
（エクセル使用） ・文書作成（ワード使用） ・メー
ル連絡（アウトルック使用） ☆応募には一般職
非常勤職員採用選考申込書が必要です。

１．医科の診療報酬明細書点検共助業務
２．歯科の診療報酬明細書点検共助業務
３．診療報酬明細書点検共助事務等に係
る資格確認事務 ※応募される方は必ず
本会ＨＰの「採用情報」をご確認くだ さい。

＊吹奏楽などの楽譜制作・出版・販売アシ
スタント ＊楽譜の印刷、製本、表紙作成
＊データ打ち込み ＊インターネット販売
の発送作業

資格・経験

ワード・エクセル・アウトルックを使え
ること

時給 959円～959円

資格・経験

ＰＣ操作（１～３共通）／１．医科の診療報酬明細書点検共助 事
務経験者／２．歯科の診療報酬明細書点検共助事務経験者／
３．診療報酬明細書資格確認業務経験者

時給 1,200円～1,200円

・基本的なパソコン操作のできる方 ・楽譜を

資格・経験 読める方 ・吹奏楽に関する経験と知識のあ
る方

時給 909円～909円

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30分～16時00分
時間外

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 (1) 9時00分～17時00分
時間外

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 10時00分～19時00分の間
時間外
の4時間以上

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

週休２日制 隔 週
休日 日祝他
週所定労働日数 週3～5日程度

従業員数 12,500人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 天満橋駅・谷町四丁目駅下車徒歩１０分
求人番号27010-10706181
2月6日受理求人
現在の応募者数10人

従業員数 391人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町四丁目駅下車徒歩２分
求人番号27010-11584981
2月8日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 300万円
従業員数 4人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄本町駅下車徒歩５分
求人番号27010-11712581
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

13 経理アシスタント

14 商品管理

15 商品の在庫管理及び配送要員

◎大阪本社財務部にて業務を行って頂きます。 ・経
理補助 ・ワード、エクセルを使った事務処理 ・電話、
メール対応等 今までの経験を活かせる業務からお
任せします ＊就業時間、日数はご相談ください。 ＊
経理経験又は日商簿記３級以上の方歓迎 ※経理経
験がない方も丁寧に指導させて頂きます。

◇アパレル製品の荷受・出荷・倉庫管理
他雑務等 ※紳士服（スーツ・コート）を扱
うので、力の必要 な作業が伴います。 ◇
催事会場の設営・販売

商品の受入・荷造り・積み下ろし（力仕事
含む） 配送手配及び得意先への配送業
務 最高２０ｋｇまでの荷物の積み下ろし積
みかえ作業有り。 フォークリフト作業無し
社内・敷地内全面禁煙

資格・経験 アパレル業界経験者優遇

資格・経験 倉庫作業経験者 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

事務経験３年以上 ＰＣスキル（Ｗｏｒ
ｄ・Ｅｘｃｅｌ）

時給 1,100円～1,100円

時給 950円～1,200円

時給 1,300円～1,700円

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～17時00分の間
時間外
の5時間程度

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

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) 8時00分～15時00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4～5日程度

休日 土日
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週3～5日程度

資本金 9900万円
従業員数 382人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : ＪＲ環状線玉造駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11816681
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9950万円
従業員数 130人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 近鉄大阪上本町駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11467181
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 10人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 堺筋本町駅下車徒歩２分
求人番号27010-11941781
2月9日受理求人
現在の応募者数1人

