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 接客、販売（生野区）

2 食器の販売（大阪市北区）

3 家事おてつだいスタッフ（天王寺区）

・寺田町店での接客、販売を担当してもらい
ます。 ・午前中が主の短時間なので、家事、
育児との両立が 可能です。 ・固定客が多く、
お客様とコミュニケーションしながら 楽しく働
いて頂けます。 ・従業員割引制度が利用出
来ます。

百貨店内での食器の販売 及び発注業務
＊土・日・祝勤務可能な方

奥様の代わりに家事を行います。 そうじ・片
づけを中心に、洗濯、アイロンがけ、 食器洗
いなど、一般の主婦が行う家事をします。 お
客様との打ち合わせなどは、担当マネー
ジャーが 行ないます。安心して働けます。
※ていねいな研修があります。未経験者大
歓迎です。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給 910円～1,000円

時給 910円～910円

1人募集
年齢:不問
勤務時間 (1) 9時00分～13時00分

交通費 なし
賞与 年2回
時間外

時給 1,000円～1,100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 (1) 9時30分～18時00分
時間外
(2)11時45分～20時15分
3時間
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週5日
資本金 2000万円
従業員数 186人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄・阪神・阪急・ＪＲ下車徒歩３分
求人番号27010-10814581
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

10人募集
交通費 一定額
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)10時00分～12時00分
時間外
(2)13時00分～15時00分
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週1～5日程度
資本金 2000万円
従業員数 102人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 各線天王寺駅下車徒歩５分
求人番号27010-12021081
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

5 登録ヘルパー（訪問介護）

6 パ）介護スタッフ

有料老人ホームの 介護スタッフとして働いていた
だきます。 入居所に対する介護業務 （食事、入
浴、排泄等の介助、居室清掃など） ＊介護職経
験者は優遇いたします。 ＊早出・遅出・土日祝日
勤務できる方は優遇いたします。 ＊夜勤のみ勤
務可能な方も歓迎（勤務日数は応相談）

◇併設の訪問介護ステーションにて 訪問
介護を担当して頂きます。

【介護老人保健施設での介護業務】 ・入浴
介助、食事介助、排せつ介助 ・レクリエー
ションの実施 ・記録事務など ◎夜勤がで
きない方も応募いただけます。 ◎週１日
～でＯＫ ◎土日勤務できる方歓迎！

介護職経験者優遇 初任者研修（ヘ
ルパー２級）以上

資格・経験 ヘルパー２級又は初任者研修以上

資格・経験 修（ヘルパー２級） あれば尚良し

休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～5日程度
資本金 2400万円
従業員数 98人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 寺田町駅下車徒歩１分
求人番号27010-11879781
2月9日受理求人
現在の応募者数0人
4 住宅型有料老人ホームの老人介護及びそれに関わる業務全般

資格・経験

時給 950円～1,000円

時給 1,350円～1,450円

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 7時00分～19時30分の間
時間外
の4時間以上
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週2～5日程度
資本金 9900万円
従業員数 85人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : ＪＲ大阪環状線寺田町駅下車徒歩８分
求人番号27010-11942881
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

2人募集
交通費 なし
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 8時00分～20時00分の間
時間外
の1時間以上
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週1日以上
資本金 7600万円
従業員数 201人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 市バス中川２丁目下車徒歩５分
求人番号27010-12228481
2月13日受理求人
現在の応募者数0人

介護福祉士、実務者研修、初任者研
時給 1,052円～1,175円
5人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 なし
勤務時間 (1) 7時15分～16時15分
時間外
(2) 8時30分～17時30分
週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週1～5日程度
資本金 3000万円
従業員数 600人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : ＪＲ環状線寺田町駅下車徒歩６分
求人番号27010-12303081
2月13日受理求人
現在の応募者数0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 介護職員

8 午前のみホームヘルパー【大阪市鶴見区】６０歳以上

9 午前のみホームヘルパー【大阪市城東区】６０歳以上

・医療療養病棟もしくは介護療養病棟 で
の介護業務 ＊未経験の方でも指導いた
しますので安心です。
＊急募

午前中のみの勤務となります（＊希望者は午後も勤務可能）
・ご利用者（高齢者）のご自宅を自転車やバイクで訪問し、介
護サービスを提供します。 生活援助（調理・買い物・掃除・洗
濯）、身体介護（食事・入浴・排泄など）が基本的なサービスで
す。 ●週１日１時間から、ご希望の曜日・時間帯に合わせて
シフトを組みます。短時間勤務やＷワークでも、たくさん 稼ぎ
たい方は週４～５日勤務も可能です。 ●介護未経験の方、ブ
ランクのある方も安心！先輩ヘルパー の同行訪問を１ヶ月
間保証しています。

午前中のみの勤務となります（＊希望者は午後も勤務可能）
・ご利用者（高齢者）のご自宅を自転車やバイクで訪問し、介
護サービスを提供します。 生活援助（調理・買い物・掃除・洗
濯）、身体介護（食事・入浴・排泄など）が基本的なサービスで
す。 ●週１日１時間から、ご希望の曜日・時間帯に合わせて
シフトを組みます。短時間勤務やＷワークでも、たくさん 稼ぎ
たい方は週４～５日勤務も可能です。 ●介護未経験の方、ブ
ランクのある方も安心！先輩ヘルパー の同行訪問を１ヶ月
間保証しています。

介護職員初任者研修、ホームヘルパー２

資格・経験 不 問

資格・経験 級・１級、 介護職員基礎研修・実務者研
修、介護福祉士 いずれかの資格をお持ち
の方

時給 910円～1,000円

時給 1,300円～2,085円

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00分
時間外
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週4～5日程度

介護職員初任者研修、ホームヘルパー２

資格・経験 級・１級、 介護職員基礎研修・実務者研
修、介護福祉士 いずれかの資格をお持ち
の方

時給 1,300円～2,085円

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:60歳以上
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～12時00分
時間外
(2) 9時00分～13時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週1日以上

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:60歳以上
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～12時00分
時間外
(2) 9時00分～13時00分
週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週1日以上

資本金 30000万円
従業員数 25,000人
就業場所 : 鶴見区

資本金 30000万円
従業員数 25,000人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : 京阪本線関目駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11048281
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 11176万円
従業員数 172人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 大阪市バス生野区役所バス停下車徒歩５分
求人番号27010-10808481
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

最寄駅 : 地下鉄長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅下車徒歩７分

10 訪問介護（急募）

11 看護補助

12 歯科助手

在宅を中心とした予防・訪問介護 （自宅の掃
除、買い物、洗濯、入浴介助） 大阪市介護
予防・日常生活支援総合事業 （生活援助型
訪問サービス） 障がい者自立支援 （掃除・
買い物・洗濯・入浴介助・通院介助） ＊急募

入院患者の介護等
★事業内容★ 医療
☆会社の特長☆ 小規模の病院で、家庭
的な職場です。

歯科での歯科助手、受付全般のお仕事で
す。 ＜主な業務＞ ・診療アシスタント ・患
者管理 ・受付、会計事務 ・電話対応等
平成３０年５月開院予定、オープニングス
タッフの募集です

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

求人番号27010-11039781
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

ヘルパー２級、介護職員初任者研
資格・経験 修 介護福祉士のいずれかあれば

尚良し
時給 1,300円～2,700円
3人募集
年齢:不問
勤務時間 8時00分～21時00分の間
の1時間以上

時給 1,500円～1,500円
交通費 なし
賞与 年2回
時間外

休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週1～5日程度
資本金 200万円
従業員数 15人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : 京阪本線野江駅下車徒歩３分
求人番号27010-11303181
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

1人募集
年齢:不問
勤務時間 (1) 8時45分～13時00分

時給 950円～1,500円
交通費 なし
賞与 なし
時間外

休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3日以上
資本金 10000万円
従業員数 31人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 市バス杭全線大池橋下車徒歩すぐ分
求人番号27010-12246281
2月13日受理求人
現在の応募者数0人

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～20時00分
時間外
(2) 9時00分～13時00分
週休２日制 毎 週
休日 日祝他
週所定労働日数 週2日以上
従業員数 0人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : 横堤駅下車徒歩４分
求人番号27010-11317481
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

13 ヘアメイクアシスタント

14 洗濯場・パート

15 駐車場管理・運営業務（平野町）

ヘアメイク・着付けのアシスタント
★事業内容★ 主に太陽光発電システムの販売やＬＥ
Ｄ照明の施工・販売を行っています。電気工事業につ
いてはクーラーの設置やコンセント１つの増設など幅
広く行います。ビルのメンテナンス工事もしています。
☆会社の特長☆ 「人材」＝「人財」を胸に、会社も社
員も日々チャレンジし続けています。
社是＝「共創共栄」

特別養護老人ホームにて ・シーツ交換・
洗濯場等の 業務を行なって頂きます。
＊入居者様の介護業務ではありません

駐車場の管理・運営業務 スタッフの休憩
の際のシフトフォロー業務 大阪市内３～
４ヶ所を回って頂きます。 ※車を運転する
場合あり

資格・経験 業務経験者優遇

資格・経験 不 問

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

時給 910円～910円
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 15時30分～23時00分の間
時間外
の3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
資本金 1000万円
従業員数 31人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線心斎橋駅下車徒歩２分
求人番号27010-11633881
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

時給 910円～910円

時給 950円～950円

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～18時00分の間
時間外
の3時間程度

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)11時00分～16時00分
時間外

休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～4日程度

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週4～5日程度

従業員数 383人
就業場所 : 鶴見区

資本金 1000万円
従業員数 80人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 北浜駅下車徒歩５分
求人番号27010-11620681
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

最寄駅 : 地下鉄長堀鶴見緑地線鶴見緑地駅下車徒歩１０分

求人番号27010-11663681
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

