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 製造業

2 ビニール生地製造部員

3 カバン・袋物の製造・ミシン縫製・その他

細かな手作業（和紙製品の検品、仕上げ
作業）

ビニール生地の加工工程の仕事で、ボイ
ラーの熱で ゲル状のビニールを練り上げ
る仕事

●カバン・袋物の縫製 カバン・袋物の軽作
業 ※ミシン経験者優遇（スキルにより好
条件） ☆アパレルミシン縫製 ※実務ミシ
ン経験者優遇いたします。 ☆フルタイム
優遇 ☆見習いでもＯＫ

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験

時給 950円～1,100円

時給 1,000円～1,000円

ミシン縫製（カバン・袋物） サンプル
師、工場長経験者優遇

時給 950円～1,200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 8時15分～17時15分の間
時間外
の5時間程度
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 1000万円
従業員数 11人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 地下鉄・ＪＲ玉造駅下車徒歩５分
求人番号27010-11079481
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

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 7時00分～16時00分の間
時間外
の4時間程度
休日 土日他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3～5日程度
資本金 2000万円
従業員数 12人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄千日前線北巽駅下車徒歩１０分
求人番号27010-12080681
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

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～18時00分
時間外
(2) 9時00分～15時00分
週休２日制 毎 週
休日 日祝他
週所定労働日数 週5日程度
従業員数 4人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : 地下鉄中央線深江橋駅下車徒歩５分
求人番号27010-11380681
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

4 組立

5 組立作業

6 印刷関連補助業務

＊照明器具組立等の簡易作業 未経験
者歓迎 親切に指導します

◇照明器具の組立 ＊簡単な作業です。
★事業内容★ 創業６０年 照明器具の設
計、製作、販売
☆会社の特長☆ 照明器具の総合サプライ
ヤーとして、常に現場のみなさまのご要望に
的確にお応えするため、製品開発を積極的
に取組んでおります。

印刷物のシートカット、ラベル貼り、検品
包装、発送業務、等の室内作業です。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給 910円～910円

時給 910円～1,000円

時給 950円～1,000円

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年4万円～7万円
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外

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) 9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～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
資本金 2000万円
従業員数 112人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : ＪＲ鴫野駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11326481
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

休日 日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3～5日以内
資本金 5000万円
従業員数 20人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : ＪＲ鴫野駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11191581
2月7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
週所定労働日数 週5日
資本金 2000万円
従業員数 9人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 各線玉造駅下車徒歩５分
求人番号27010-11263781
2月7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 送迎運転手

8 建築、鳶工

9 現場作業員

ご利用者の送迎運転手清拭業務各種営
繕業務 送迎時等の付添い見守り軽介護
時間があればフロア等での見守り、軽介
護なども 行っていただきます。

◆新築マンション、市営住宅、公共工事の
建築現場の作業・足場・解体等 ◆エリア
は京阪神 ◆会社に出勤後現場に出向く。
◇主に大手を中心とするゼネコン各社の
一次協力会社です。

資材の搬出入 内外装現場の軽作業
＊現場に直行する場合もあります

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 鳶、建築経験者

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

時給 985円～985円
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～11時00分
時間外
(2)15時00分～17時00分
2時間
休日 土日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～4日程度
従業員数 85人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : 長堀鶴見緑地線横堤駅下車５番出口を出て３分

求人番号27010-11378281
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

時給 1,000円～1,500円
5人募集
年齢:不問
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分

時給 1,250円～1,250円
交通費 なし
賞与 なし
時間外

休日 日祝他
週休２日制 な し
週所定労働日数 週3日以上
資本金 3500万円
従業員数 25人
就業場所 : 東成区
最寄駅 :
求人番号27010-12069781
2月9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～17時00分
時間外
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日
資本金 8000万円
従業員数 15人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄大阪ビジネスパーク下車徒歩５分
求人番号27010-12006681
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

10 倉庫内軽作業とアパレル向テキスタイルの貼り合せ作業の補助

11 清掃（中央区）

12 マンションやオフィスビルの定期清掃

商品（生地）の出荷、発送と伝票処理、 及
びアパレル向テキスタイルの貼り合せ作
業の補助 サンプル作成に従事していた
だきます

オフィスビル清掃 ・日常清掃（掃除機掛
け、分別、男・女トイレ清掃等）

・定期清掃作業を手伝って下さい 経験は
問いません。 土、日、祝日は完全お休み
です 平日のご都合が良い日でお願い致し
ます。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給 1,000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)10時00分～16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5日以内
資本金 3000万円
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27010-11999481
2月9日受理求人
現在の応募者数1人

時給 920円～920円

日給(時間額)

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) 6時30分～10時00分
時間外
休日 日祝
週休２日制 その他
週所定労働日数 週5～6日
資本金 5000万円
従業員数 69人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線本町駅・堺筋線堺筋本町駅下車徒歩５分

求人番号27010-11027681
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

1,250円～1,250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～17時00分の間
時間外
の8時間程度
12時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週1～3日程度
資本金 5000万円
従業員数 37人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線本町駅・堺筋本町駅下車徒歩７～８分
求人番号27010-12290381
2月13日受理求人
現在の応募者数0人

13 清掃係員（鶴見区）

14 身辺装飾品輸出入及び国内卸

15 工場スタッフ（巽中）

分譲マンションの日常清掃 エントランスや廊下
といった共用部分の日常清掃。 （女子トイレの
清掃もあり） ・未経験でも気軽に始められる
上、幅広い年齢の方が 活躍できるお仕事です
※複数名での勤務ですが、分担して作業行う
ので コツコツマイペースで働きたい方にピッタリ
♪

アクセサリーの検品・梱包・仕上げ などの軽作業
★事業内容★ 身辺装飾品輸出入及び国内卸（ネック
レス、イヤリング等身辺装飾品全般）婦人服飾品輸出
入及び国内卸（シクイン、ビーズパールブレイド、及び
トリミング全般） ☆会社の特長☆ 昭和２７年創業以
来４０年順調に業績を伸ばし、真珠関連では業界トッ
プクラスの位置にある。スワロフスキー正規代理店と
して業界をリードする。

当社、工場内でのパッキング、梱包、下処
理、調理補助業務 ・食材の開封、袋惣菜
の盛付、計量、金属探知機 ウェイトチェッ
カー検査 ・出来上がり商品の仕分け、梱
包、発送 ・食材入庫の管理、材料の仕込
み作業等

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給 1,100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00分～16時00分
時間外
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日
資本金 1000万円
従業員数 230人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : 「横堤」駅下車徒歩１２分
求人番号27010-12062181
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

時給 910円～910円
3人募集
年齢:不問
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分

時給 1,000円～1,000円
交通費 なし
賞与 あり
時間外

休日 土日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週2～3日
資本金 2000万円
従業員数 47人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 各線天王寺駅下車徒歩７分
求人番号27010-11096481
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

30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
(2) 9時00分～13時00分
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週3～4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27010-12226981
2月13日受理求人
現在の応募者数0人

