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9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！
経験不問！ ★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。

※資格が必要な場合があります。

1 一般事務

2 一般事務（総務事務）

3 営業事務（エデュース事業部、通信販売事業部）

・コンピューター入力 ・電話応対 ・来客
応対 ・事務処理全般 ＊急募します。 ＊
コミュニケーション能力が必要な仕事で
す。

勤怠管理、入退職処理 電話応対 媒体
での広報資料作成 他一般事務

・販売店、営業部門からの電話対応 ・ＷＥ
Ｂ、ＦＡＸでの問い合わせ対応 ・伝票入力処
理 ・パソコン（エクセル、ワード、アクセス等）
を使用した資料作成および文書作成 ＊同
業務には８名（女性のみ）が従事していま
す。

資格・経験 コンピューター入力 エクセル・ワード

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 不 問

月給 185,000円～203,000円

月給 205,000円～272,000円

月給 160,000円～190,000円

2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:30歳以下
賞与 年30万円～70万円
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外
6時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 110日
資本金 1000万円
従業員数 73人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 近鉄線今里駅下車徒歩１１分
求人番号27010-10854681
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年2回3.30月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00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 105日
資本金 7600万円
従業員数 201人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 近鉄今里駅下車徒歩１５分
求人番号27010-11799781
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年3回5.10月分
勤務時間 (1) 8時40分～17時25分
時間外
3時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 122日
資本金 9000万円
従業員数 515人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線森ノ宮駅下車徒歩５分
求人番号27010-11900281
2月9日受理求人
現在の応募者数13人

4 営業事務【面接会専用求人】

5 営業事務

6 貿易事務・営業

◇営業事務全般 ・提案書・報告書の作成 ・
お知らせ、案内文の作成 ・営業アシスタント
業務 ・業務関連資料作成 （ワード・エクセ
ル・パワーポイント等） ・電話応対、来客対
応など業務全般 ※パソコン基本操作（エク
セル・ワード・パワーポイント）のできる方

文具・事務用品の製造メーカーである弊社にて下記の 業務
に従事していただきます。 ＊データ入力や書類作成、ファイ
リングなどの事務 ＊電話対応や来客対応 ＊営業提案書類
作成のアシスタント業務や営業マン不在時の メール対応・サ
ンプル準備など営業のサポート業務 ※社員の平均年齢は３
０歳代前半となっており若さ 溢れる企業です。 ※研修期間中
は業務に必要な知識をしっかりと指導 いたしますので安心し
てご応募ください。

輸出入貿易代行手配に関わる書類作成
やメールのやりとり等 国際物流業務に関
わる事務処理、営業活動

資格・経験 不 問

資格・経験

月給 180,000円～220,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外
20時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日
資本金 5000万円
従業員数 53人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 堺筋本町下車徒歩５分
求人番号27010-11718081
2月8日受理求人
現在の応募者数3人

ワード・エクセル・パワーポイントの
知識 タッチタイピングができる方

月給 220,000円～350,000円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年3回3.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時55分
時間外
10時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 115日
資本金 3000万円
従業員数 200人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 近鉄大阪線今里駅下車徒歩５分
求人番号27010-11491181
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

日本語必須 中国語又は英語できる
方は尚良い

月給 180,000円～280,000円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 120日
資本金 500万円
従業員数 3人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩３分
求人番号27010-12082581
2月9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！

