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 看護補助

2 看護助手

3 ヘルパー

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。

病院における看護助手業務
★事業内容★ 医療（内科、小児科） ☆会社
の特長☆ ２３床のアットホームな病院です。
モットーは日日の勤務に明るさと、やさしさ
を！１年１回のレクリエション食事会等あり、
リゾートマンションの利用有り２研修会、学会
等の補助金支給等。

通所リハビリテーションヘルパー業務、 送
迎、入浴介助他（病棟看護助手の途もあ
り）（軽ワゴン以上）

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 普免

月給 160,000円～180,000円

月給 140,000円～165,000円

月給 180,300円～180,300円

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時00分
時間外
20時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 80日
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27010-12256081
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（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年20万円～30万円
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外

4 看護助手（介護職員）

5 歯科助手

6 受付助手

身体介護・食事介助 シャワーベッドやリフト
チェアによる入浴システム等 病院内科胃
腸科、介護療養型医療施設６０床 看護師、
准看護師も共に介護・介助を一緒に行って
います。 駅近・食事付き・社会保険・退職金
制度等、高待遇です。

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

簡単な受付業務と院長の助手をお願いし
ます。 ・予約、カルテ管理 ・電話対応 ・会
計

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験

ホームヘルパー２級 介護支援専門
員（ケアマネージャー）優遇

月給 157,000円～203,500円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:64歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
(2)16時30分～ 9時00分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 106日
資本金 7000万円
従業員数 45人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : ＪＲ線天王寺北口駅から徒歩３分
求人番号27010-10962981
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 113日
従業員数 44人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 地下鉄千日前線新深江駅下車徒歩８分
求人番号27010-11667781
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

月給 170,000円～235,000円
2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
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日
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27010-11309481
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回1.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
15時間
週休２日制 毎 週
休日 日祝
年間休日数 119日
資本金 6800万円
従業員数 330人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 地下鉄千日前線今里駅から徒歩８分
求人番号27010-11575981
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

月給 180,000円～180,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～19時00分
時間外
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 125日
従業員数 3人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 堺筋本町駅下車徒歩３分
求人番号27010-12300881
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 理美容師

8 美容師（スタイリスト：天王寺区）

9 美容師（スタイリスト）／天王寺区

・カット、パーマ、カラー シャンプー、顔剃
り、マッサージ等 ・予約受付対応等を含
みます。 ＊新店舗出店準備のための増
員募集です。

◆美容師業務◆技術者業務（スタイリス
ト）（カット、カラー、パーマ）
＊セット面：６面 シャンプー台：２台 待
合：４席 客層：２０代～３０代前半がメイン

接客・カット・カラー等の施術を 中心とした
サロン内業務

資格・経験 理容師美容師あれば優遇

資格・経験 不問 美容師免許

資格・経験 経験者優遇 美容師

月給 151,000円～350,000円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 あり
勤務時間 (1)10時00分～19時30分
時間外
(2) 9時00分～19時00分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 86日
資本金 1300万円
従業員数 7人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄千日前線北巽下車徒歩７分
求人番号27010-11325581
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

月給 220,000円～280,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年1回
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外
(2)10時00分～20時00分
10時間
休日 月他
週休２日制 毎 週
年間休日数 104日
従業員数 13人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 :
求人番号27010-11204781
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

月給 220,000円～350,000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30分～20時00分
時間外
20時間
週休２日制 その他
休日 月他
年間休日数 78日
資本金 1000万円
従業員数 28人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : ＪＲ環状線桃谷駅下車徒歩３分
求人番号27010-12243481
2月13日受理求人
現在の応募者数0人

10 洗濯業務（城東区）

11 調理員＊急募

12 ホテルフロント

＊クリーニング師としての仕事 特にアイロン
作業
★事業内容★福利厚生事業

□下記施設の入所児者への給食業務 （ア
レルギー食、介護食の対応を含む） ・児
童養護施設（定員１００名） ・障がい児入
所施設（定員３０名） ・障がい者支援施設
（定員３０名） ＊急募

〇フロント業務 ＊チェックイン・チェックア
ウトや電話やメールなど 予約受付業務
〇お客様の対応 ＊施設のご案内やお問
合せ対応 ☆新規事業のオープニングス
タッフです

資格・経験 アイロン作業 クリーニング師免許

資格・経験 調理師資格あれば望ましい

月給 160,800円～160,800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00分
時間外

月給 162,400円～182,100円

ホテル経験があれば尚良し 外国人宿泊
資格・経験 客に対応できる語学（英語・中国語）のあ
る方
月給 230,000円～300,000円

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 121日

2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 6時00分～14時45分
時間外
(2)10時00分～19時00分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 90日

2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
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
15時間
週休２日制 隔 週
休日 他
年間休日数 100日

従業員数 55人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : ＪＲ学研都市線鴫野駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11689681
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 102人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 近鉄大阪上本町駅下車徒歩１２分
求人番号27010-11670381
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9995万円
従業員数 70人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線本町駅下車徒歩１分
求人番号27010-11534581
2月7日受理求人
現在の応募者数1人

13 マンション管理業務

14 建物管理（ビル管理）

15 データセンター施設運用

マンション管理組合の交渉業務 総会・理
事会の運営対応 議事録作成、決算書報
告等

法廷を含めた設備点検保守、清掃管理 警
備業務の統括管理業務 省エネルギー推
進・修繕・機器故障などの 非常時対応業
務

●電気施設の管理 ●ステータス確認
●インシデント対応 ●施設メンテナンス
●報告書作成 ●その他運用業務

資格・経験

マンション管理 マンション管理業務
主任者

月給 200,000円～200,000円
2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15分
時間外
25時間
休日 日祝
週休２日制 隔 週
年間休日数 110日
資本金 1300万円
従業員数 46人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 北浜駅下車徒歩３分
求人番号27010-11113081
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

業界での経験 普免（ＡＴ限定可） １
級・２級建築士お持ちの方歓迎

月給 300,000円～500,000円
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) 8時30分～17時30分
時間外
30時間
休日 日祝他
週休２日制 隔 週
年間休日数 105日
資本金 8000万円
従業員数 140人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線心斎橋駅下車徒歩５分
求人番号27010-12092781
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

ＩＴもしくはビル管理経験があれば尚
良し

月給 200,000円～300,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:18歳以上
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2) 8時30分～19時45分
20時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 120日
資本金 5000万円
従業員数 101人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線本町駅下車徒歩３分
求人番号27010-11948981
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

