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！
★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 機械オペレータ

3 溶融亜鉛メッキ作業員

細かな手作業（和紙製品の検品、仕上げ
作業） パソコン入力

製造工程上（合成ゴム）の機械操作 （ロー
ル、プレス他） 設備拡張の為増員 体力
を要する業務です。 ＊急募＊

土木、建築向け及び電力向けの 架線金
物のメッキ製造。

資格・経験 自動車運転免許（ＡＴ可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 不 問

月給 180,000円～220,000円

月給 185,000円～258,000円

月給 210,000円～230,000円

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:40歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 8時45分～17時15分
時間外
(2) 8時15分～17時15分
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日
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27010-11078581
2月6日受理求人
現在の応募者数3人

3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
12時間
休日 土日祝
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 : 近鉄奈良線・大阪線今里駅下車徒歩１１分
求人番号27010-10861081
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:59歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 8時00分～17時00分
時間外
10時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 105日
資本金 5000万円
従業員数 21人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 地下鉄緑橋駅下車徒歩８分
求人番号27010-12014681
2月9日受理求人
現在の応募者数1人

4 金属加工

5 機械オペレーター

6 機械オペレーター

・金物組立 ・ボール盤による孔加工
※未経験者でも丁寧に指導します。

・自動トムソン機（紙打抜）の補助作業 ・
自動サックマシン機（貼り加工）の補助作
業

紙製品、トムソン機オペレーター補助 機械
の操作を行って頂きます。 未経験者大歓
迎。 オペレーターまで育成します。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

月給 190,000円～220,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:45歳以下
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時15分～17時00分
時間外
10時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 111日
資本金 2000万円
従業員数 23人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄北巽駅下車徒歩１分
求人番号27010-12048381
2月9日受理求人
現在の応募者数2人

月給 207,000円～211,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日
資本金 2000万円
従業員数 27人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : ＪＲ大阪環状線桃谷駅下車徒歩３分
求人番号27010-12055081
2月9日受理求人
現在の応募者数1人

月給 180,000円～250,000円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
20時間
週休２日制 隔 週
休日 土日祝他
年間休日数 107日
資本金 1000万円
従業員数 7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１０分
求人番号27010-11469381
2月7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 伝票製本・断裁機オペレーター

8 ドライアイス加工作業

9 機械組立工

勝田製作所の断裁機での作業 伝票製
本、ＯＣＲの仕上、カードの仕上 全紙の裁
断、ミシン加工機のオペレータ その他製
本の業務

ドライアイスに関する一切の業務 （ドライ
アイスのカットや包装等）＊２５ｋｇ程度のド
ライアイスを加工します。

・クレーン用機器の現場での据付、組立作業
等 （１）建設現場での据付指導や組立作業
（２）クレーン機器、土木建設機械、設備機器
の整備・メンテナンス ※玉掛け等の資格取
得支援がございます。 ☆アットホームな職
場です。

資格・経験 断裁機オペレーターの経験者

資格・経験

月給 200,000円～300,000円

中型自動車免許（ＡＴ限定不可） 準
中型自動車免許

月給 235,000円～235,000円

資格・経験 普免
月給 178,000円～262,000円

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年10万円～30万円
勤務時間 (1) 9時00分～18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 115日

2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年3回3.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時00分
時間外
10時間
休日 日祝他
週休２日制 隔 週
年間休日数 97日

資本金 1000万円
従業員数 6人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : 地下鉄蒲生四丁目下車徒歩１２分
求人番号27010-11934881
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9000万円
従業員数 370人
就業場所 : 鶴見区
最寄駅 : 地下鉄長堀鶴見緑地線横堤駅より徒歩１０分
求人番号27010-11284381
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

最寄駅 : ＪＲ東西線放出駅徒歩２０分／地下鉄横堤駅下車徒歩１０分

10 電気通信工事（建設業）

11 駐車場設備設置及び保守

12 検査業務補助＜急募＞

・民間企業へ定期訪問し、音声サーバーの
保守及び保守工事 ・主に一般企業向けの
音声サーバーの新規設置、更新に伴う 設置
作業 ・ＬＡＮ配線、無線ＡＰの取付 ・ＬＥＤ照
明の取付工事 ・お客様への提案活動

・駐車場設備の据付 ・システム稼働状況の
チェックや微調調整等の定期メンテナンス ・
故障トラブル時の救急修理 ・使用機器の消
耗部品の交換や総合点検の提案など ※高
齢者の方も活躍できる環境を整えています。

非破壊検査を専門に行う会社です。 ・検査機材を使
用し、大型構造物（プラントや橋脚など）の 安全・品質
保証の手段として、非破壊検査及び検査報告の 補
助をしていただきます。 ・主な業務内容は、検査機材
の設置、検査・記録・報告の 補助業務（２～４名１組）
です。 ※近年の災害等により、人々の安心・安全に
対する関心は 非常に高く、将来的にも非破壊検査員
の需要も高いです。 ※未経験者は丁寧に教育しま
す。 ＊急募

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

月給 168,000円～232,000円

機械のメンテナンスできる方 普免
（ＡＴ限定不可）

月給 220,000円～250,000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1.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～18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 113日

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 あり
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

資本金 1000万円
従業員数 22人
就業場所 : 城東区
最寄駅 : 地下鉄、ＪＲ、京阪線京橋駅下車徒歩１５分
求人番号27010-10977081
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9488万円
従業員数 7人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 地下鉄谷町線谷町九丁目駅下車徒歩５分
求人番号27010-12012081
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:39歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
20時間
週休２日制 その他
休日 土日祝
年間休日数 110日
資本金 2000万円
従業員数 66人
就業場所 : 鶴見区
求人番号27010-11767281
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験 不 問
月給 185,000円～225,000円
3人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年30万円～80万円
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
20時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 107日
資本金 3000万円
従業員数 73人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線北浜駅下車徒歩２分
求人番号27010-10690281
2月6日受理求人
現在の応募者数1人

13 電話工事・通信工事

14 食品のルート配送スタッフ（中央区）

15 ルート配送及び営業補佐

ビジネスホン新設・リプレイス・移設工事
ＬＡＮ工事・社内ネットワーク構築 ＶＰＮ構
築・ＵＴＭ設置、設定 防犯カメラ・ＷＥＢカ
メラ、セキュリティー工事 ビル、マンショ
ン、ホテル関連設備工事

特定の得意先について食料品の配送、集
金、注文受けの 業務を担当していただき
ます。 大阪市内を中心に１トンのミニバ
ン、マニュアル車を 使用していただきま
す。

固定得意先への配送と地区担当 営業の
補佐的な仕事です 大阪府下（ハイエース
使用）

資格・経験 経験者 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 普免（ＡＴ不可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

月給 240,000円～320,000円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年10万円～30万円
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 125日
資本金 1000万円
従業員数 11人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄・京阪天満橋駅下車徒歩３分
求人番号27010-11636081
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

月給 178,000円～185,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回2.80月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
(2) 8時30分～13時30分
10時間
休日 日祝
週休２日制 隔 週
年間休日数 102日
資本金 1000万円
従業員数 7人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : ＪＲ森ノ宮駅下車徒歩５分
求人番号27010-11301881
2月7日受理求人
現在の応募者数1人

月給 177,000円～224,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
5時間
週休２日制 その他
休日 土日祝他
年間休日数 119日
資本金 3000万円
従業員数 35人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 各線阿部野橋駅・天王寺駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11054781
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

