2月8日の新着求人
※ 就業場所が、北区、中央区、西区、福島区、此花区、淀
川区、都島区、旭区、天王寺区、阿倍野区、
浪速区、西淀川区、東淀川区の求人です。

「転職を決めてしまうその前に、
在職者限定！
2月8日受理の梅田周辺の
確認したい１０のこと」セミナー

求人数は791件！

～労働市場の動きは？/転職活動中トラブルの対処法/採用までのスケジュール作り～

日時 平成30年 2月１7日（土）
１０：１５～１１：４５
うち正社員求人は404件
うちパート求人は
269件
お問い合わせはハローワーク梅田 職業相談部門

☎06-6344-8609【4１＃・42♯】

応募には、ハローワークの紹介状が必ず必要です。 発行日当日に募集中の求人です。
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や、昇給や応募要項、試用期間の有無は記載され
ません。また、決まり次第取り消されますので、応募の際は必ずハローワークでご確認ください。

※フルタイム求人は社会保険に加入しています。

※パート求人は就業日数と時間により法定通りの加入となります。

1 支店責任者（マネジメント経験者）

2 一般事務

3 管理部門スタッフ（事務）

大阪支店（４５名規模）の運営全般のお仕
事です。 ・支店運営のための営業活動 ・
協力会社の開拓 ・社員の労務管理、マネ
ジメント全般 ・新卒、中途応募者の採用業
務 ・その他付随する業務

＜電話対応＞取引先やお客様からの問い合わせ
に応対。 ＜請求業務＞納品書・請求書の発行。
＜入金確認＞ＦＡＸ等で確認した入金を処理。 ＜
事務所清掃＞掃除機をかけたり、観葉植物の水
やり。 ＜データ入力＞コピー機のカウンター検
針、入力作業。 ＜書類整理＞社内の書類を整理
したり、作成する。

・給与計算、年末調整 ・入退社（社会保険、雇用
保険等）手続 ・健康診断の実施 ・請求書発行、作
成 ・売掛金管理 ・各種データ作成（システム入力
※も有）、管理 ※入力システムは、社内システム
とＰＣＡ（給与）です。 ・各種書類の作成、ファイリン
グ ・来客、電話応対や庶務等の関連付随業務

資格・経験 パソコン操作（エクセル・ワード等）

資格・経験

205,500円～424,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
30時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

180,000円～200,000円
月給
正社員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) 9時00分～18時00分
時間外
2時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日

196,500円～350,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回1.20月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 122日

ハイテクシステム 株式会社 大阪支店

アンダーテン 株式会社

モラブ阪神工業 株式会社

資格・経験

マネジメント経験３年以上もしくは システ
ム業界での就業経験３年以上

資本金 8000万円
従業員数 890人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020-11366881
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 7人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩６分
求人番号27010-11628081
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数9人

・管理部門（事務）にて上記等の実務経験があれば尚
良 ・Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ操作必須

資本金 3800万円
従業員数 300人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩７分
求人番号27020-11360381
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数2人

4 総務及び経理事務

5 一般事務

6 秘書

備品の購入、勤怠チェック 健康診断の手
配、お中元、お歳暮手配 請求書、納品書
チェック、電報手配、 郵便関係

・一般事務 資料作成 ファイリング 顧客と
のＴＥＬ対応 簡単な営業フォロー ☆オー
プニングスタッフです、きれいで新しい職場
で一緒に会社を盛り上げていきましょう！

【画像情報あり】 ・理事長秘書 ・来客、見
学などのアポイントスケジュール管理 ・国
内、海外出張のスケジュール調整 ・各種、
医療学会の役員業務の補助 ・メール、文
章チェックなど（英語スキル必須）

資格・経験 経理経験者優遇 簿記３級以上

資格・経験

185,000円～185,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回3.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

200,000円～200,000円
月給
正社員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～17時00分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

209,000円～239,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回5.20月分
勤務時間 (1) 8時45分～17時15分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 日祝他
年間休日数 127日

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 ＬＥＸＩＭＣＯ

医療法人 三慧会

資本金 1000万円
従業員数 19人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋線長堀橋駅下車徒歩３分
求人番号27030- 6425981
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数2人

ＰＣスキル（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、メール）

資本金 600万円
従業員数 0人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 西中島南方駅下車徒歩１分
求人番号27060- 5902481
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数3人

資格・経験

英語スキル必須 ＴＯＥＩＣ７５０点以上

資本金 7200万円
従業員数 220人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅から徒歩５分
求人番号27070- 4420381
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

応募にはハローワークの紹介状が必要です

電話 06-6344-8609 42＃ハローワーク梅田まで！

7 営業事務【面接会専用求人】

8 営業事務（大阪市中央区）

9 営業事務

◇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

・電話応対、取次ぎ ・事務業務全般 ・来
客応対 ・登録者等への連絡 ・資料作成
等

＊電話応対 ＊伝票入力 ＊書類整理
＊その他付帯業務全般

資格・経験 不 問

資格・経験 ＰＣ基本操作

資格・経験 パソコン入力操作

180,000円～220,000円
月給
正社員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

200,000円～230,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年12万円～42万円
勤務時間 (1) 9時30分～18時00分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

178,390円～191,050円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:30歳以下
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
2時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 118日

Ｒ・Ｋ・Ｉ設備保全 株式会社

株式会社 ｉＤＡ

求人者の希望により事業所名は非公開です

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
2月9日現在の応募者数1人

資本金 15190万円
従業員数 201人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄中央線・御堂筋線・四ツ橋線本町駅から徒歩３分

求人番号27010-11650281
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数3人

資本金 1500万円
従業員数 150人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 各線なんば駅下車徒歩５分
求人番号27030- 6473081
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数3人

10 営業事務

11 企画営業

12 営業（化学工業薬品等）

外勤営業のサポート業務 ・電話・メール
等の応対による受発注業務。 ・見積書の
作成。 ・伝票入力作業。 ・納品書、請求
書の発行、他

・絵画販売 ・ギャラリーでの店頭販売 ・顧客
先での商談、美術品紹介、折衝 ・接客、来
客応対 ・展覧会の企画など ※新規開拓やノ
ルマはありません ※絵画に関する専門的
な知識は必用ありません 先輩社員が丁寧
に指導致します。

化学工業薬品、食品添加物等の販売活動
及び顧客管理、メーカー対応 ルート営業
が主体です

資格・経験 営業事務経験

資格・経験 す 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

175,000円～193,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回3.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
(2) 9時00分～12時00分
4時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 114日

230,000円～350,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:45歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外

210,000円～255,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:26歳以下
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 125日

トーステ 株式会社

株式会社 ギャルリーためなが

資本金 9000万円
従業員数 345人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄阿波座駅・九条駅下車徒歩１０分
求人番号27030- 6484581
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

ＰＣ基本操作英会話できれば優遇しま

休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 109日

資本金 3000万円
従業員数 26人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : ＪＲ大阪城公園駅下車徒歩５分
求人番号27010-11782881
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

十全 株式会社 大阪支店
資本金 7330万円
従業員数 55人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄淀屋橋駅下車徒歩３分
求人番号27010-11682481
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

13 営業（化学工業薬品）＜大阪市中央区＞

14 電気通信工事メンテナンスサービス・工事／大阪営業所

15 試験・検査

化学工業薬品の販売営業 環境事業（リサ
イクル等）の営業 ※未経験者でも慣れる
までＯＪＴにて指導します

○物流倉庫や工場の棚に通信端末機を取り付ける
工事 及びメンテナンスサービス ○現場は関西圏を
中心とした各府県等です。 ＊関連業務にはパソコン
を使用しワード・エクセル・メール機能を用います。
※専門知識は必要ありません。 ※先輩社員が丁寧
に指導いたします。 ※第一種又は第二種電気工事
士資格取得者優遇：資格手当有

■試験・検査の仕事です。 ・外観検査 ・
寸法、罫書き検査 ・浸透探傷検査 ・磁粉
探傷試験 ・出荷検査 ・パソコンにて報告
書作成、提出 ・その他

資格・経験 不 問

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

190,000円～230,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:30歳以下
賞与 年2回5.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

204,000円～353,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

180,000円～350,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回1.20月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
26時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 122日

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 アイオイ・システム

モラブ阪神工業 株式会社

資本金 5100万円
従業員数 50人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 京阪電鉄淀屋橋駅下車徒歩５分
求人番号13130- 5210681
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

資本金 12300万円
従業員数 88人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ環状線京橋駅より徒歩５分・京阪本線京橋片町口より徒歩３分

求人番号13060- 2937981
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

ＰＣ基本操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）必須

資本金 3800万円
従業員数 300人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩７分
求人番号27020-11346581
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数2人

HP

応募にはハローワークの紹介状が必要です

電話 06-6344-8609 42＃ハローワーク梅田まで！

16 現場発泡ウレタンフォーム工事／大阪支店

17 資材・倉庫管理

18 事務・データ入力管理

断熱材にグラスウールではなくウレタンフォームを、「現場吹
付け発砲」という施工方法によって、木造の下地に直接吹き
付けます。細かい隙間があっても簡単に覆うことが出来るの
で、つなぎ目が無く高次元の気密化が可能になります。 業
界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇 給す
ることができます。上記の業務以外にも、ハウスメー カーや
工務店を通じての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床 暖房、
瑕疵担保取次、断熱工事、シロアリ駆除、リフォーム 工事、
等を行っております。これら業務全般を手伝って頂く こともあ
ります。

化粧品を作るうえで必要な容器や化粧箱などの資材
や完成した化粧品の管理を中心とした作業を担当し
ていただきます。 ＜主な担当業務＞ ・資材・製品の
荷受け・本社倉庫の管理 ・翌日製造する製品、資材
の準備 ・契約倉庫の管理・資材の発注 ・資材・製品
を管理するうえでエクセルを用いた簡単な作業があり
ます。

＊販売伝票作成（主にパソコンによる） ＊
売上管理と買掛管理、仕入れデータの入
力、営業へのサポート、在庫管理、データ作
成など ＊ワード・エクセル使用によるユー
ザー定型マニュアルにて通信・通路業務など
＊メール管理

資格・経験 普免（ＡＴ限定不可）

資格・経験 不 問

資格・経験

月給 248,000円～350,000円
正社員1人募集
交通費 なし
年齢:35歳以下
賞与 年2回4.80月分
勤務時間 (1) 8時30分～18時00分
時間外
25時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

月額(日給) 200,000円～200,000円
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:44歳以下
賞与 年15万円～20万円
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
5時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 127日

月給 200,000円～200,000円
正社員以外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)13時00分～22時00分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 火土他
年間休日数 110日

株式会社 ピコイ
資本金 76365万円
従業員数 307人
就業場所 : 西区
最寄駅 :

求人番号13010-18370781
2月8日受理求人

2月9日現在の応募者数0人

パソコン操作（ワード・エクセルの基本
操作）

ラ・シンシア 株式会社
資本金 3200万円
従業員数 46人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 西中島南方駅下車徒歩７分

求人番号27060- 6030181
2月8日受理求人

2月9日現在の応募者数2人

株式会社 小 熊
資本金 1000万円
従業員数 25人
就業場所 : 福島区
最寄駅 :

求人番号27020-11058281
2月8日受理求人

2月9日現在の応募者数2人

19 行政事務（非常勤職員） パート

20 経理アシスタント パート

21 ショールームスタッフ／大阪 パート

情報公開窓口補助作業 郵便物等の受付
及び発送作業 その他事務補助全般

◎大阪本社財務部にて業務を行って頂きます。 ・経
路補助 ・ワード、エクセルを使った事務処理 ・電話、
メール対応等 今までの経験を活かせる業務からお
任せします ＊就業時間、日数はご相談ください。 ＊
経理経験又は日商簿記３級以上の方歓迎 ※経理経
験がない方も丁寧に指導させて頂きます。

＊接客・販売業務全般 ◆大阪ショールー
ム（阪急うめだ本店内）での家具・ 木製小
物の接客・販売。 ◆店頭での事務処理。
◆その他、付随する業務全般

パソコンを使用して、文書作成業務 表計
資格・経験 算業務に通算して１年以上従事
時給 1,016円～1,277円
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年5万円～12万円
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外

時給 1,100円～1,100円
パート労働者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 9時00分～17時00分の
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

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4～5日程度

時給 950円～950円
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年1回
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
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週3～4日程度

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社桃谷順天館

オークヴィレッジ 株式会社

資格・経験

事務経験３年以上 ＰＣスキル（Ｗｏｒｄ・
Ｅｘｃｅｌ）

間の5時間程度

従業員数 153人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線天満橋駅下車徒歩３分
求人番号27010-11775281
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数1人

資本金 9900万円
従業員数 382人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : ＪＲ環状線玉造駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11816681
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

22 清掃作業（自社の事務所ビル） パート

23 絵具のセット組※急募※ パート

＊２０１８年４月完成の株式会社タカダホールディング
ス本社ビルの清掃業務です。 ＊掃除機、モップ掛
け、トイレ掃除、机雑巾がけ、ゴミ収集他。 ＊４階建
て （１階３９０平方メートル、２階３３０平方メートル、 ３
階３３０平方メートル、４階１４０平方メートル、 エレ
ベーターあり） ＊ロビー、オフィス、会議室、男女トイ
レ

●１１ｍｌ、２０ｍｌの絵具各色を １２本、１３
本等セット箱に手作業にて 詰める軽作
業。 ●４～６名のチームでの作業です。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

時給
910円～910円
パート労働者3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～13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3～5日程度

時給
910円～910円
パート労働者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～15時00分
時間外
5時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週5日程度

株式会社 タカダホールディングス

ターナー色彩 株式会社

資本金 9500万円
従業員数 160人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線加島駅下車徒歩３分
求人番号28030- 2571181
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

資本金 7500万円
従業員数 86人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急神戸線神崎川駅下車徒歩８分
求人番号27060- 6105981
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

資格・経験

接客経験 基本的なＰＣ操作のできる
方

資本金 9361万円
従業員数 63人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 阪急うめだ駅下車徒歩３分
求人番号21040- 1264581
2月8日受理求人
2月9日現在の応募者数0人

