清掃・軽作業

発行日:2月9日
2月6日～2月9日
受理求人

最新！
お問い合わせは…ハローワーク梅田まで！ 電話 06-06-6344-8609 42#
大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第２ビル１６階
ハローワーク梅田の営業時間は…平日 8：30～19：00

土日祝10：00～17：00 （年末年始休み）
平日17：15以降及び土日祝はパソコンによる求人検索及び紹介業務のみ。雇用保険手続き、訓練、求人関係業務の取り扱いはあ
りません。
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。
求人情報には応募要項や試用期間の有無等は記載されていません。詳細をハローワークでご確認ください。

1 パン作りスタッフ （パン製造補助）（大阪市）

2 昆布食品の製造

3 工場内作業員（ポリ袋加工）

【２０１６年１月下旬オープン】なんばマルイ店Ｂ１Ｆ パン
生地の成形・発酵（ホイロ）、焼成、仕上げなど、 パン作
りの面白さを実感しながらお仕事できます！ まったくの
未経験でも大丈夫。 「パンが好き！」「パンを美味しく焼
いてみたい！」 という方にピッタリのお仕事です。 自身
で作ったパンを通して、お客様からの「美味しい！」 が嬉
しく、やりがいにもつながります！

・加工した昆布を乾燥室で乾かす作業 ・
昆布包丁で昆布を切ったり、目方を計った
り、 袋に入れる作業

工場内のポリ袋の加工を行って頂きます。
＊ポリ袋の加工は、誰にでもできる仕事
です。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

909円～909円
時給
パート労働者1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回
時間外
勤務時間 (1) 9時00分～16時00分
休日 日祝他
週休２日制 隔 週
週所定労働日数 週5～6日程度

910円～1,000円
時給
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
時間外
勤務時間 (1) 9時00分～15時00分
(2)13時00分～17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

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 イデグチ製袋

時給

910円～1,000円

パート労働者6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) 7時00分～13時00分
時間外
(2)16時00分～21時30分
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週3日以上

株式会社カスカード
資本金 3000万円
従業員数 269人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線なんば駅徒歩１分
求人番号28040- 2599481
2月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 14人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄谷町線南森町駅下車徒歩７分
求人番号27020-11820781
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 40人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 :
求人番号27020-10726881
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 運転手

＊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 ３０～４０代
の方が在籍中

◇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。

◇患者の搬送や医師等の送迎 ◇その他
書類や物品等の運搬 （※特殊車両運転
有） ＊介護等経験あれば望ましい。 ＊
ハローワークのご応募には、紹介状が発
行されます。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験

910円～910円
時給
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 年4万円～7万円
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外

910円～1,000円
時給
パート労働者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

1,000円～1,000円
時給
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 なし
勤務時間 (1)12時00分～18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

伸和工業 株式会社
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

英光ライティング 株式会社
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

（介護等経験あれば望ましい。） 普
免

休日 火木土日祝他 週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3日

社会医療法人 協和会 北大阪病院
資本金 550万円
従業員数 600人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄・ＪＲ新大阪駅・阪急三国駅下車徒歩１３分

求人番号27060- 6362081
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

7 送迎運転手（都島区）

8 現場作業員

9 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

デイサービス利用者及び患者の送迎業
務
＊１日７時間週４日程度勤務

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

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

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 不 問

910円～1,000円
時給
パート労働者2人募集
交通費 なし
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 8時00分～13時00分
時間外
(2)15時00分～17時00分
休日 月土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4日程度

1,250円～1,250円
時給
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 (1) 9時00分～17時00分
時間外

1,000円～1,000円
時給
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 なし
勤務時間 (1)10時00分～16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

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週5日以内

株式会社 ＡＳＳＩＳＴ

株式会社 トライスト

求人者の希望により事業所名は非公開です

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

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

資本金 300万円
従業員数 70人
就業場所 : 都島区
最寄駅 :
求人番号27060- 5899881
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

10 水産加工物配送

11 出荷作業・検品等・Ｗｅｂ・電話対応

12 清掃作業（自社の事務所ビル）

水産物及び水産加工品を取り引き先に配
送するお仕事です。 ・軽トラック使用 ・主
なルートは大阪府内 ・配達物の簡単な仕
分け作業あり

インターネット通信販売業務 アパレル商
品の梱包発送、検品等 主に、レディース
ファッション雑貨 未経験可

＊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

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

1,230円～1,333円
時給
パート労働者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) 8時00分～14時00分
時間外
(2) 3時00分～ 9時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3日以上

950円～1,500円
時給
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)10時00分～18時30分
時間外

910円～910円
時給
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1～5日程度

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週3～5日程度

有限会社 魚奏

株式会社 エス・エス・ジェイ

株式会社 タカダホールディングス

資本金 300万円
従業員数 22人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線御幣島駅より徒歩７分
求人番号27020-11282481
2月8日受理求人
現在の応募者数1人

13 絵具のセット組※急募※

資本金 1000万円
従業員数 18人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 阪神電車姫島駅下車徒歩６分
求人番号27020-11681181
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

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
現在の応募者数0人

14 下処理作業（焼付塗装）

15 軽作業

●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。

機器の下処理 その準備、及び後作業
経験者優遇

・印刷作業補助のお仕事です。 （印刷機
の前準備や後片付けなど） ・経験不問で
す。丁寧に指導いたします。 ※インキ缶
等、最大重量２０ｋｇ程度の物品移動作業
が 含まれます。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

910円～910円
時給
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

900円～1,200円
時給
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) 8時30分～17時30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3～5日

950円～950円
時給
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2回
勤務時間 (1) 8時30分～16時30分
時間外
(2) 9時00分～17時00分
10時間
週休２日制 毎 週
休日 日祝他
週所定労働日数 週5日程度

ターナー色彩 株式会社

有限会社 信装工業

ヤマックス 株式会社 大阪工場

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
現在の応募者数0人

資本金 300万円
従業員数 7人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 :
求人番号27020-11817381
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 4000万円
従業員数 300人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急宝塚線三国駅下車徒歩５分
求人番号27060- 5730381
2月7日受理求人
現在の応募者数1人

10パート清掃・軽作業

