短期バイトで
働く

発行日:2月9日
2月6日～2月9日
受理求人

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 一般事務

2 一般事務

雇用期間 : 平成30年4月1日～平成31年3
月31日
文書管理(受付･発送･保存文書管理) 共
済組合員証の管理 ﾚｾﾌﾟﾄ･請求書の点検･
支払業務 高額療養費等の計算

雇用期間 : 平成30年4月2日～平成30年7
月6日
受付 電話対応 ﾊﾟｿｺﾝによる文書作成等

資格・経験

Ｅｘｃｅｌ２０１０でデータの入力や 簡易な
計算・集計ができること

教育あるいは福祉、司法関係業務従事経

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 9時00分～17時45分の間
時間外
の5時間以上
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4日以内

資格・経験 験 パソコン操作（ワード・エクセル）
986円～986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
時間外
勤務時間 (1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～15時00分
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

刑務共済組合 大阪矯正管区支部

大阪保護観察所

従業員数 68人
就業場所 : 大阪市中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町四丁目駅下車徒歩３分
求人番号27010-11654681
2月8日受理求人
現在の応募者数4人

従業員数 125人
就業場所 : 大阪市中央区
最寄駅 : 谷町四丁目駅下車徒歩３分
求人番号27010-11848181
2月9日受理求人
現在の応募者数1人

930円～930円

時給

4 事務補助
雇用期間 : 平成30年4月1日～平成31年3
月31日
･沖縄に関する情報の提供(観光･物産･文
化等) ･電話応対､来客対応､茶器等の洗
浄 ･facebookﾍﾟｰｼﾞ､twitterの更新作業 ･
新聞の切り抜き ･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの在庫管理 ･そ
の他､職員の指示する業務
資格・経験

・パソコン（ワード・エクセル）で文書作成が出来る方 （必須） ・沖縄
へ旅行、滞在歴のある方（必須）

1,050円～1,050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45分
時間外

3 一般事務補助（学校総務サービス課）
雇用期間 : 平成30年3月26日～平成30年
6月8日
ｴｸｾﾙ等ﾃﾞｰﾀ入力､資料ｺﾋﾟｰ 書類審査､
ﾁｪｯｸ､電話取次ぎ (ﾊﾟｿｺﾝについては､ﾜｰ
ﾄﾞ･ｴｸｾﾙの 基本操作ができれば可) ☆応
募には一般職非常勤職員採用選考申込
書が必要です｡☆ 【採用選考申込書ﾀﾞｳﾝ
資格・経験 不 問

958円～958円
時給
パート労働者4人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
時間外
勤務時間 (1) 9時30分～16時00分
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
週所定労働日数 週5日

大阪府教育庁教育総務企画課
従業員数 8,819人
就業場所 : 大阪市中央区
最寄駅 : 地下鉄・京阪天満橋駅・谷町四丁目駅下車徒歩１０分

求人番号27010-11846881
2月9日受理求人
現在の応募者数1人

5 英文事務（コンラッド大阪）

6 事務職１

雇用期間 : 3ヶ月
*広報部でのｵﾌｨｽｻﾎﾟｰﾄ *社内外関係部
署間の調整ｻﾎﾟｰﾄ *広報文書の翻訳や翻
訳ﾁｪｯｸ

雇用期間 : 平成30年4月1日～平成31年3
月31日
<大阪市立住まい情報ｾﾝﾀｰにおける管理
運営業務等> ･住まい情報ｾﾝﾀｰの運営
に関する業務 (主にｾﾝﾀｰ等の普及啓発･
ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ運営及び 計数処理等業務等)

資格・経験

英文事務経験者 ＴＯＥＩＣ７５０点以上

資格・経験

・イラストレーター等画像作成ソフトの操作ができる方が望まし
い。・エクセル、ワードの操作ができる方。・電話等による受付、苦
情対応の経験がある方

休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日以内

1,000円～1,500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 9時00分～18時00分の間
時間外
の5時間程度
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日程度

205,000円～205,000円
月給
正社員以外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30分
時間外
(2)13時00分～21時15分
10時間
週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 121日

沖縄県 大阪事務所

Ｃｏｎｒａｄ Ｏｓａｋａ合同会社

求人者の希望により事業所名は非公開です

従業員数 4,000人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 :
求人番号27020-11290481
2月8日受理求人
現在の応募者数8人

従業員数 175人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 :
求人番号27020-10868681
2月7日受理求人
現在の応募者数3人

資本金 4000万円
従業員数 278人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 : 地下鉄谷町線・堺筋線天神橋筋六丁目駅下車徒歩３分

求人番号27020-11253381
2月8日受理求人
現在の応募者数3人

7 臨時職員（アルバイト）一般事務補助
雇用期間 : 平成30年3月1日～平成30年3
月30日
区役所保健福祉課の簡易な事務作業 ･
資料等の点検･整理･編綴･複写･配布作
業 ･郵便物の集配 ･その他上記以外の簡
易な作業 *面接については2月21日
(水)14時30分から (14時20分より受付しま

8 書類・図面のスキャニング

資格・経験 不 問

資格・経験 ＰＣの基本操作ができる

資格・経験 普免

148,050円～148,050円
月額(日給)
正社員以外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～17時30分
時間外
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 日

950円～1,050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) 9時00分～17時00分
時間外
10時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

750,000円～1,000,000円
月給
正社員以外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) 8時40分～17時30分
時間外
30時間
週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 112日

大阪市都島区役所

株式会社 ＫＣＳソリューションズ 大阪支社

求人者の希望により事業所名は非公開です

従業員数 200人
就業場所 : 大阪市都島区
最寄駅 : ＪＲ京橋駅下車徒歩１５分
求人番号27020-10782781
2月7日受理求人
現在の応募者数3人

雇用期間 : 平成30年2月19日～平成30年
3月16日
1､書類や図面のﾁｪｯｸ(破れ補修､ｸﾘｯﾌﾟ外
し) 2､ｽｷｬﾅｰを使ってｽｷｬﾆﾝｸﾞ 3､PCに
てｷｰ入力 4､ｽｷｬﾆﾝｸﾞ画像のﾁｪｯｸ

資本金 1000万円
従業員数 140人
就業場所 : 大阪市中央区
最寄駅 : 各線本町駅下車徒歩５分
求人番号27010-11645381
2月8日受理求人
現在の応募者数1人

9 支店長・所長候補／大阪支店
雇用期間 : 3ヶ月
○拠点目標の売り上げ達成 ○事業計画
立案 ○商談(既存･新規) ○店頭での販売
活動 ○人材管理(教育･実績管理･募集･
採用) ○在庫管理 ○ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ○ﾏｰｹﾃｨ
ﾝｸﾞに基づく製品提案 ○ｸﾚｰﾑ対応･その
他管理業務全般

資本金 10000万円
従業員数 373人
就業場所 : 大阪市淀川区
最寄駅 : 新大阪駅下車徒歩５分
求人番号27060- 5511281
2月7日受理求人
現在の応募者数1人

10 調理補助（大阪市此花区）
雇用期間 : 6ヶ月
大日本塗料株式会社本社社員食堂にお
いて 昼食の準備(盛付け･給仕･洗い物)
等の お仕事です｡
資格・経験 不 問

909円～909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)10時00分～14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

求人者の希望により事業所名は非公開です
資本金 1000万円
従業員数 400人
就業場所 : 大阪市此花区
最寄駅 : ＪＲ西九条駅下車徒歩５分
求人番号27010-11162081
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

11アルバイト15

