
資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 時給 時給
パート労働者2人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者5人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:不問 賞与　年50,000円～300,000円  年齢:不問 賞与　年30,000円～40,000円  年齢:18歳～64歳賞与　年20,000円～200,000円
勤務時間 時間外 勤務時間 (1)16時15分～21時15分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～16時00分 時間外

(2)7時00分～14時00分
休日 木他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 その他
週所定労働日数 週5日程度 週所定労働日数 週3日～週4日 週所定労働日数 週2日以上

資本金 7000万円 従業員数 29人 資本金 10000万円 従業員数 8,401人 資本金 1700万円 従業員数 40人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 時給 時給
パート労働者2人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:不問 賞与　年40,000円～60,000円  年齢:不問 賞与　年20,000円～30,000円  年齢:64歳以下 賞与　年5,000円～50,000円
勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)10時30分～19時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～13時00分 時間外

10時間
休日 日他 週休２日制 毎　週 休日 土日他 週休２日制 毎　週 休日 日他 週休２日制 毎　週
週所定労働日数 週1日～週3日 週所定労働日数 週2日～週5日 週所定労働日数 週1日以上

資本金 1000万円 従業員数 2,100人 資本金 500万円 従業員数 7人 資本金 600万円 従業員数 57人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

9時30分～16時30分の
間の4時間以上

6月27日受理求人 7月1日受理求人7月4日受理求人

株式会社　ゆいグループ

最寄駅 : 今里筋線清水から徒歩15分
就業場所 : 門真市

1,105円～1,175円 1,050円～1,350円

7月1日受理求人

 介護職員初任者研修修了者以上の介護
資格あれば尚可 　　 普免あれば尚可

求人番号13080-51572521 求人番号27180- 8816521

 介護職員初任者研修修了者あれば尚可 　社
会福祉士あれば尚可   　普免あれば尚可

1 和雑貨ときもの販売（守口市） 2 販売スタッフ（カメラのキタムラ／イオンモール大日店） 3 ★令和４年４月新規オープンのパート介護職

着物と和装小物の販売スタッフのお仕事
です。  　　未経験者でも大丈夫！！充実
研修制度あります。  　きものを自分で着
れる様になります。

★全国展開しているカメラのキタムラでのお仕事です★
 未経験者大歓迎！  はじめは写真プリントのご案内・受
付業務など簡単なお仕事からスタート！ 他にもレジ、販
売、品出し業務などがあります　　 専門知識がなくても大
丈夫　　☆ 楽しい先輩たちがしっかりサポートするので、
少しずつ覚えていきましょう！  　　※親切・丁寧にお教え
致しますので、ご安心ください　　 ※詳細は応募の際に
必ずご確認ください

ショートステイでの介護  　　私たちは社会に貢献して、
ちゃんと報酬をいただく！ そんなチームを目指していま
す！！  　働くスタッフ一人一人をとても大切に考えてい
ます。 ２０代から７０代まで幅広い年齢のスタッフが活躍
する職場です。 　親切丁寧な指導体制を心がけていま
す。  残業はほとんどありません。 週１日～５日の勤務で
有給休暇も１００％取得できます。 ご自身の時間も大切
にすることができます。

求人番号27020-42453321 求人番号39010-14605721 求人番号27180- 8845121

 不 問  不 問  ホームヘルパー２級 介護職員初任者
研修修了者 　  普免あれば尚可

1,200円～1,500円 1,000円～1,000円 1,190円～1,290円

就業場所 : 守口市

株式会社　キタムラ 社会福祉法人　笑壺の会おお又　株式会社

就業場所 : 守口市

ヒューマンライフケア　株式会社

最寄駅 : 京阪本線守口市から徒歩1分
就業場所 : 守口市

最寄駅 : 大阪市営地下鉄谷町線大日から徒歩1分

求人番号27180- 9025021

最寄駅 : 京阪本線守口市から徒歩10分

5 指導員 6 介護職員（デイサービス結朝日町）

最寄駅 : 京阪本線萱島から徒歩10分

7月5日受理求人

最寄駅 : 京阪本線大和田から徒歩8分

     普免

7月4日受理求人

4 【７／２６面接会求人】デイサービス介護職員／守口の湯

〇機能訓練の補助業務　　 〇入浴時の着脱や洗身介助（リ
フト浴対応あり）　　 〇昼食の準備や必要なご利用者への食
事介助 　　〇レクリエーションプログラムの運営 　　〇各種記
録業務　　 〇ご利用者の持物管理や連絡帳確認 　　〇お茶
の準備や看護師の健康管理補助　　 〇清掃や消毒などの衛
生管理業務　　 〇翌日の準備（お迎え時間の連絡やフロア設
営など） 　　〇送迎車の添乗業務や乗降介助（リフト対応あ
り） 　基本的に運転は専任のドライバーが担当（運転可能な
方には運転 業務もお願いします。

障がいのある子供たちを自宅や学校から療育教室門
真校へ送迎して、ランニングやハイキング、プール、
工作やお絵かき、太鼓の練習などの楽しい活動の中
で様々な経験を積み重ねて、将来に向けての力を育
んでいけるよう、それぞれの子供たちの個性を伸ばし
ていくことを目標にして、療育を行います。  障がいに
関する知識は、子供たちの情報共有や、研修など
で、わかりやすくお伝えします。

1,100円～1,500円

デイサービスでの介護業務全般。　 機能訓練補助、レクリ
エーション（制作活動、体操）、 施設内での全ての介助、送
迎。 　リハビリ介助（マシーン操作など）マシーン案内等。
社員教育に力を入れているので、 未経験でも知識が身に付
きやすい環境です。 お仕事を通して、資格取得やコミュニ
ケーション能力、 判断能力が身に付きます。 ほとんど残業は
ありませんので 仕事とプライベートの両立が可能です。 わか
らない事は経験豊富な先輩社員に 確認できる体制が整って
おります。

株式会社　教育サポート

就業場所 : 門真市就業場所 : 守口市

販売・サービス
福祉介護等

発行日:7月6日

次回は7月20日（水）

発 行 予 定

※応募される場合は、ハローワークの紹介状が必要です。
★ 求人の詳しい内容は、求人票で必ずご確認ください。 ハローワークでお渡しできます。

★ ここに掲載の求人は、随時紹介を行っておりますので、すぐに募集が終了する

場合が あります。 その際は、ご了承願います。 ご応募はお早めに！

★ ハローワークには、これ以外にも、たくさんの求人がございます。 お気軽にご利用

ください。

★ 様々な「就職支援メニュー」をご用意し、皆様をお待ちしております。 ※最新号のセレクト求人

が閲覧できます！



資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 時給 時給
パート労働者3人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者3人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:69歳以下 賞与 なし  年齢:64歳以下 賞与 なし  年齢:不問 賞与 年2回1.05ヶ月分
勤務時間 時間外 勤務時間 時間外 勤務時間 (1)8時30分～16時50分 時間外

3時間
休日 他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他
週所定労働日数 週1日以上 週所定労働日数 週1日以上 週所定労働日数 週3日～週5日

資本金 1200万円 従業員数 125人 資本金 2600万円 従業員数 83人 資本金 43097万円 従業員数 350人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 時給 時給
パート労働者3人募集 交通費 実費支給（上限なし） パート労働者2人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:不問 賞与　年～120,000円  年齢:不問 賞与 なし  年齢:59歳以下 賞与 なし
勤務時間 (1)8時30分～15時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～15時00分 時間外 勤務時間 (1)8時00分～16時00分 時間外

(2)10時30分～17時00分
休日 土日他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝 週休２日制 毎　週
週所定労働日数 週3日～週4日 週所定労働日数 週3日～週4日 週所定労働日数 週4日～週5日

従業員数 230人 資本金 1000万円 従業員数 350人 資本金 2000万円 従業員数 900人

現在の応募者数1人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 時給 時給
パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者3人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:59歳以下 賞与 なし  年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与 なし
勤務時間 (1)9時00分～15時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～13時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～17時00分 時間外

休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 毎　週
週所定労働日数 週4日～週5日 週所定労働日数 週3日～週5日 週所定労働日数 週5日程度

資本金 2000万円 従業員数 900人 従業員数 190人 従業員数 100人

現在の応募者数0人 現在の応募者数1人 現在の応募者数0人

7時00分～20時00分の
間の2時間以上

ピーエス・プラス　株式会社

1,000円～1,500円

社員食堂内厨房での調理パート業務 
・簡単な調理 　　・盛付
・提供 　　・洗浄
・清掃他

就業場所 : 守口市

1,050円～1,300円

けいはん医療生活協同組合

 ホームヘルパー２級 介護職員初任者研修修了者以
上の介護資格あれば尚可　　 普免あれば尚可  不 問

調理経験がある方　　 調理師あれば
尚可

10 介護スタッフ

学校調理経験者優遇します。

当施設のご利用者様の 　・食事補助、着
替え、入浴介助、排泄の介助等の生活介
護業務 　　・軽作業の作業準備　　・作業と
りまとめ 　　・送迎車に同乗して、乗り降り
の介助業務等  　　※試用期間３ケ月あり
（労働条件変更なし）　　まずはお気軽にお
問合せください。

＊守口市立錦小学校施設内厨房での、給
食調理、食器洗浄業務  及びその他付随
業務

社会福祉事業に熱意のある方、介護等
の経験のある方、歓迎です。

8 介護職員（カインドコート四條畷）

求人番号27180- 8534221 求人番号27010-32787921 求人番号27180- 8476121

6月29日受理求人 6月24日受理求人 6月27日受理求人

最寄駅 : 京阪門真市から徒歩5分 最寄駅 : 京阪本線古川橋から徒歩15分
就業場所 : 門真市

ビジネスホテルのベッドメイクです。
★事業内容★ 各種業務の請負及ビルの
清掃業務 　　☆会社の特長☆ 業績は、順
調に伸びており今後一層の伸展が期待さ
れています。

1,150円～1,150円

就業場所 : 門真市

当社が運営する、サービス付き高齢者向
け住宅内での介護補助  　　掃除などの介
護補助のお仕事です。  　介護に興味はあ
るけど自信がない。。。 空いている時間に
お仕事をしたい！という方大歓迎 

就業場所 : 四條畷市
最寄駅 : 大阪メトロ大日から徒歩20分最寄駅 : ＪＲ学研都市線四條畷から徒歩20分

就業場所 : 門真市

株式会社　東テスティパル

13 調理補助（門真市）門真市立五月田小学校

保育経験あれば尚良し。

＊乳幼児の保育補助及び雑務 （ご飯の後
片付けや清掃もあります）
＊６０歳以上の方も歓迎します
＊令和４年７月１日からの勤務も可能で
す。 

求人番号27180- 8522121

株式会社　アップケイズ　松原営業所

6月28日受理求人

小学校厨房内での調理補助業務 
・簡単な調理 　　・配缶作業
・食器洗浄 　　・清掃他

7 高齢者施設内介護補助（レガート深北緑地）

992円～1,100円

株式会社　東テスティパル

1,067円～1,167円

社会福祉法人　大阪府肢体不自由者協会

求人番号27180- 8980321
最寄駅 : ＪＲ野崎駅・住道駅・四条畷から徒歩15分

最寄駅 : 長堀鶴見緑地線門真南から徒歩15分

1,000円～1,200円992円～992円

成和サービス　株式会社

14 ベッドメイク（門真市） 15 保育補助

社会福祉法人　雅福祉会
幼保連携型認定こども園　きたじまこども

就業場所 : 守口市 就業場所 : 守口市 就業場所 : 大東市
最寄駅 : 大阪メトロ今里筋線清水から徒歩18分

 不 問 ベッドメイク経験あれば尚可

6月27日受理求人

最寄駅 : 

6月27日受理求人

 不 問

995円～995円

就業場所 : 大東市

9 介護職員（きんだデイサービス）

株式会社　レガート

ヘルパーステーション内にある  「住宅型有
料老人ホームカインドコート四條畷」 
入居者様の居室を訪問し、個別に介護サー
ビスを提供します。　  施設の夜勤業務、排
泄、食事の介助  　　未経験の方も丁寧に指
導します。

◎デイサービスでのお仕事です。 
・入浴介助、食事介助等
・おやつ介助、排泄介助
＊定員２７名 

7時00分～19時00分の
間の3時間以上

11 学校施設内厨房での給食調理及びその他付随業務 12 調理パート（大東市）

求人番号27120- 8016521
最寄駅 : ＪＲ片町線鴻池新田から徒歩8分

求人番号27010-33032521

1,200円～1,300円

求人番号27020-42226521 求人番号27180- 9052821

7月4日受理求人7月1日受理求人 7月4日受理求人

応募には紹介状が必要です！ 職業相談窓口へお越しください！ 9(パ)販売・ｻｰﾋﾞｽ・介護


