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～

～

～

従業員数
(2)12時00分～23時00分 又は10時00分～23時00分の間の8時間

27030-15413931 日他 20人

調理師（肥後橋店）／トラ

イアル併用
心フードサービス　株式会社

就業場所
180000円 交替制あり

大阪府大阪市西区
(1)10時00分～21時00分

20歳以上 240000円 大阪府大阪市西区江戸堀１丁
目１０番３３号 「うまいもん
や心　肥後橋店」

従業員数
(2)9時00分～18時00分

27030-15707731 他 20人

駐車場管理（警備業含

む）（大阪市北区）
大阪防災管理　株式会社

就業場所
190300円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市北区
(1)9時00分～8時59分

20歳～64歳 190300円 大阪府大阪市西区西本町１丁
目６－２　阿波堀ビル４Ｆ

従業員数

又は10時00分～0時00分の間の8時間程度
27010-22892831 他 15人

カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋

スタッフ

株式会社　ＯＮＥ　ＡＬＬ
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
城東関目店

就業場所 原動機付自転車免許
233852円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市城東区

59歳以下 450593円 大阪府大阪市城東区関目５丁
目４番７－１０５号

従業員数

27010-22871331 日祝他 7人

【企画販売】未経験〇　企画や電話

販売や梱包・配送が中心
株式会社　天義堂

就業場所
200000円

大阪府大阪市天王寺区

(1)9時30分～18時00分
59歳以下 240000円 大阪府大阪市天王寺区上汐３

丁目１－６　上本町ビル９０
１号

従業員数
(2)16時00分～8時00分

27010-22847631 他 155人

タクシー配車オペレーター

（夜勤／隔日勤務）
ダイヤ交通　株式会社

就業場所
220000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市城東区
(1)0時00分～9時00分

18歳～64歳 358375円 大阪府大阪市城東区新喜多１
丁目３－７

従業員数

27010-23762131 日祝他 22人

秘書 有限会社　宝永住建
就業場所

160000円
大阪府大阪市生野区

(1)8時30分～17時00分
不問 160000円 大阪府大阪市生野区巽中３－

１６－２

従業員数

27010-24894731 他 11人

調理業務　ホール業務（大

阪市天王寺区）

株式会社　アプロフランチャ
イズシステム

就業場所
270000円 変形（1年単位）

大阪府大阪市天王寺区

(1)14時00分～0時00分
18歳～64歳 530000円 大阪府大阪市天王寺区上本町

６－９－１０
青山ビル本館４０１－２

従業員数
(2)7時00分～16時00分

27010-24807031 他 13人

業務スーパー青果部門の業

務（喜連東店）

グランマルシェ株式会社　Ｆ
Ｃ事業部

就業場所
190000円 変形（1年単位）

大阪府大阪市平野区
(1)6時00分～15時00分

64歳以下 340000円 大阪府大阪市中央区本町４丁
目５－１６

27010-24987031 土日祝他 104人

サポートエンジニア
Ｇａｔｅテクノロジーズ株式
会社

就業場所
190000円

大阪府大阪市中央区
(1)9時00分～18時00分

59歳以下 350000円 大阪府大阪市中央区本町３－
２－８　牧村本町ビル２Ｆ

従業員数

職種 おしらせ 職種／年齢／求人番号 賃金／休日 求人者名／所在地 就業場所等 就業時間 必要な免許資格

生産部要員（オフセット印刷

インキ製造）
三星インキ　株式会社

就業場所
180000円 変形（1年単位）

大阪府堺市西区
(1)8時15分～17時00分

59歳以下 230000円 大阪府堺市西区浜寺船尾町東
１丁１０３番地

従業員数

27080-11456031 日祝他 14人

230000円 変形（1年単位）
大阪府堺市堺区

(1)8時00分～17時00分
450000円 大阪府堺市堺区柏木町３－２

－１７

ムラカワ株式会社　大阪支社
就業場所

現場管理者 株式会社　松和工業
就業場所

59歳以下

27080-10503531 日祝他 10人

従業員数

管
理
職
／
専
門
職

事
務
職
／
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・
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職
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ス
職

205000円
大阪府和泉市

(1)8時00分～17時00分
59歳以下 205000円 大阪府和泉市テクノステージ

３－７－８

従業員数

27110- 3118531 土日祝他 53人

チーズの品質管理／和泉市【５／３

０ミニ面接会専用求人】

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 賃金は賃金形態にかかわらず、月額に換算しています。

◎ すでに求人取消となっている場合があります。あらかじめご了承ください。

※仕事内容によっては、他職種のページにも掲載する場合があります。

令和5年5月10日発行
（4月24日～5月9日受理）

大阪労働局職業安定部訓練課 作成

詳しい内容を知りたい方、応募をご希望

される方はハローワークまでお問い合わせ

ください。

ハローワークインターネットサービスへのアクセスはこちらから。

◎「おしらせ」欄の は”面接会の予定あり”を、 は”掲載以外にも求人あり”を

示しています。ぜひ、求人票をご確認ください。

面

複数

複数

複数

複数



職種 おしらせ 職種／年齢／求人番号 賃金／休日 求人者名／所在地 就業場所等 就業時間 必要な免許資格

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 賃金は賃金形態にかかわらず、月額に換算しています。

◎ すでに求人取消となっている場合があります。あらかじめご了承ください。

※仕事内容によっては、他職種のページにも掲載する場合があります。

令和5年5月10日発行
（4月24日～5月9日受理）

大阪労働局職業安定部訓練課 作成

詳しい内容を知りたい方、応募をご希望

される方はハローワークまでお問い合わせ

ください。

ハローワークインターネットサービスへのアクセスはこちらから。

◎「おしらせ」欄の は”面接会の予定あり”を、 は”掲載以外にも求人あり”を

示しています。ぜひ、求人票をご確認ください。

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

従業員数
(2)9時00分～17時30分 又は8時00分～16時30分27080-11242731 土日祝他 48人

医療事務　外来算定（河内

長野市）

株式会社　ニチイ学館　堺東
支店

就業場所
157590円

大阪府河内長野市
(1)8時30分～17時00分

59歳以下 165240円 大阪府堺市堺区南花田口町２
－３－２０　三共堺東ビル３
Ｆ

従業員数

27080-10959331 日祝他 10人

営業販売員 ＭＭＲ泉　株式会社
就業場所

181500円 変形（1ヶ月単位）
大阪府堺市堺区

(1)9時00分～17時30分
59歳以下 221500円 大阪府堺市堺区香ヶ丘町２丁

６－３

従業員数
(2)8時30分～12時00分

27080-11414131 日祝他 21人

医療事務員（堺市堺区）

受付業務

株式会社　ニチイ学館　堺東
支店

就業場所
157590円 変形（1ヶ月単位）

大阪府堺市堺区
(1)8時30分～17時00分

59歳以下 165240円 大阪府堺市堺区南花田口町２
－３－２０　三共堺東ビル３
Ｆ

従業員数

27080-11683231 火他 90人

一般事務員（経験不問）
エルベＢＭＷ　エルベオート
株式会社

就業場所
203250円 変形（1年単位）

大阪府堺市中区
(1)8時30分～18時00分

59歳以下 230000円 大阪府堺市中区深井北町３４
０１

従業員数

27060-16309931 土日祝他 100人

（正）事務職（来客対応

業務他）・急募
株式会社　第一管財

就業場所
181000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市淀川区
(1)9時00分～18時00分

不問 193000円 大阪府大阪市淀川区西中島７
丁目１－５　辰野新大阪ビル
６階

従業員数

27040-11404831 他 8人

営業事務
有限会社　ジェイジェイドリ
－ム

就業場所
170000円

大阪府大阪市平野区
(1)9時00分～17時30分

64歳以下 220000円 大阪府大阪市平野区長吉出戸
６－１５－３１

従業員数

又は10時00分～20時00分の間の8時間
27040-11964731 他 11人

営業職 株式会社　リペアワーク
就業場所

180000円 変形（1年単位）
大阪府大阪市平野区

(1)8時00分～17時00分
不問 250000円 大阪府大阪市平野区瓜破南１

丁目１番３６号

従業員数
(2)8時00分～17時00分

27040-11760431 他 50人

スーパーマーケット小売り担当

（週休二日制）
株式会社　寿

就業場所
230000円 交替制あり

大阪府大阪市平野区
(1)7時00分～16時00分 (3)9時00分～18時00分

59歳以下 280000円 大阪府大阪市平野区長吉長原
西３丁目５－１７

従業員数

27030-14175731 土日祝他 28人

企画・総務・営業コンサルタン

ト

株式会社　ＳＫ　Ｊａｐａｎ
Ｗｏｒｋｓ

就業場所
210000円

大阪府大阪市西区
(1)10時00分～19時00分

不問 420000円 大阪府大阪市西区江之子島１
－７－３奥内阿波座駅前ビル
１４階

従業員数

27030-14520531 他 5人

企画営業（法人／粉浜

店）【未経験可】

株式会社　ラルスコーポレー
ション

就業場所
250000円

大阪府大阪市住之江区

(1)9時00分～18時00分
59歳以下 330000円 大阪府大阪市中央区島之内１

－２１－１９
オリエンタル堺筋ビル８Ｆ

従業員数

27030-14661631 土日祝他 13人

ルート営業【就職氷河期世

代歓迎求人】
九州観光　株式会社

就業場所
220000円

大阪府大阪市西区
(1)9時00分～18時00分

64歳以下 250000円 大阪府大阪市西区新町１－４
－２６　四ツ橋グランドビル
７階

従業員数

27030-15113631 土日祝他 100人

建設施工サポート事務

（正）【面接会専用求人】

トランス・コスモス　株式会
社　大阪本部

就業場所
192000円

大阪府大阪市中央区
(1)9時00分～17時50分

59歳以下 300000円 大阪府大阪市西区土佐堀２－
２－４　土佐堀ダイビル１６
階

事
務
職
／
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業
職
／
サ
ー
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ス
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面
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職種 おしらせ 職種／年齢／求人番号 賃金／休日 求人者名／所在地 就業場所等 就業時間 必要な免許資格

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 賃金は賃金形態にかかわらず、月額に換算しています。

◎ すでに求人取消となっている場合があります。あらかじめご了承ください。

※仕事内容によっては、他職種のページにも掲載する場合があります。

令和5年5月10日発行
（4月24日～5月9日受理）

大阪労働局職業安定部訓練課 作成

詳しい内容を知りたい方、応募をご希望

される方はハローワークまでお問い合わせ

ください。

ハローワークインターネットサービスへのアクセスはこちらから。

◎「おしらせ」欄の は”面接会の予定あり”を、 は”掲載以外にも求人あり”を

示しています。ぜひ、求人票をご確認ください。
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～
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～

～

～

従業員数

又は10時00分～21時30分の間の8時間程度
27180- 6139231 火他 30人

２１時半で営業終了｜門

真市駅前の調理スタッフ
日新フードサービス株式会社

就業場所
253704円 交替制あり

大阪府門真市

59歳以下 278750円
大阪府門真市松生町４－１０

従業員数

又は9時00分～21時00分の間の8時間程度
27160- 2928131 他 7人

販売スタッフ（堺プラットプラッ

ト店）
株式会社　本きもの松葉

就業場所
201600円 変形（1ヶ月単位）

大阪府堺市堺区

59歳以下 350000円 大阪府富田林市昭和町２丁目
１－２５

従業員数

27160- 2839131 日祝他 50人

管理業務（清掃） 近畿ビルサービス　株式会社
就業場所

208000円 変形（1年単位）
大阪府富田林市

(1)8時30分～17時30分
不問 208000円 大阪府富田林市錦織北１－１

６－３８

従業員数

27120- 5396931 他 6人

理容師「理容プラージュ我孫

子店」

株式会社　ワイズコーポレー
ション（店名：プラージュ）

就業場所 理容師
259600円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市住吉区
(1)8時00分～17時00分

59歳以下 391600円 大阪府藤井寺市春日丘３－１
２－１

従業員数

27120- 5187631 他 8人

理容師「理容プラージュ鶴橋

店」

阪南理美容　株式会社　（店
名：プラージュ・プラス・フ
リー　）

就業場所 理容師
259600円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市天王寺区

(1)8時00分～17時00分
59歳以下 391600円 大阪府藤井寺市春日丘３－１

２－１

従業員数

27120- 6665931 日祝他 15人

事務員 株式会社　吉村解体
就業場所

180000円 変形（1年単位）
大阪府羽曳野市

(1)8時15分～17時30分
不問 180000円 大阪府羽曳野市大黒１５９－

１

従業員数

27120- 6749231 日祝他 5人

営業（本社） 株式会社　大神
就業場所

205000円 変形（1年単位）
大阪府東大阪市

(1)8時00分～17時00分
59歳以下 205000円 大阪府柏原市国分東条町２８

－８

従業員数

27120- 6861531 日祝他 2人

営業（堺営業所） 株式会社　お弁当の浜乃家
就業場所

200000円 変形（1年単位）
大阪府堺市北区

(1)8時30分～17時00分
不問 250000円 大阪府松原市三宅西４－７４

０－７

従業員数

27110- 3263531 日祝他 7人

営業職 株式会社　ニシモク
就業場所

198000円 変形（1年単位）
大阪府泉北郡忠岡町

(1)8時15分～16時50分
64歳以下 264000円 大阪府泉北郡忠岡町新浜２－

６－３５

従業員数

27100- 5648631 日他 11人

一般事務 株式会社　ヒデ工房
就業場所

180000円
大阪府池田市

(1)8時30分～17時30分
59歳以下 200000円 大阪府池田市空港２丁目２－

５　大阪綜合ビル内

従業員数

27080-10475431 日祝他 85人

海外営業事務 タケモトピアノ　株式会社
就業場所

200000円 変形（1年単位）
大阪府堺市堺区

(1)9時00分～17時30分
59歳以下 230000円 大阪府堺市堺区神南辺町３丁

１０７－１６
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～

従業員数

27040-11074131 木他 8人

介護職
株式会社　笑福 就業場所

200000円 交替制あり
大阪府大阪市西成区

(1)8時30分～17時30分
59歳以下 200000円 大阪府大阪市西成区聖天下２

丁目６－１

従業員数
(2)7時30分～16時00分

27040-11210831 他 159人

介護職（阪和帝塚山苑） 社会福祉法人　帝塚山福祉会
就業場所 介護職員初任者研修修了者

194350円 変形（1ヶ月単位）
大阪府大阪市住吉区

(1)9時00分～17時30分 (3)11時30分～20時00分 介護福祉士
18歳～59歳 211250円 大阪府大阪市住吉区帝塚山東

２丁目１－３５

従業員数
(2)7時00分～16時00分

27040-11579331 他 50人

介護職員（資格なし）

（ホームランドあべの）
医療法人　河和会

就業場所
172000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市阿倍野区

(1)9時00分～18時00分 (3)11時00分～20時00分
18歳～59歳 182000円 大阪府大阪市東住吉区公園南

矢田３－１９－１２

従業員数

27040-11328731 日他 14人

デイサービス介護職員（新

館）
株式会社　和田

就業場所 介護職員初任者研修修了者

180000円
大阪府大阪市西成区

(1)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
不問 200000円 大阪府大阪市西成区千本北

２－１１－４

従業員数
(2)17時00分～9時00分

27040-11783831 他 223人

看護補助者
医療法人　五月会　平野若葉
会病院

就業場所
177000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市平野区
(1)9時00分～17時00分

18歳～64歳 207000円 大阪府大阪市平野区瓜破２－
１－１９

従業員数
(2)8時30分～17時30分 又は9時00分～20時00分の間の8時間

27040-12025931 他 128人

介護福祉士

介護職員
社会福祉法人和悦会　加美北
特別養護老人ホーム

就業場所
207000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市平野区
(1)7時00分～16時00分 (3)13時00分～22時00分

18歳～59歳 238200円 大阪府大阪市平野区加美北７
丁目１－２

従業員数

又は8時00分～18時00分の間の8時間程度
27030-14592031 他 12人

介護福祉士

訪問介護（西成区／ケアセ

ンターどん介護）
株式会社　Ｔｓカンパニー

就業場所 介護職員初任者研修修了者

190000円
大阪府大阪市西成区

介護職員実務者研修修了者

不問 250000円 大阪府大阪市西区北堀江４丁
目２－２７－１３０２

従業員数

27020-30415931 他 5人

訪問介護　介護職　ニチイ

大阪福島

株式会社　ニチイ学館　大阪
支店

就業場所 介護職員初任者研修修了者

211640円 変形（1ヶ月単位）
大阪府大阪市福島区

(1)9時00分～18時00分 介護職員実務者研修修了者

59歳以下 211640円 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２
０
明治安田生命大阪梅田ビル２０階

(2)11時00分～20時00分
27020-30256131 他 15人

介護スタッフ／そんぽの家Ｓ

庄内

ＳＯＭＰＯケア株式会社　関
西オフィス

就業場所 ホームヘルパー２級
174700円 変形（1ヶ月単位）

大阪府豊中市
(1)7時00分～16時00分 (3)16時00分～10時00分 介護職員初任者研修修了者

18歳～64歳 202300円 大阪府大阪市北区天満橋１－
８－３０
ＯＡＰタワー５階

従業員数

職種 おしらせ 職種／年齢／求人番号 賃金／休日 求人者名／所在地 就業場所等 就業時間 必要な免許資格

看護助手（無資格可） 医療法人　歓喜会
就業場所 ホームヘルパー２級

175300円 変形（1ヶ月単位）
大阪府大阪市天王寺区

(1)7時00分～15時30分 (3)9時00分～17時30分 介護職員実務者研修修了者

18歳～59歳 204300円 大阪府大阪市天王寺区生玉前
町３番２４号

従業員数
(2)11時30分～20時00分

27010-25034831 他 380人

保育士
176000円 交替制あり

大阪府大阪市中央区

59歳以下 250000円 大阪府大阪市天王寺区小橋町
２－１２　上本町ＮＥＸＴＡ
ＧＥビル１Ｆ

従業員数

従業員数

27020-32214931 他

保育士（大阪市中央区） 株式会社チックアンドヘン
就業場所

18人 介護福祉士
(2)9時00分～18時00分

医
療
職
／
福
祉
職
／
教
育
職

グループホームの介護スタッフ

（たのしい家平野）
株式会社　ケア２１

就業場所 介護職員初任者研修修了者

介護職員実務者研修修了者

又は7時00分～20時00分の間の8時間
27010-23840631 他 4人

185000円 変形（1ヶ月単位）
大阪府大阪市平野区

(1)7時30分～16時30分 (3)10時00分～19時00分
18歳以上 205000円 大阪府大阪市北区堂島２丁目

２番２号　
近鉄堂島ビル１０階

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 賃金は賃金形態にかかわらず、月額に換算しています。

◎ すでに求人取消となっている場合があります。あらかじめご了承ください。

※仕事内容によっては、他職種のページにも掲載する場合があります。

令和5年5月10日発行
（4月24日～5月9日受理）

大阪労働局職業安定部訓練課 作成

詳しい内容を知りたい方、応募をご希望

される方はハローワークまでお問い合わせ

ください。

ハローワークインターネットサービスへのアクセスはこちらから。

◎「おしらせ」欄の は”面接会の予定あり”を、 は”掲載以外にも求人あり”を

示しています。ぜひ、求人票をご確認ください。
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職種 おしらせ 職種／年齢／求人番号 賃金／休日 求人者名／所在地 就業場所等 就業時間 必要な免許資格
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介護福祉士

従業員数
(2)8時30分～17時30分

27180- 6303931 他 12人

介護職員実務者研修修了者

介護職員（八尾高安ショー

トステイ）

パナソニックエイジフリー
株式会社　ライフサポート事
業部

就業場所 介護職員初任者研修修了者

217280円 変形（1ヶ月単位）
大阪府八尾市

(1)7時30分～16時30分 (3)10時00分～19時00分 介護職員実務者研修修了者

18歳～59歳 239510円 大阪府門真市大字門真１０４
８番地　Ｂ－２２

従業員数
(2)16時00分～10時00分

27130- 5926431 他 30人

介護士（グランモーレ香里

園）
株式会社　スウィング

就業場所 介護福祉士
230000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府寝屋川市
(1)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者

18歳～59歳 305000円 大阪府枚方市走谷２丁目３１
番１号

従業員数

27110- 3358831 他 25人

介護スタッフ（光明台） 泉州ケアサービス　株式会社
就業場所

195000円
大阪府和泉市

(1)9時00分～18時00分
不問 400000円 大阪府和泉市光明台２－１１

－２９

従業員数

又は7時00分～20時00分の間の8時間程度
27090- 3503231 他 21人

介護福祉士

看護師（岸和田市春木）
株式会社　都エンタープライ
ズ

就業場所 看護師
220000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府岸和田市
(1)19時00分～7時00分 准看護師

18歳～64歳 240000円 大阪府岸和田市宮本町１０－
１２

従業員数
(2)9時00分～18時00分

27080-11154731 他 13人

介護職員（エイジフリーハウ

ス堺浜寺）

パナソニックエイジフリー
サービス　株式会社　ライフ
サポート事業部　大阪南エリ
ア事務所

就業場所 介護職員初任者研修修了者

217280円 変形（1ヶ月単位）
大阪府堺市西区

(1)7時00分～16時00分 (3)11時00分～20時00分 介護職員実務者研修修了者

18歳～59歳 239510円 大阪府堺市西区鳳中町９丁６
番地１

従業員数
(2)17時15分～8時45分

27080-11085031 他 60人

介護職員　【無資格・未経験

歓迎】
社会福祉法人　風の馬

就業場所
166500円 変形（1ヶ月単位）

大阪府堺市西区
(1)8時30分～17時30分

18歳～59歳 166500円 大阪府堺市西区鳳北町１０丁
３１番１

従業員数

27080-10780531 他 30人

訪問介護員（ヘルパー）・

堺市南区

特定非営利活動法人　せかん
ど

就業場所 ホームヘルパー２級
198000円

大阪府堺市南区
(1)9時00分～18時00分 介護職員初任者研修修了者

65歳以下 200000円
大阪府堺市南区檜尾３０９３
－７

南海バス・桧尾山バス停下車

従業員数
(2)8時30分～12時30分

27080-11062531 日祝他 1,012人

看護師（正・准）
社会医療法人ペガサス　馬場
記念病院

就業場所 看護師
188000円

大阪府堺市西区
(1)8時30分～17時30分 准看護師

59歳以下 279000円
大阪府堺市西区浜寺船尾町東
４丁２４４番地


従業員数

27070- 9603331 日他 14人

デイサービスの介護職（野口

１）
有限会社　ヒーリング

就業場所 ホームヘルパー２級
200000円 交替制あり

大阪府東大阪市
(1)8時30分～17時30分

64歳以下 200000円 大阪府東大阪市小阪本町２－
３－５

従業員数
(2)8時30分～13時00分

27070-10018531 日他 70人

介護職員（デイやまなみ） 社会福祉法人　医真福祉会
就業場所

170900円 変形（1ヶ月単位）
大阪府八尾市

(1)8時30分～17時00分 (3)13時00分～17時00分
59歳以下 234000円

大阪府八尾市都塚５０－１

従業員数
(2)8時45分～17時45分

27060-14320231 他 15人

介護職員（高齢者グループ

ホーム／大阪市淀川区）

株式会社フィールド（グルー
プホーム　こころあい三津
屋）

就業場所 ホームヘルパー２級
210000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市淀川区
(1)7時00分～16時00分 (3)11時00分～20時00分 介護職員初任者研修修了者

18歳～64歳 243000円 大阪府大阪市淀川区三津屋中
２丁目１１－２

医
療
職
／
福
祉
職
／
教
育
職

複数

複数

複数

複数

複数

複数

複数

複数

複数

複数

複数

複数

複数

複数
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従業員数
(2)8時35分～15時00分

27060-16054831 日祝他 13人

【面接会求人】明治の宅配
布亀株式会社　マザーケア事
業所部　東淀川ＤＣ

就業場所
204000円 変形（1年単位）

大阪府大阪市東淀川区

(1)8時35分～17時00分
69歳以下 204000円 大阪府大阪市東淀川区豊里１

－３－３３

従業員数
(2)8時35分～15時00分

27060-16052131 日祝他 13人

【面接会求人】明治の宅配 布亀　株式会社　吹田西ＤＣ
就業場所

204000円 変形（1年単位）
大阪府吹田市

(1)8時35分～17時00分
69歳以下 204000円 大阪府吹田市南金田２－１３

－１１

従業員数

27040-11266931 日祝他 39人

金属キャップ製造作業 久金属工業　株式会社
就業場所

177000円 変形（1年単位）
大阪府大阪市西成区

(1)8時15分～17時00分
59歳以下 183000円 大阪府大阪市西成区北津守３

－８－３１

従業員数

27040-11556131 他 10人

営業配送 株式会社　大阪の味本舗
就業場所

250000円 変形（1年単位）
大阪府大阪市阿倍野区

(1)8時30分～17時30分
59歳以下 290000円 大阪府大阪市阿倍野区三明町

１－６－１２

従業員数
(2)7時30分～16時30分

27030-15199931 他 3人

施設警備（大阪市北区）
株式会社　ユニバーサル・セ
キュリティー

就業場所
177797円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市北区
(1)9時00分～8時59分

18歳～64歳 177797円 大阪府大阪市中央区南船場４
丁目４番３号　心斎橋東急ビ
ル８階

従業員数
(2)8時00分～18時00分

27020-32459931 他 0人

ハイヤードライバー 大阪エムケイ　株式会社
就業場所

300000円 変形（1ヶ月単位）
大阪府豊中市

(1)6時30分～16時30分
59歳以下 300000円 大阪府大阪市北区大淀中５丁

目１４－３６

従業員数
(2)10時00分～18時40分

27020-31933531 日祝他 58人

配送員・配送助手【氷河期

世代専用求人】
株式会社　岡田商店

就業場所
260000円 変形（1年単位）

大阪府大阪市北区
(1)11時00分～19時40分

35歳～55歳 260000円 大阪府大阪市北区西天満５丁
目１３－１８

従業員数

27010-24151931 日祝他 18人

立体駐車場メンテナンス 株式会社　トラストテック
就業場所

231000円 変形（1年単位）
大阪府大阪市中央区

(1)9時00分～18時00分
18歳～59歳 300000円 大阪府大阪市中央区鎗屋町１

丁目２－５
Ｔ＆Ｔ鎗屋町ビル

(2)6時00分～23時30分
27010-23750731 他 11人

乗務社員（大阪総合営業

所）
近鉄タクシー　株式会社

就業場所 普通自動車第二種免許
177000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市天王寺区

(1)5時00分～22時30分 (3)7時00分～0時30分
18歳～64歳 177000円 大阪府大阪市天王寺区上本町

９－４－１７

従業員数

職種 おしらせ 職種／年齢／求人番号 賃金／休日 求人者名／所在地 就業場所等 就業時間 必要な免許資格

監視業務（此花区） 日本管財株式会社
就業場所

184140円 変形（1ヶ月単位）
大阪府大阪市此花区

(1)9時00分～21時00分
18歳～59歳 216000円 大阪府大阪市中央区本町４丁

目３－９

従業員数
(2)21時00分～9時00分

27010-25128631 他 8人

普通自動車第二種免許
175000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市城東区
(1)8時00分～2時00分 (3)20時30分～4時30分

18歳～64歳 221000円 大阪府大阪市城東区新喜多１
丁目３－７

従業員数
(2)10時30分～18時30分

250000円 大阪府大阪市中央区淡路町３
丁目６－３　御堂筋ＭＴＲビ
ル５Ｆ

従業員数

27010-24430331 土日

タクシー乗務員（隔勤、昼

日勤、夜日勤）
ダイヤ交通　株式会社

就業場所

29人

製
造
職
／
農
林
漁
業
職
／
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安
職
／
運
転
職

リサイクル施設の手選別業務（岸和田

市）　＊＊＊急募＊＊＊

株式会社　日本管財環境サー
ビス

就業場所

27010-24669331 他 155人

185000円 変形（1ヶ月単位）
大阪府岸和田市

(1)8時30分～17時30分
59歳以下

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 賃金は賃金形態にかかわらず、月額に換算しています。

◎ すでに求人取消となっている場合があります。あらかじめご了承ください。

※仕事内容によっては、他職種のページにも掲載する場合があります。

令和5年5月10日発行
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詳しい内容を知りたい方、応募をご希望

される方はハローワークまでお問い合わせ

ください。

ハローワークインターネットサービスへのアクセスはこちらから。

◎「おしらせ」欄の は”面接会の予定あり”を、 は”掲載以外にも求人あり”を

示しています。ぜひ、求人票をご確認ください。
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従業員数

27080-11624231 日祝他 110人

整備補助 株式会社　喜多重機興業
就業場所

250000円 変形（1年単位）
大阪府堺市北区

(1)8時00分～17時00分
64歳以下 350000円 大阪府堺市北区中村町６０１

－１

従業員数
(2)17時55分～2時00分

27080-11609531 他 110人

タクシードライバー／夜勤１年目でも

年収７００万円以上続出
ワンコイン堺株式会社

就業場所 普通自動車第二種免許
173910円 変形（1ヶ月単位）

大阪府堺市中区
(1)5時55分～14時00分

18歳～64歳 173910円
大阪府堺市中区新家町３１３

従業員数
(2)9時00分～18時00分

27080-11920131 他 4人

面接会求人※警備員・簡単な声掛け・

８０歳以上歓迎・岸和田

株式会社　第一管財　ＳＡＫ
ＡＩ

就業場所
176300円 変形（1ヶ月単位）

大阪府貝塚市
(1)8時00分～17時00分 (3)21時00分～5時00分

18歳以上 192640円 大阪府堺市堺区北瓦町２丁４
－１８
　現代堺東駅前ビル　８Ｆ

従業員数

27070- 9448831 日祝他 2人

配送業務および営業補助業務　◇

年間休日１１０日以上◇
島田塗料　株式会社

就業場所
190000円

大阪府東大阪市
(1)9時00分～18時00分

不問 232000円 大阪府東大阪市長田西５－４
－１９

従業員数
(2)17時00分～9時00分

27070- 9827731 他 53人

タクシー乗務員（河北営業所）

＊＊　急募　＊＊
株式会社　オービーシー

就業場所 普通自動車第二種免許
210000円

大阪府大東市
(1)5時00分～21時00分

18歳以上 430000円 大阪府東大阪市鴻池本町１０
－１６

従業員数
(2)18時00分～3時00分

27070- 9803631 他 104人

稼ぐ＆働き易さなら「未来都」経験者

が選ぶタクシー運転手

株式会社未来都　　八尾営業
所

就業場所 普通自動車第二種免許
200000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府八尾市
(1)6時00分～15時00分 (3)6時00分～23時00分

18歳～64歳 200000円 大阪府八尾市安中町１－３－
２９

従業員数

27070- 9594231 日祝他 12人

自然に携わる仕事　景観を創り出

す！植木職・造園師
株式会社　大西東山造園

就業場所
280000円 変形（1年単位）

大阪府八尾市
(1)8時00分～17時00分

59歳以下 450000円
大阪府八尾市郡川４－１８７

従業員数
(2)18時00分～3時00分

27070- 9547431 日他 150人

８トン限定中型自動車免許

タクシー乗務員 ワンコイン八尾　株式会社
就業場所 普通自動車第二種免許

176775円 変形（1ヶ月単位）
大阪府八尾市

(1)6時00分～15時00分
18歳以上 176775円

大阪府八尾市垣内１－５４

従業員数

27070- 9525931 日祝他 20人

トラックドライバー わかば紙工　株式会社
就業場所 準中型自動車免許

200000円 変形（1年単位）
大阪府八尾市

(1)7時45分～17時00分 中型自動車免許
59歳以下 250000円 大阪府八尾市跡部北の町１－

２－４３

従業員数

又は14時00分～8時00分の間の7時間
27060-14548531 他 120人

タクシー運転手／夜間勤務

専従
幸福交通　株式会社

就業場所 普通自動車第二種免許
174933円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市淀川区

18歳～64歳 174933円 大阪府大阪市淀川区新高１丁
目１１－２

従業員数
(2)9時00分～18時00分

27060-14447931 他 50人

【面接会求人】警備スタッフ（豊

中市・池田市・箕面市）
株式会社　第一管財

就業場所
176300円 変形（1ヶ月単位）

大阪府豊中市
(1)8時00分～17時00分 (3)21時00分～5時00分

18歳以上 192640円 大阪府大阪市淀川区西中島７
丁目１－５　辰野新大阪ビル
６階

従業員数
(2)21時00分～5時00分

27060-16221031 他 3人

警備スタッフ＊歩行者への声掛け等

※８０歳以上も全力採用
株式会社　ゴールド警備保障

就業場所
176300円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市生野区
(1)8時00分～17時00分

18歳以上 192640円 大阪府大阪市淀川区西中島７
丁目１－５　辰野新大阪ビル
６Ｆ
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職種 おしらせ 職種／年齢／求人番号 賃金／休日 求人者名／所在地 就業場所等 就業時間 必要な免許資格

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 賃金は賃金形態にかかわらず、月額に換算しています。
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従業員数
(2)7時00分～16時00分

27150- 8486831 他 40人

昼間だけの勤務が可能「未来都」

タクシードライバー／日勤
株式会社未来都　茨木営業所

就業場所 普通自動車第二種免許
200000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府茨木市
(1)6時00分～15時00分

64歳以下 200000円 大阪府茨木市駅前２－７－２
６

従業員数

27120- 5034131 水日他 135人

製造職（食肉加工ライン） タケダハム　株式会社
就業場所

170000円
大阪府羽曳野市

(1)8時00分～16時45分
59歳以下 260000円 大阪府羽曳野市向野２－５－

１８

従業員数

27120- 6663331 日祝他 15人

車輌引取ドライバー 株式会社　吉村解体
就業場所 中型自動車免許

185000円 変形（1年単位）
大阪府羽曳野市

(1)8時15分～17時30分 ８トン限定中型自動車免許

不問 185000円 大阪府羽曳野市大黒１５９－
１

従業員数

27110- 3103331 他 134人

タクシー乗務員　５月２５日（木）

面接会（就職氷河期限定）

大阪第一交通　株式会社　忠
岡営業所

就業場所 普通自動車第二種免許
182000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府泉北郡忠岡町
(1)7時00分～1時00分

35歳～55歳 182000円 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北３
丁目１１番１４号

従業員数
(2)8時00分～17時00分

27100- 5772231 他 1,520人

バス運転士（正社員） 阪急バス　株式会社
就業場所

186500円 交替制あり
大阪府豊中市

(1)5時00分～14時00分 (3)15時00分～0時00分
18歳～59歳 191500円 大阪府豊中市岡上の町１丁目

１番１６号

従業員数
(2)16時00分～1時00分

27100- 5952531 他 90人

家庭との両立◎「未来都」タクシー

ドライバー／女性専用求人

株式会社　未来都　箕面営業
所

就業場所 普通自動車第二種免許
200000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府箕面市
(1)13時00分～22時00分 (3)18時00分～3時00分

64歳以下 200000円 大阪府箕面市西宿１－１８－
１５

従業員数

27100- 6096631 日他 6人

廃棄物の収集運搬 北村衛生　株式会社
就業場所 中型自動車免許

250000円
大阪府豊中市

(1)3時00分～11時00分
59歳以下 300000円 大阪府豊中市長興寺南４－９

－２８

従業員数

27080-10504431 日祝他 30人

橋梁の部材仕分け・運搬・組

立
株式会社　松和工業

就業場所 クレーン・デリック運転士（クレーン限定）

210000円 変形（1年単位）
大阪府堺市堺区

(1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士
59歳以下 350000円 大阪府堺市堺区柏木町３－２

－１７

従業員数

27080-10529231 土日祝他 12人

工場内作業員 オザワ工業　株式会社
就業場所

180000円
大阪府堺市美原区

(1)8時00分～17時00分
59歳以下 180000円 大阪府堺市美原区北余部４７

２

従業員数
(2)14時30分～23時00分

27080-10676431 他 50人

化学薬品の製造に関する作

業

株式会社　メンデル　三宝事
業所

就業場所
221800円 変形（1ヶ月単位）

大阪府堺市堺区
(1)6時30分～15時00分 (3)22時30分～7時00分

18歳～59歳 221800円 大阪府堺市堺区海山町７丁２
２７

従業員数
(2)12時00分～6時00分

27080-11349331 他 91人

タクシー乗務員【就職氷河期

世代の方限定求人】
堺日本交通　株式会社

就業場所 普通自動車第二種免許
230653円 変形（1ヶ月単位）

大阪府堺市堺区
(1)8時00分～2時00分 (3)8時00分～0時00分

35歳～54歳 319944円 大阪府堺市堺区九間町西１丁
１－２３ 「堺営業所」

従業員数
(2)7時00分～16時30分 又は6時00分～21時59分の間の8時間程度

27080-11336831 他 13人

セールスドライバー（昼勤）★完全

週休２日制・未経験者歓迎

株式会社吹田ジャパン　堺営
業所

就業場所
185000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府堺市西区
(1)6時00分～15時30分 (3)8時00分～17時30分

64歳以下 185000円 大阪府　堺市西区　津久野町
１丁　２１番１３号
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職種 おしらせ 職種／年齢／求人番号 賃金／休日 求人者名／所在地 就業場所等 就業時間 必要な免許資格

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ 賃金は賃金形態にかかわらず、月額に換算しています。

◎ すでに求人取消となっている場合があります。あらかじめご了承ください。

※仕事内容によっては、他職種のページにも掲載する場合があります。
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◎「おしらせ」欄の は”面接会の予定あり”を、 は”掲載以外にも求人あり”を

示しています。ぜひ、求人票をご確認ください。
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大阪労働局職業安定部訓練課 作成

詳しい内容を知りたい方、応募をご希望
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～

～

～

～

～

～

従業員数

27180- 6198431 日祝他 46人

ステンレス製品の加工及びド

ライバー
株式会社　サンコー

就業場所 中型自動車免許
250000円 変形（1年単位）

大阪府四條畷市
(1)8時30分～17時30分

59歳以下 400000円 大阪府四條畷市岡山５丁目１
５－７

従業員数
(2)8時00分～1時00分

27160- 2770831 他 104人

【面接会】タクシー乗務員／乗務後１ヶ

月間２１万円保障給有

大阪第一交通　株式会社　金
剛営業所

就業場所 普通自動車第二種免許
177000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪狭山市
(1)7時00分～1時00分 (3)8時00分～0時00分

18歳～64歳 177000円 大阪府大阪狭山市山本南２５
８番１

従業員数
(2)17時00分～5時00分

27160- 2762231 他 110人

【面接会】タクシー乗務員
大阪第一交通　株式会社　長
野営業所

就業場所 普通自動車第二種免許
182000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府河内長野市
(1)7時00分～0時00分

18歳～64歳 182000円 大阪府河内長野市寿町７番２
２号

従業員数

27160- 2838931 日祝他 50人

管理業務（設備） 近畿ビルサービス　株式会社
就業場所

208000円 変形（1年単位）
大阪府富田林市

(1)8時30分～17時30分
不問 208000円 大阪府富田林市錦織北１－１

６－３８

従業員数

27150- 8454431 日祝他 5人

フォークリフト運転技能者

車輌整備（摂津市）／コロ

ナ関連離職者歓迎求人

株式会社オートリペアーガ
レージ

就業場所
180000円

大阪府摂津市
(1)9時00分～17時20分

59歳以下 280000円 大阪府摂津市鳥飼八防２－１
１－２７

従業員数

又は2時00分～1時59分の間の7時間程度
27150- 8402831 他 20人

４トンドライバー（茨木） 株式会社ゼンショー２．４
就業場所 中型自動車免許

177000円 変形（1ヶ月単位）
大阪府茨木市

準中型自動車免許
18歳～64歳 250000円 大阪府茨木市鮎川５－１－３

４
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～

～

～

～

～

従業員数

27080-11680131 火他 25人

洗車・回送スタッフ（貝塚

店）

エルベＢＭＷ　エルベオート
株式会社

就業場所
230000円 変形（1年単位）

大阪府貝塚市
(1)8時30分～18時00分

59歳以下 230000円 大阪府堺市中区深井北町３４
０１

従業員数

27080-11614031 他 29人

入出荷作業スタッフ 株式会社　ビワコ屋
就業場所

200000円 変形（1ヶ月単位）
大阪府堺市北区

(1)8時30分～17時00分
59歳以下 270000円 大阪府堺市北区南花田町５５

－２

従業員数

27070- 9343531 日祝 7人

建設業 株式会社　ＦＩＲＳＴ
就業場所

279600円 変形（1ヶ月単位）
大阪府東大阪市

(1)8時00分～17時00分
18歳～59歳 489300円 大阪府東大阪市玉串町東３丁

目３番７２号

従業員数

又は8時00分～17時00分の間の8時間程度
27070- 9493631 土日他 9人

清掃スタッフ
株式会社　ライフカバーサー
ビス

就業場所 原動機付自転車免許
200000円

大阪府大阪市住吉区

35歳～55歳 210000円 大阪府東大阪市西石切町３丁
目６ー１４ー４０５

従業員数

27060-14344031 日他 10人

内装工・内装工見習い　　＊

＊急募＊＊
株式会社　鎌野建装

就業場所
244000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市淀川区
(1)8時00分～17時00分

不問 341600円 大阪府大阪市淀川区田川北２
丁目４－３６

従業員数
(2)8時30分～15時00分

27040-11540831 日祝他 43人

倉庫作業員 杉中工業　株式会社
就業場所

200000円 変形（1年単位）
大阪府大阪市西成区

(1)8時30分～17時30分
64歳以下 300000円 大阪府大阪市西成区北津守３

－１－３２

従業員数
(2)13時00分～22時00分

27040-11377731 他 120人

倉庫作業スタッフ（住之江

区南港南２丁目）
吉川運輸　株式会社

就業場所
226669円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市住之江区

(1)8時30分～17時30分 (3)23時00分～8時00分
59歳以下 248000円 大阪府大阪市住之江区御崎６

－３－１

従業員数

27040-11898831 日他 24人

清掃作業（収集助手・運転

手）
有限会社　東清掃

就業場所
260000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市西成区
(1)7時00分～16時00分

59歳以下 300000円 大阪府大阪市西成区北開１－
２－２７　ＡＺＵＭＡビル２
Ｆ

27030-14681831 日祝他 8人

システムキッチン・ユニットバス組立・

設置【氷河期歓迎】
株式会社　一亀

就業場所
214000円 変形（1ヶ月単位）

大阪府大阪市中央区
(1)8時00分～17時00分

不問 428000円 大阪府大阪市中央区南船場２
－７－６－１３０２

従業員数

職種 おしらせ 職種／年齢／求人番号 賃金／休日 求人者名／所在地 就業場所等 就業時間 必要な免許資格

中型・大型ユニック車運搬

（高槻市）
株式会社　ケイテック

就業場所
300000円 変形（1年単位）

大阪府高槻市
(1)7時00分～17時00分

不問 475200円 大阪府大阪市中央区瓦町２丁
目５－８　瓦町スクエアビル
８階

従業員数

27010-25023931 日祝他 15人

165000円 変形（1ヶ月単位）
大阪府大阪市中央区

(1)6時30分～14時30分
64歳以下 165000円 大阪府大阪市天王寺区東高津

町１１－９　サムティ上本町
ビル９階

従業員数

従業員数

27010-23755031 日祝

清掃（大阪市中央区）
株式会社　フジミ　大阪営業
所

就業場所

48人
(2)8時00分～16時30分

建
設
職
／
倉
庫
作
業
職
等

工場内作業スタッフ ウツオ化工株式会社
就業場所

27010-24717931 他 16人

208380円 変形（1年単位）
大阪府大阪市生野区

(1)8時30分～17時00分
59歳以下 219800円 大阪府大阪市生野区巽南５丁

目１０－１７
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２級土木施工管理技士

従業員数

27120- 6649131 日他 10人

建設作業員 株式会社　松尾工業
就業場所 玉掛技能者

254100円 変形（1年単位）
大阪府羽曳野市

(1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士
不問 346500円 大阪府羽曳野市南恵我之荘４

丁目９－３

従業員数

27110- 3228031 日他 3人

設備工事 リリーフ株式会社
就業場所 第二種電気工事士

200000円
大阪府八尾市

(1)8時00分～17時00分
64歳以下 400000円 大阪府和泉市善正町２５５－

１

従業員数

27110- 3177731 日祝他 7人

（請）フレコン袋の洗浄作

業員
青木興業　株式会社

就業場所
215448円 変形（1年単位）

大阪府高石市
(1)8時30分～17時00分

59歳以下 225448円 大阪府高石市高砂１丁目６番
地

従業員数
(2)8時30分～17時30分

27110- 3274731 日祝他 8人

機械工・鳶工・配管工 畑井プラント工業　株式会社
就業場所

198000円 変形（1年単位）
大阪府高石市

(1)8時00分～17時00分
64歳以下 374000円 大阪府高石市綾園３丁目１２

－３３

従業員数

27090- 3284931 日祝他 5人

土木作業員 株式会社　若井工業
就業場所

188100円
大阪府岸和田市

(1)8時00分～17時00分
不問 271700円 大阪府岸和田市吉井町２丁目

１３－１０

従業員数

27080-10557331 他 15人

工場内作業員【就職氷河期

世代歓迎求人】
江藤商会

就業場所
217717円 変形（1年単位）

大阪府堺市堺区
(1)7時00分～15時00分

64歳以下 217717円 大阪府堺市北区中百舌鳥町４
－４３４－１８

従業員数

27080-10529231 土日祝他 12人

工場内作業員 オザワ工業　株式会社
就業場所

180000円
大阪府堺市美原区

(1)8時00分～17時00分
59歳以下 180000円 大阪府堺市美原区北余部４７

２

従業員数

27080-11327031 土日祝他 18人

倉庫内作業 大和鋼球　株式会社
就業場所

185000円
大阪府堺市堺区

(1)8時30分～17時30分
64歳以下 185000円 大阪府堺市堺区七道東町１９

５－６

建
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等


