
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:69歳以下 賞与　年10,750円～73,800円  年齢:59歳以下 賞与　年10,000円～75,000円  年齢:不問 賞与　年50,000円～300,000円

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～17時30分 時間外 勤務時間 (1)10時00分～17時00分 時間外
(2)9時00分～16時00分 (2)10時00分～18時00分

休日 木日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週5日 週所定労働日数 週5日程度 週所定労働日数 週4～5日

資本金 8000万円 従業員数 1,839人 資本金 300万円 従業員数 15人 資本金 3000万円 従業員数 41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3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1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）

 年齢:不問 賞与　年100,000円～100,000円  年齢:不問 賞与　年10,000円～30,000円  年齢:20歳以上 賞与　年5,000円～500,000円

勤務時間 時間外 勤務時間 時間外 勤務時間 (1)20時30分～22時30分 時間外

休日 水日祝他 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 週所定労働日数 週3～5日 週所定労働日数 週5～6日

資本金 300万円 従業員数 4人 資本金 8000万円 従業員数 747人 資本金 1000万円 従業員数 84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

得意先へのルート配送（食材の配送）  ※
普通貨物自動車を使用

就業場所 : 北区就業場所 : 浪速区 就業場所 : 西淀川区

【生活介護】障がいをお持ちの方への通所支援 【放
課後等デイサービス】障がいをお持ちの児童への通
所支援 ＣＬＡＮ生活介護・放課後等デイサービスにて
ハイエースでの運転業務を行っていただきます。  ・
施設～利用者様宅、支援学校～施設など 送迎サー
ビスでの運転業務（基本的には職員も１名同乗しま
す）  ※年齢不問。定年後の方も大歓迎。

「ボートピア梅田（ボートレース場外発売場）」
の館内清掃業務 ・床の清掃（モップかけ、掃き
掃除など） ・ゴミ回収 ・男女トイレ清掃 ・座席の
清掃等  ＊営業時間終了後、お客様が帰られ
てからの清掃となります。 チームで作業を行い
ます。  ＊未経験者も歓迎  ＊Ｗワーク可

1,200円～1,300円

株式会社　グッドワン　大阪支社有限会社　エクセルフーズ 株式会社ＣＬＡＮ

1,150円～1,150円 1,160円～1,200円

  不 問  普通自動車運転免許　　必
須

経験者優遇    普通自動車運転免許
必須

  不 問

1 分譲マンションの通勤管理員（大阪市北区） 2 工場内軽作業 3 出荷検品（フォーマルバッグ）

・マンション館内、敷地内の清掃及び巡回
・居住者、来客者応対 ・受付業務 ・各集
会への出席 ・事務 ・設備機器の簡単な点
検 ・立会業務等

プラスチック製品の加工、梱包、製造補
助、出荷補助など ★事業内容★ 各種プ
ラスチック成型品製造 ☆会社の特長☆
業容拡大に伴い、従業員の募集を行って
います。

フォーマルバッグの出荷検品作業のお仕
事になります。 椅子に座っての作業です。
 ・値札の作成 ・袋入れ ・在庫確認

4 配送 5 送迎ドライバー／パート（ＣＬＡＮ西淀川） 6 清掃（最終時間帯）

互光建物管理　株式会社 求人者の希望により事業所名は非公開です 株式会社　岩佐

就業場所 : 北区 就業場所 : 西淀川区 就業場所 : 中央区

  不 問
工場経験者    普通自動車運転免許　　あれ
ば尚可   不 問

1,060円～1,060円 1,023円～1,100円 1,100円～1,100円

最寄駅 : 大阪メトロ堺筋線南森町 最寄駅 : 阪神電鉄本線千船 最寄駅 : 大阪メトロ・近鉄線日本橋

5月12日受理求人 5月10日受理求人5月10日受理求人

求人番号27020-34121931 求人番号27020-33984131 求人番号27030-16309331

最寄駅 : 各線梅田

求人番号27030-16356431

最寄駅 : 大阪メトロ大国町 最寄駅 : ＪＲ東西線加島

求人番号27030-15723431 求人番号27020-33763631

6時00分～15時00分の間の
7時間以上

5月12日受理求人

8時30分～19時30分の間の
6時間以上

5月11日受理求人 5月12日受理求人

最新！

発行日:5月16日

5月9日～5月15日

受理求人

清掃・軽作業

お問い合わせは…ハローワーク梅田まで！ 電話 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 土曜日10：00～17：00 （日曜・休祝日、年末年始休み）
平日17：15以降及び土曜日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。



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:20歳～69歳 賞与　年3,000円～290,000円  年齢:不問 賞与　年10,000円～200,000円  年齢:69歳以下 賞与　年800円～74,850円

勤務時間 (1)7時00分～11時30分 時間外 勤務時間 時間外 勤務時間 (1)7時00分～11時30分 時間外

休日 土日祝他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週5日 週所定労働日数 週1～5日 週所定労働日数 週5日

資本金 8000万円 従業員数 1,839人 従業員数 18人 資本金 8000万円 従業員数 1,839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:64歳以下 賞与　年30,000円～70,000円  年齢:不問 賞与　年10,000円～30,000円  年齢:不問 賞与　年10,000円～30,000円

勤務時間 時間外 勤務時間 (1)14時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)7時00分～9時45分 時間外
(2)6時30分～9時15分

休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 火水金土日祝他週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週5日 週所定労働日数 週2日 週所定労働日数 週3～5日

資本金 1000万円 従業員数 220人 資本金 1000万円 従業員数 210人 資本金 1000万円 従業員数 180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10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） 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5,000円～30,000円  年齢:不問 賞与　年3,000円～10,000円  年齢:不問 賞与　年10,000円～50,000円

勤務時間 (1)10時00分～15時00分 時間外 勤務時間 (1)7時30分～11時00分 時間外 勤務時間 (1)18時00分～22時00分 時間外

5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 毎　週

週所定労働日数 週3～4日 週所定労働日数 週2日以上 週所定労働日数 週2～3日

資本金 5000万円 従業員数 13,000人 資本金 2500万円 従業員数 80人 資本金 1200万円 従業員数 20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1人

1,060円～1,060円 1,030円～1,100円

5月9日受理求人

1,500円～1,500円

求人番号27020-33476631

1,050円～1,050円

関西ビル管理　株式会社 株式会社　治兵衛

  不 問

5月10日受理求人

10 清掃（大阪市）

  不 問

1,050円～1,050円

オフィスビルの清掃 共用部、トイレ、廊
下、湯沸室、階段 専用部、ゴミ回収、掃除
機掛け ※「男子・女子トイレ清掃あり」

株式会社　フロンティアワークサービス 豊栄サービス　株式会社 株式会社　クリーンマツヤ

就業場所 : 中央区

最寄駅 : 大阪メトロ各線心斎橋 最寄駅 : 大阪メトロ中津

  不 問   不 問

11 清掃員（パート）／大阪市北区 12 開店前の店内清掃（十三）

清掃代務  各現場の担当者が欠勤した時
に 代わりに行って清掃する。  ・清掃現場
（事務所、学校（校員）、マンション（管理
人）、テナントビル、病院）

5月10日受理求人

最寄駅 : 地下鉄・御堂筋線淀屋橋１１番出口 最寄駅 : 大阪メトロ堺筋本町 最寄駅 : 各線なんば

求人番号27010-25014631 求人番号27020-33909931

1,130円～1,230円 1,030円～1,030円 1,030円～1,030円

5月9日受理求人 5月11日受理求人 5月12日受理求人

求人番号27030-16233231

求人者の希望により事業所名は非公開です

就業場所 : 中央区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 中央区

最寄駅 : 阪急十三

求人番号27010-25116531

5月11日受理求人5月9日受理求人

求人番号27060-16305431 求人番号27080-12144831

就業場所 : 北区

  不 問   不 問

13 清掃スタッフ（中央区） 14 清掃職（週２日）（中央区南久宝寺町） 15 洗い場スタッフ

東横イン内の客室及び共用部分の清掃をお願
いします。  １０時から１５時までの５時間勤務。
お昼の隙間時間を活用し てください。  未経験
者でも大丈夫。ベテランスタッフがしっかりお教
えします。 ほとんどが未経験からのスタートな
のでご安心ください。

食器等の洗浄・片づけ  ※日本語によるコ
ミュニケーション（会話）が必要な業務で
す。 

装身具等の卸、小売業の店内 売場及び
出入口、階段等の清掃  ＊土日祝勤務で
きる方歓迎

就業場所 : 淀川区

7時00分～13時00分の間の
4時間程度

互光建物管理　株式会社 ＮＰＯ法人　ＭＵＡ　未来 互光建物管理　株式会社

  不 問

オフィスビルの共用部や専用部の日常清掃業務（４
Ｈ） ★事業内容★ ビルメンテナンス業  派２７－３００
８５６ ☆会社の特長☆ 創業６０年。主要業務、ビル・
工場・マンション・ホテル・学校等の維持管理ならび
にサービス業務。又、これらに関する附帯的工事の
請負及び関連物品の販売。大阪の成長産業ホテル
管理の最大手。

1,060円～1,060円

9 オフィスビルの清掃スタッフ（大阪市北区）

オフィスビルの共用部や専用部の日常清掃業務
★事業内容★ ビルメンテナンス業  派２７－３００
８５６ ☆会社の特長☆ 創業６０年。主要業務、ビ
ル・工場・マンション・ホテル・学校等の維持管理
ならびにサービス業務。又、これらに関する附帯
的工事の請負及び関連物品の販売。大阪の成長
産業ホテル管理の最大手。

施設の清掃 グループホーム コアの森１
（梅香） コアの森２（酉島） コアの森３（春
日出北）  １日のお仕事は、１ヶ所または
２ヶ所

7 オフィスビルの清掃スタッフ（大阪市北区） 8 清掃（此花区）

  不 問

5月10日受理求人

就業場所 : 此花区 就業場所 : 北区就業場所 : 北区

最寄駅 : 大阪メトロ四ツ橋線西梅田 最寄駅 : 阪神なんば線千鳥橋

7時00分～21時00分の間の
3時間以上

求人番号27020-33460031

○開店前の客席や玄関の清掃です。 ＊拭き
掃除・掃除機がけ中心の作業です。 ＊３人体
制・２人で作業します。  ※きれいな店舗です。
厨房の清掃はありません。  ※開店前のお仕
事ですので接客等ありません ※マイペースで
働けます

求人番号27020-33394731

最寄駅 : 地下鉄西梅田

  不 問

10パート清掃・軽作業


