
資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:64歳以下 賞与　年500,000円～1,000,000円  年齢:59歳以下 賞与 年2回3.00ヶ月分  年齢:59歳以下 賞与　年200,000円～1,000,000円

勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外

10時間 10時間 16時間
休日 日祝 週休２日制 その他 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 毎　週

年間休日数 105日 年間休日数 125日 年間休日数 116日

資本金 1100万円 従業員数 150人 資本金 10000万円 従業員数 136人 従業員数 64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

月給 月給 月給

正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員以外1人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:64歳以下 賞与　年200,000円～200,000円  年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与 年2回2.00ヶ月分

勤務時間 (1)9時00分～18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)9時00分～18時00分 時間外

5時間 10時間 10時間
休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

年間休日数 123日 年間休日数 124日 年間休日数 125日

資本金 9900万円 従業員数 1,785人 資本金 6050万円 従業員数 58人 資本金 100万円 従業員数 9人

現在の応募者数0人 現在の応募者数8人 現在の応募者数1人

株式会社　陽光 株式会社　建研　大阪支店 互敬クラウド　協同組合

就業場所 : 北区

経理業務：月次決算経験  総務業務：社会保険関係給与計算
普通自動車運転免許　　あれば尚可  メール、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ

総務・経理業務経験      エクセル、ワード等を
使用して書類を作成出来る方

  不 問  普通自動車運転免許　　あれば尚可  ワードでの簡単な
書類作成、エクセルでの進捗管理ができること。

就業場所 : 淀川区 就業場所 : 中央区

188,000円～325,500円 190,020円～260,500円 207,000円～271,000円

1 一般事務職（総務業務経理業務） 2 総合事務職（総務・経理業務） 3 事務職／大阪事業所

１経理職：経理全般業務月次決算程度  ２
総務人事職：給与計算業務、勤怠管理業
務、社会保険業務  その他庶務業務全般
をお願いします。

本支店における総務・経理業務、情報システム業務など
★事業内容★ プレストレストコンクリート工法とプレキャ
ストコンクリート工法を主体としてＲＣ造、鉄骨造を含め、
専門建築工事業と総合建設業を合わせ持った建設会社
☆会社の特長☆ 中高層マンション、ホテルの建築実績
多数有り。プレキャスト・プレストレスの技術を軸とし、建
築構造物の設計・施工を手掛ける。東京オリンピックの新
国立競技場などの実績多数有り。

以下のようなお仕事を適正に合わせて担当し
ていただきます。  ・受入企業からお預かりした
書類内容を所定管理表に入力 ・書類の作成状
況の進捗確認 ・事業本部への各種報告書の
作成 ・本部や関係各所とのメール連絡 ・その
他簡単な書類の作成

最寄駅 : 大阪メトロ長堀鶴見緑地線松屋町

訪問看護ステーション事務全般 ・電話対
応 ・来客対応 ・小口現金管理 ・レセプト関
連業務

○インテリア（主に窓まわり製品と間仕切
り）を扱うお仕事です。 ○伝票作成、入力
業務、営業サポート、庶務作業、電話の取
り次ぎ 簡単な帳簿記入など  ・初めての方
でも親切丁寧に指導致しますので、心配
ありません。

＊エクセル、ワード、パワーポイントを使用
し、 提案書、図面の作成。   ＊ネットワー
ク関係の電話対応。

5月12日受理求人 5月9日受理求人 5月12日受理求人

4 一般事務・医療事務（デューン十三） 5 事務／大阪市中央区 6 一般事務

求人番号27020-34340831 求人番号27060-16354431 求人番号10020- 8290531

最寄駅 : 京阪中之島 最寄駅 : ＪＲ新大阪／御堂筋線西中島南方／阪急南方

株式会社　Ｎ・フィールド ニチべイサービス　株式会社 求人者の希望により事業所名は非公開です

就業場所 : 淀川区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 北区

事務経験      Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ
  不 問    初級レベルのエクセルとワードの操
作ができる方

ネットワーク関連の業務経験    普通自動車運転免許必須 ＊ほとんどありません

が、部品を取りに行く等あり パソコン操作（エクセル、ワード、パワーポイント、ネッ

トワーク）通常の操作

190,000円～190,000円 213,000円～213,000円 210,000円～300,000円

5月12日受理求人 5月11日受理求人 5月12日受理求人

最寄駅 : 十三 最寄駅 : 京阪天満橋 最寄駅 : 大阪メトロ・堺筋線天神橋筋六丁目

求人番号27020-34292631 求人番号13010-51455831 求人番号27020-34175531

最新！

発行日:5月16日

5月9日～5月15日

受理求人事務の求人

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。 **応募にはハローワークの紹介状が必要です**
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

月給 月給 月給

正社員以外1人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:不問 賞与 年2回4.40ヶ月分  年齢:59歳以下 賞与　年0円～  年齢:64歳以下 賞与　年300,000円～800,000円

勤務時間 (1)9時00分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)8時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)9時30分～19時00分 時間外

5時間 20時間 (2)9時30分～13時30分

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

年間休日数 123日 年間休日数 107日 年間休日数 130日

従業員数 35,000人 資本金 3000万円 従業員数 65人 従業員数 12人

現在の応募者数3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

月給 月給 月給

正社員2人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:59歳以下 賞与 年3回3.00ヶ月分  年齢:64歳以下 賞与 年2回2.50ヶ月分  年齢:64歳以下 賞与 年2回4.00ヶ月分

勤務時間 (1)9時00分～17時30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)9時00分～18時00分 時間外

5時間 4時間
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 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

年間休日数 125日 年間休日数 120日 年間休日数 120日

資本金 1000万円 従業員数 22人 資本金 3500万円 従業員数 7人 資本金 1000万円 従業員数 18人

現在の応募者数15人 現在の応募者数2人 現在の応募者数11人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:59歳以下 賞与 年2回6.00ヶ月分  年齢:59歳以下 賞与 年2回5.00ヶ月分  年齢:59歳以下 賞与 年2回1.50ヶ月分

勤務時間 (1)9時00分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外

10時間 (2)9時00分～17時30分 20時間
休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他

年間休日数 125日 年間休日数 108日 年間休日数 100日

資本金 10000万円 従業員数 208人 資本金 4800万円 従業員数 194人 資本金 4959万円 従業員数 103人

現在の応募者数9人 現在の応募者数1人 現在の応募者数2人

・ＯＡ機器の操作に従事した経験のある方 【求人特記事項参照】
Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ等ＯＡに関する資格を有することが望ましい

ＰＣ（エクセル・ワード）経験者優遇      ＰＣ（エ
クセル・ワード）操作

医療秘書、医療事務、医療事務作業者の経験必須
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ

178,872円～227,360円 200,000円～200,000円 195,000円～300,000円

7 一般事務（臨時的任用職員）【京橋市税事務所】 8 一般事務職 9 医療秘書・医療事務

（１）賦課・評価関係事務 （２）所有権移転、登
記申請書、評価異動等処理事務 （３）現所有者
認定事務 （４）納税通知発送業務及び各種申
告書等受付処理業務 （５）その他、上記以外の
一般事務にかかる事務  ※自転車での実地調
査を行う場合があります。

＊伝票・請求書等の自社システムへの入
力や発行  ＊電話・来客応対、ファイリン
グ、事務所内の清掃等をお願いします。 
＊現在、事務員は１０名体制です。

◆医療事務・保険請求業務   ◆秘書業務
医師の補佐、スケジュール管理、来客応
対、電話対応、 書類作成、整理  ◆情報
管理業務 電子カルテ入力補助管理、診断
書や証明書などの文書作成の補助

最寄駅 : ＪＲ各線・京阪京橋 最寄駅 : ＪＲ環状線野田 最寄駅 : 大阪メトロ心斎橋

求人番号27020-32736331 求人番号27020-33824531 求人番号27030-15732731

大阪市財政局 株式会社　渡谷 求人者の希望により事業所名は非公開です

就業場所 : 都島区 就業場所 : 福島区 就業場所 : 中央区

10 経理事務（経験者） 11 経理事務及び営業事務 12 経理事務

弥生会計を使用しての経理業務 （主な担当業
務） ・売上入金管理 ・資金繰り表作成 ・月次残
高試算表 ・年次決算対応（顧問会計士に随時
相談可能） ・経理伝票処理 ・請求書などの作
成（弥生販売と連携） ・小口現金管理 ・営業事
務補助あり

自社開発の店舗業務システムを販売・サポート
を行う仕事です。  １事務所で行う仕事 ・経理
事務 ・給与計算 ・顧客からのシステム問い合
わせ対応 ・営業サポート ・機器出荷のサポー
ト  ２出張先での仕事 ・機器設置 ・システムの
使用方法等の指導

・請求書発行 ・入出金 ・会計ソフト（弥生）
での入出力業務 ・会計ソフトでの試算表
などの作成 ・支払業務 ・決算業務（月次
／年次） ・その他経理に関わる付帯業務

5月9日受理求人 5月11日受理求人 5月10日受理求人

株式会社　阪神交易 株式会社システマティクスコンピュ－タサ－ビス ミツワ広告株式会社

就業場所 : 北区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 北区

簿記２級以上の知識 税務・会計士事務所等での経験または 企業の経理部門で

の実務経験があれば尚良い   エクセルは業務で活用します。会計ソフト（業務で

は弥生会計を使用）等の使用経験は必要です。

・経理業務若しくは経理事務の経験 ・パソコンの操作 ・得意先と
の電話での応対      Ｅｘｃｅｌの基本操作（必須）

経理事務経験（３年以上想定）  必須簿記能力検定
（全経２級） 必須   ワード・エクセルの基本操作

250,000円～258,000円 200,000円～300,000円 250,000円～300,000円

5月9日受理求人 5月12日受理求人 5月10日受理求人

最寄駅 : ＪＲ大阪 最寄駅 : 地下鉄谷町線京阪天満橋 最寄駅 : 大阪メトロ堺筋線南森町駅／ＪＲ東西線大阪天満宮

求人番号27020-33320631 求人番号27010-26438631 求人番号27020-33702531

最寄駅 : ＪＲ新大阪 最寄駅 : 最寄駅 : 谷町線南森町駅／ＪＲ東西線大阪天満宮

求人番号28080- 4032931 求人番号27020-33502331 求人番号27020-33517531

セイコー化工機　株式会社 豫洲短板産業　株式会社 株式会社　エーワンベーカリー

就業場所 : 淀川区 就業場所 : 西淀川区 就業場所 : 北区

5月9日受理求人 5月10日受理求人 5月10日受理求人

法人向け機械装置関連メーカーまたは商社での業務経験      パソコン基本操作

ワード・エクセル・メール　社内システムの入力・操作
営業職経験    普通自動車運転免許　　必須

  不 問    ＰＣ（Ｅｘｃｅｌ）基本操作

177,200円～257,200円 200,000円～252,000円 177,000円～230,000円

13 （正社員）営業事務職 14 営業事務及び営業 15 営業事務

法人向け産業用機械（ポンプ・送風機・排ガス処理装置）を販
売する営業事務の仕事です。外勤の営業パーソンが受注し
た後工程の業務について、顧客や代理店、工場等とコミュニ
ケーションをとり、「内勤営業」的な業務を行います。外回りは
ありませんが、パソコンに向き合うだけではなく、電話等で人
と接する業務です。  ＊社内システムへのオーダー等入力、
受注内容や納期・手配の連絡  ＊客先からの電話やメール
への応答（まれに来客対応）

電話・ＦＡＸ・メールなどで受けた注文への
対応がメインのお仕事です。 受注内容を
独自システムに入力し、在庫確認や切断
指示、発注処理お客様訪問などを行って
いただきます。

パン・洋菓子製造販売会社における営業
事務 ・電話応対（直営店・取引先） ・デー
タ入力 ・商品に貼り付けるラベルの作成
（ＰＣ使用） ・その他事務作業 

1事務


