
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（上限なし） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:39歳以下 賞与 年2回12.00ヶ月分  年齢:44歳以下 賞与 年2回4.00ヶ月分  年齢:35歳以下 賞与　年50,000円～300,000円

勤務時間 (1)9時00分～17時45分 時間外 勤務時間 (1)8時40分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外

2時間 (2)12時00分～21時00分 10時間
休日 土日祝 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

年間休日数 120日 年間休日数 111日 年間休日数 125日

資本金 5000万円 従業員数 48人 資本金 9000万円 従業員数 300人 資本金 10000万円 従業員数 2,080人

現在の応募者数5人 現在の応募者数4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（上限あり） 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:44歳以下 賞与　年300,000円～500,000円  年齢:69歳以下 賞与　年100,000円～200,000円  年齢:40歳以下 賞与　年100,000円～150,000円

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～18時00分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外

5時間 15時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 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 115日 年間休日数 122日 年間休日数 125日

資本金 3000万円 従業員数 21人 資本金 5000万円 従業員数 21人 資本金 990万円 従業員数 10人

現在の応募者数2人 現在の応募者数0人 現在の応募者数2人

求人番号27010-26268731 求人番号27010-25004731 求人番号27030-16384631

252,300円～311,000円 206,000円～236,000円 220,000円～330,000円

1 総合事務・経理事務 2 総務課：事務スタッフ【残業なし！】（本町駅すぐ！） 3 総合事務職（海外企画サポート）

・経理事務  ・年次業務、月次業務、支払
い、決算業務 社会保険、各種税金、給
与、交通費、総合的総務事務  ・受注発注
業務仕分け伝票入力 

商工会議所パソコン教室を全国展開している 当社での
総務課のお仕事となります！ ■データ入力・書類作成
■消耗品等の在庫管理 ■勤怠管理・健康診断の手配
■本社小口の現金出納 ■社外や教室からの問い合わ
せ電話応対  先ずはデータ入力など簡単な事務作業から
スタートし、 徐々に実務経験を積んでいくことができま
す。  ◎ＰＣ操作のできる方（ワード・エクセルの簡単な操
作）

手続及び来日サポート業務を担当いただきます。 ・
手続き（在留資格・教育機関向け対応） ・サポート（来
日／赴任サポート、社員寮手配／管理） ・その他（研
修手配等）  ※未経験歓迎、研修制度有り ※海外と
のやりとりが多く、グローバルな環境で働けます。 ※
残業も少なく、和気あいあいとした働きやすい雰囲気
です。 ※語学力を活用できる業務です。

正和商事　株式会社 株式会社　ミライフ キャル　株式会社

就業場所 : 中央区 就業場所 : 中央区

  あれば尚可   簿記２級程度（あれば尚良よ
し） エクセル   不 問    基本的なパソコン操作が出来る方

  不 問    Ｅｘｃｅｌやインターネット 基本的なＰＣ
操作

就業場所 : 中央区

最寄駅 : 地下鉄堺筋線北浜 最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線本町１２番出口 最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線心斎橋

＊電話、来客応対、データ入力、スタッフ
の登録や 給与計算に関する一連の業務、
請求書作成などを お任せします。  ＊
色々な仕事にチャレンジしてみたい方に
は、幅広く 活躍していただける環境を用意
しています。

・経理補助及び総務 ・勤怠管理・建退共 ・
原価計算・請求書作成 ・安全書類の作成

事務業務全般を行っていただきます ・法務局へ出向き、
登記簿、図面等の取得収集 ・上記収集資料の郵送、ＦＡ
Ｘ・メール等の発送 ・ワード、エクセルによる文書作成、
保存 ・フォトショップを使った簡単な加工処理 ・業務提携
先への事務手配 ・顧客からの電話・メール応対 ・不動産
調査 ※業務を行う上で、不動産や登記関係（登記簿等）
に関する 知識があれば尚良。  ＊＊急募＊＊

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 5 一般事務 6 一般事務

株式会社　クルース 株式会社　吉川組 株式会社　プラスワンコーポレーション

就業場所 : 中央区 就業場所 : 西淀川区 就業場所 : 中央区

  不 問    ＰＣ基本操作（エクセル・ワード）イン
ターネット検索   不 問    ワード・エクセル   不 問

195,000円～245,000円 200,000円～200,000円 200,000円～250,000円

5月10日受理求人 5月12日受理求人 5月9日受理求人

最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅／堺筋線長堀橋 最寄駅 : ＪＲ東西線御幣島 最寄駅 : 地下鉄谷町線天満橋

求人番号27030-15776931 求人番号27020-34290731 求人番号27010-25317831

※資格が必要な場合があります。

最新！

発行日:5月16日

5月9日～5月15日

受理求人

経験不問・
年齢制限のある事務

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） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:29歳以下 賞与 年2回4.80ヶ月分  年齢:44歳以下 賞与 年2回4.00ヶ月分  年齢:35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)8時45分～17時45分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外

27時間 10時間 2時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 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 120日 年間休日数 120日 年間休日数 122日

資本金 276000万円 従業員数 1,800人 資本金 7000万円 従業員数 294人 資本金 9000万円 従業員数 54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1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（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:35歳以下 賞与 年2回4.50ヶ月分  年齢:35歳以下 賞与 年2回3.00ヶ月分  年齢:23歳以下 賞与 年2回3.00ヶ月分

勤務時間 (1)8時00分～17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

10時間 3時間 5時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 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 105日 年間休日数 120日 年間休日数 127日

資本金 546263万円 従業員数 720人 資本金 2700万円 従業員数 199人 資本金 10000万円 従業員数 74人

現在の応募者数1人 現在の応募者数9人 現在の応募者数4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（上限なし） 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（上限なし）

 年齢:40歳以下 賞与 年2回4.00ヶ月分  年齢:40歳以下 賞与 年2回2.00ヶ月分  年齢:29歳以下 賞与 年2回4.80ヶ月分

勤務時間 (1)9時00分～17時40分 時間外 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

10時間 20時間 27時間
休日 日祝他 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 その他

年間休日数 123日 年間休日数 124日 年間休日数 120日

資本金 3000万円 従業員数 50人 資本金 5000万円 従業員数 230人 資本金 276000万円 従業員数 1,800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

簿記の知識      ペーパーレス化の推進、ＤＸ化
の導入の経験がある方   不 問

  不 問    Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等のスキルあれば尚
可。

206,400円～240,100円 175,500円～247,500円 200,000円～287,000円

7 経理事務（大阪本社） 8 事務職（購買部）／大阪本社 9 事務全般

・伝票入力チェック ・書類作成 ・債権管理
・社内外からの支払に関する問い合わせ
・その他事務作業等

当社は創業９９年の試薬・化成品（化学品）を製造販売する
メーカーです。 主な業務は、購買業務全般です。 ・サプライ
ヤー管理（交渉等を含む） ・発注および仕入等のシステムへ
の入力業務 ・電話対応、帳票類の整理、その他付随する業
務  ■化学の知識は問いませんので、業界未経験でもご安
心ください。 ■完全週休２日制で、社会保険完備、福利厚生
制度も充実しており安心して働ける職場です。 ■ワークライ
フバランスにも積極的に取り組んでいます。

建設関連の各種書類作成等 ★事業内容★ 建築物の心臓と
いわれる「設備」（管工事・空気調和・給排水衛生等）の企画・
設計。施工管理・リニューアル・メンテナンスまで建設設備に
関することならオールラウンドに対応する事業です。 ☆会社
の特長☆ ５０年に亘る実績が培った確かな技術力と専門性
で、お客様の快適空間の創造をトータルにサポートする技術
集団の会社です。風通しの良い社風で、未経験でも先輩社員
が親切丁寧に指導いたします。

最寄駅 : ＪＲ東西線加島 最寄駅 : 地下鉄中央線・堺筋線堺筋本町 最寄駅 : 大阪メトロ千日前線桜川

求人番号27020-33816531 求人番号27010-26615831 求人番号27030-16249831

フクシマガリレイ　株式会社 求人者の希望により事業所名は非公開です 求人者の希望により事業所名は非公開です

就業場所 : 西淀川区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 浪速区

10 一般事務（一般職） 11 営業事務 12 営業事務

・パソコンを使用してのデータ入力・その他
事務作業・電話応対

・受発注業務：取引先からの発注に対して
メーカーへ手配、 もしくは委託倉庫へ出荷
指示  ・電話対応：取引先との納期調整  ・
伝票入力：社内システムへの受発注内容
を入力  ・郵便対応：納品書封入作業及び
投函

原材料の輸入及び国内販売に伴う事務全
般  ・商品の受注、発送の手配、在庫管理
・伝票、請求書等の入力や発行 ・電話、来
客応対 ・ファイリング、事務所内の整理、
整頓  現在、営業員７名、事務員７名体制
です。

5月11日受理求人 5月15日受理求人 5月12日受理求人

小野建株式会社　大阪支店 求人者の希望により事業所名は非公開です 求人者の希望により事業所名は非公開です

就業場所 : 北区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 中央区

  不 問   不 問
  不 問    エクセル・ワード等。社内で利用する
システム操作はお教えします

195,000円～195,000円 191,600円～221,600円 172,000円～205,000円

5月9日受理求人 5月10日受理求人 5月9日受理求人

最寄駅 : 大阪メトロ四つ橋線肥後橋 最寄駅 : 地下鉄中央線・堺筋線堺筋本町３出口 最寄駅 : 地下鉄・京阪北浜

求人番号27020-32811831 求人番号27010-25407531 求人番号27010-25311731

  不 問
  不 問    Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、メールの操作（一般レベル）簡単な表計
算の作成、文書作成、お客様とのメールのやり取り等   不 問

215,000円～250,500円 190,000円～250,000円 193,100円～240,100円

13 営業事務（大阪市中央区） 14 一般事務（営業事務）（大阪支店） 15 一般事務（大阪市）

受注入力業務 出荷日記チェック 顧客問
合応対 電話応対 営業アシスト  ＊パソコ
ン入力やワード、エクセル扱える方歓迎。

一般事務全般の業務をしていただきます。
＊電話応対、来客応対、 ＊売上げデータ
等の入出力 ＊受発注業務（営業のフォ
ロー） ＊在庫管理業務 ＊請求・納品伝票
の作成・発送 ＊勤怠処理 ＊一部簡単な
経理業務

・受発注業務 ・見積もり作成 ・伝票処理 ・
ＰＣを使った資料作成 ・設計事務

最寄駅 : 長堀橋・心斎橋 最寄駅 : ＪＲ線、大阪メトロ御堂筋線新大阪 最寄駅 : ＪＲ東西線加島

求人番号13130-13200231 求人番号27060-16814531 求人番号27020-33023131

チトセ　株式会社 三宝化成工業　株式会社 フクシマガリレイ　株式会社

就業場所 : 中央区 就業場所 : 淀川区 就業場所 : 西淀川区

5月9日受理求人 5月12日受理求人 5月9日受理求人

2事務 ・経験不問


