経験不問・
年齢制限のある
※資格が必要な場合があります。

事務

発行日:5月11日
4月27日～5月10日
受理求人

最新！

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

土日祝10：00～17：00 （年末年始休み）

平日17：15以降及び土日祝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。
1 一般事務職（総務・経理など）＊急募＊

2 一般事務（大阪本社）

3 事務（総合職）大阪市福島区

・総務事務 （社員の作業服発注・社員の健
康診断予約・社員の名刺管理・ 会議の昼食
等予約・郵便物の着信及び発送・来客対応）
・経理事務（簡単な仕訳伝票入力など） ・エ
クセル、ワードなのどパソコン操作 ＊急募
＊

一般的な事務作業（電話応対、来客応対）
や、 インターネットを使った調査及び簡単な
ＰＣ操作をお願いします。 ※「ネットサーフィ
ンをよくしている」、「色んなＷＥＢサイトを 見
るのが好き」という方には、ピッタリのお仕事
です。

＊当社は創立６７周年を超える総合土木工事会社。災害復旧における無人化施工
の分野では業界でも先駆的位置づけにあると自負しております。近年では情報通信
技術（ＩＣＴ）を活用した情報化施工を取り入れたり、１人で複数の自動化重機を同時
に稼働させる技術をスーパーゼネコンや建機メーカーと共同開発しております。 ＊入
社後はまず工事事務（工事書類締切業務）を担当して頂きます ・官公庁向け書類の
作成、および提出・備品管理 ・元請会社への請求書、報告書等の作成、および提出
等 ＊工事事務業務の習熟後、将来的には本社をはじめとする管理部門で経理、総
務、電算等の業務を行って頂く場合があります。 ＊現場での工事作業に直接関わる
事はありません ☆業界未経験者歓迎

資格・経験

エクセル・ワードなど基本操作程度

資格・経験

エクセルの基本操作、簡単なビジネス
メール利用経験

資格・経験

普免

170,000円～188,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:30歳以下
賞与 年2回3.30ヶ月分
勤務時間 (1)9時00分～17時30分
時間外
(2)9時00分～12時00分
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 112日

180,000円～200,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:39歳以下
賞与 年100,000円～2,000,000円
勤務時間 (1)9時30分～18時00分
時間外
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

195,000円～350,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年300,000円～800,000円
勤務時間 (1)8時00分～17時00分
時間外
22時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 105日

シ コ ー 株式会社

株式会社 エスエスプロバイド

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 10000万円
従業員数 200人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪
求人番号27020-24207911
4月27日受理求人
現在の応募者数10人

資本金 1000万円
従業員数 15人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 御堂筋線本町駅から３分／淀屋橋
求人番号27010-23224411
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 45000万円
従業員数 195人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ東西線・海老江駅／阪神本線・野田
求人番号27020-26320611
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

4 一般事務
・電話応対 ・来客応対（お茶出しあります）
・納品書、請求書作成 ・振替伝票の整理
・パソコン入力 ・ファイリング ・事務所内の
清掃
資格・経験

不問

165,000円～182,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:23歳以下
賞与 年200,000円～400,000円
勤務時間 (1)8時40分～17時30分
時間外
休日 日祝
週休２日制 その他
年間休日数 112日

小島鋼業株式会社
資本金 3000万円
従業員数 15人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ堺筋線長堀橋
求人番号27030-13071611
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

5 一般事務及びデータ入力

6 総務部・管理部事務総合職（北区・正社員）

鉄筋加工の為の荷札の作成 出荷管理、
主にデータ入力 電話対応

本社内、総務部・管理部での仕事です。 総部事務全般と
ビルメンテナンスに関わる事務をしてもらいます。 ・給料
計算（約２００名） ・社会保険手続き ・労務全般 ・社員管
理 ・見積書作成 ・電話受付、会議資料作成など一般事
務全般。 現職者が一から指導しますので、興味があれ
ば初心者でも可ですが将来的に責任を持って一人でこな
せる方。 業務内容は多岐に渡るためマルチタスク可能な
方。

資格・経験 ワード、エクセル等のデータ入力

資格・経験

180,000円～250,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年150,000円～300,000円
勤務時間 (1)8時15分～17時00分
時間外
10時間
休日 日他
週休２日制 その他
年間休日数 95日

201,000円～210,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:34歳以下
賞与 年100,000円～200,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
10時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 115日

株式会社 関西スチールフォーム

日産建物管理 株式会社

資本金 4000万円
従業員数 82人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 阪神なんば線福
求人番号27020-24488511
4月30日受理求人
現在の応募者数0人

不問

資本金 4500万円
従業員数 200人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 大阪メトロ・谷町線中崎町
求人番号27020-24409911
4月28日受理求人
現在の応募者数4人

7 一般事務／大阪市中央区

8 医療事務、受付

9 医療事務（梅田）

・パソコンによる伝票入力、資料作成 ・営
業事務、サポート ・顧客対応 ・支払業務
（買掛） ※未経験者も先輩が丁寧に指導
しますので、ご安心ください。

患者対応、レセプト業務、その他受付業務
全般 ★事業内容★ 内科 小児科 皮フ科
☆会社の特長☆ 予防接種健診一般診療
火木土は午前中のみ

＊脳神経外科、神経外科のクリニックで
す。 ・クリニック受付業務 ・コンピュータ入
力 ・会計処理 ・その他クリニックに関連事
務事項

資格・経験 ＰＣ基本操作

資格・経験

161,500円～217,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:30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
5時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

180,000円～180,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:44歳以下
賞与 年300,000円～360,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時30分
時間外
(2)9時00分～13時00分
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 76日

190,000円～230,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳～59歳
賞与 年2回3.50ヶ月分
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外

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

医療法人ラポール会 田辺脳神経外科病院

資本金 23550万円
従業員数 230人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 御堂筋線淀屋橋
求人番号13040-38866811
5月6日受理求人
現在の応募者数20人

従業員数 6人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋
求人番号27030-12233011
4月30日受理求人
現在の応募者数0人

不問

資格・経験 医療事務経験 ＰＣ操作

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 122日

資本金 8882万円
従業員数 324人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄谷町線東梅田
求人番号27120- 4629111
5月6日受理求人
現在の応募者数6人

10 総合事務

11 一般経理事務

12 経理事務

・病棟事務・病院内総合事務他
者可♪経験者優遇！

会計伝票の起票から月次、四半期、年次決
算書の作成 買掛金管理、支払業務、資金管
理、経費計算、金銭出納、予算管理実績、海
外子会社管理、連結財務諸表の作成、連結
パッケージの作成から、本人の能力と他の
社員とのバランスを考えて担当頂きます。

会計・月次処理等経理事務 ★事業内容
★ 住宅・家具資材専門商社 ☆会社の特
長☆ １９４６年創業。今後、住宅家具関係
中心に一層の拡販展開。

資格・経験 エクセル、ワードの基本操作

資格・経験

201,400円～256,400円
月給
正社員4人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年2回3.30ヶ月分
勤務時間 (1)9時15分～17時15分
時間外
20時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 114日

179,000円～188,200円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年2回3.30ヶ月分
勤務時間 (1)8時45分～17時15分
時間外
10時間
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日

194,725円～275,000円
月給
正社員1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2.40ヶ月分
勤務時間 (1)8時30分～17時30分
時間外
(2)8時30分～12時00分
10時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 103日

医療法人 友愛会 松本病院

求人者の希望により事業所名は非公開です

資格・経験

未経験

不問

従業員数 232人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : 阪神線野田
求人番号27020-24983711
5月6日受理求人
現在の応募者数11人

資本金 30400万円
従業員数 352人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄中央線・堺筋線堺筋本町
求人番号27010-21291911
4月27日受理求人
現在の応募者数7人

ワード・エクセルが使用できること
普免あれば尚可

協和産業 株式会社
資本金 8000万円
従業員数 77人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄千日前・長堀鶴見緑地線西長堀
求人番号27030-13397111
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

13 事務

14 物流事務職（一般職）※物流事業本部／大阪市

15 営業事務

・発注・手配事務 ・納期調整 ・運送手配 ・
書類作成

・発注業務（ＰＣ・専用システム） ・在庫管
理 ・メーカー、営業所、物流会社からの電
話対応 ・実績表などの作成（Ｅｘｃｅｌ） ・そ
の他 ※専用システムの操作方法は入社
後に指導いたします。

営業事務（内勤による事務職） ・電話応
対 ・パソコンでの伝票計上 ・支払い、請求
に関する事務処理 ・エクセル、ワードを使
用した書類作成 ＊経験不問 ＊パソコン
（エクセル・ワード）使える方

事務業務 Ｗｏｒｄ Ｅｘｃｅｌ
普免あれば尚可

資格・経験 ・Ｅｘｃｅｌ（関数・分析等）

資格・経験 ＰＣ（エクセル・ワード）

205,000円～242,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年210,000円～440,000円
勤務時間 (1)9時00分～17時30分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

189,477円～235,660円
月給
正社員1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
勤務時間 (1)9時00分～17時30分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日

195,000円～245,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:28歳以下
賞与 年2回4.30ヶ月分
勤務時間 (1)8時45分～17時15分
時間外

螢光産業株式会社

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 ナベショー

資格・経験

資本金 1000万円
従業員数 24人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 大阪メトロ中津駅・天神橋筋六丁目
求人番号27020-25813111
5月7日受理求人
現在の応募者数2人

資本金 76800万円
従業員数 467人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪メトロ四つ橋線本町
求人番号27030-12151511
4月28日受理求人
現在の応募者数3人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 121日

資本金 1000万円
従業員数 60人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線心斎橋
求人番号27030-12817611
5月7日受理求人
現在の応募者数7人

2事務 ・経験不問

