
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）

 年齢:18歳～39歳 賞与　年30,000円～250,000円  年齢:18歳～64歳 賞与　年50,000円～600,000円  年齢:59歳以下 賞与　年100,000円～300,000円

勤務時間 (1)9時30分～18時30分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～18時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外
(2)14時30分～23時30分 10時間 (2)12時30分～22時30分 30時間 (2)12時00分～21時00分

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 その他

年間休日数 105日 年間休日数 110日 年間休日数 106日

資本金 500万円 従業員数 83人 資本金 40595万円 従業員数 3,890人 資本金 300万円 従業員数 95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

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）

 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120,000円～470,000円  年齢:不問 賞与　年0円～300,000円

勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外 勤務時間 時間外 勤務時間 時間外
(2)11時30分～20時30分 10時間 3時間 4時間

休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 その他

年間休日数 105日 年間休日数 122日 年間休日数 101日

資本金 12300万円 従業員数 781人 資本金 9540万円 従業員数 300人 資本金 10000万円 従業員数 550人

現在の応募者数1人 現在の応募者数2人 現在の応募者数1人

就業場所 : 中央区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 北区
最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線なんば 最寄駅 : 最寄駅 : ＪＲ大阪

求人番号13010-49496731 求人番号13070-33136631 求人番号13070-33531831

5月9日受理求人 5月12日受理求人 5月15日受理求人

百貨店内洋菓子売場での販売及び接客 
〇売場でのお客様の接客・お声かけ 〇お
品物の包装・リボンかけ 〇生ケーキの箱
入れ 〇レジ業務 〇検品・電話対応・発注
業務等  店舗運営に関わる仕事となりま
す。

百貨店内のジュンアシダまたはタエアシダ店舗にて、
プレタポルテ（高級婦人既製服）の販売および付帯
業務を行っていただきます。  カジュアルからフォーマ
ルまで、お客様のライフスタイルを彩るさまざまなご
提案ができる仕事です。  具体的には、接客販売・顧
客管理・商品管理・ディスプレイと幅広い業務に携わ
ります。

店舗での接客販売をお願いします。 ただ服を売
るのではなく、お客様のニーズにあった商品を お
すすめする、提案型の接客です。 ・洋服が好き・
接客が好き ・仕事を通じて成長したい人 ・アパレ
ル業界でチャレンジしたい人 １つでも当てはまる
方大歓迎！！  ※２０代～３０代向けの婦人服に
なります

洋菓子販売経験・百貨店販売経験者尚可 販売経験者優遇 （アパレル、化粧品、宝飾
品、ラグジュアリー商品の販売経験）   不 問

178,000円～230,000円 212,000円～370,000円 203,600円～245,000円

株式会社　ブールミッシュ 株式会社ジュンアシダ アイア　株式会社

9時00分～21時00分の間の
8時間程度

  不 問 小売業経験 接客・販売の経験者

243,476円～266,659円 194,000円～268,000円 220,000円～250,000円

就業場所 : 北区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 北区

株式会社　ミャムミャム 株式会社　Ｇ－７スーパーマート 有限会社　養老軒

1 洋菓子の販売＜ルクア大阪店＞ 2 食品スーパー店舗スタッフ（大阪市中央区日本橋） 3 販売（阪神百貨店）

ルクア大阪地下２階フロアでの当社コーナーでの洋菓子 （フ
ルーツタルト）の販売です。 ＊店長候補として採用される方
は、各店の店長として、 「発注業務・予算計画の作成・商品
企画等」も担当して いただきます。併せて処遇も考慮しま
す。 ☆副店長・店長認定後は役職手当５万円～８万円支給
＊お客様に笑顔でご購入いただける一流の接客を身に着け
て 頂きます ＊日曜・祝祭日・クリスマス・年末・正月等の繁
忙期に 出勤可能な方を希望します。

食品スーパー「業務スーパー」にて  ・レ
ジ、商品陳列開店・閉店作業 ・商品管理、
労務管理、数値管理など  ※パソコン基本
操作（必須） 

◇岐阜県より関西地区初出店のお店です。
人気の「ふるーつ大福」をはじめ、養老軒で
心を込めて作る 大福とどら焼きを、阪神梅
田本店にて販売していただくお仕 事です。  

4 洋菓子接客販売／大阪高島屋店 5 ファッションアドバイザー（販売）／大阪 6 婦人服・婦人服飾雑貨の接客及び販売／ＬＯＵＮＩＥ大丸梅店

求人番号28030- 6736231 求人番号28010-12656331 求人番号21070- 2264931

5月15日受理求人 5月12日受理求人 5月11日受理求人

最寄駅 : ジェイアール大阪駅 最寄駅 : 地下鉄日本橋 最寄駅 : 大阪梅田

最新！

発行日:5月16日

5月9日～5月15日

受理求人の求人

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。
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。


