発行日:5月11日
4月27日～5月10日
受理求人

の求人

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。

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。

1 ＥＣ販売サイトのＷＥＢデザイナー
自社販売サイトや大手ショッピングサイトに出店しているＥＣサイ トの商品ページ作成・
更新、企画～運営などトータルに携わってく ださい。 具体的には、商品の登録やデザ
イン変更、集客・売上ＵＰのための デザイン全般、メルマガの作成、ＳＮＳ発信、商品
企画部門との打 ち合わせ、大手ショッピングモールサイトに出店している「理想の 生
活館」及び、自社運営サイトの運営教務、などです。 商材はインテリア、寝具、生活雑
貨、日用品、食品など女性向け消 費財が多く、主婦層のお客様がメインです。お客様
に楽しくお買い 物をしていただけるサイト作りをぜひお手伝いしてください。

資格・経験

ＷＥＢデザイナーの業務経験、ＥＣ販売サイト運営業務経験 楽天・アマゾン・ヤフー
など大手ＥＣサイト向けの業務経験者 フォトショップ、ドリームウィーバー、イラスト
レーター、コーディング（ＨＴＭＬ・ＣＳＳ）などデザイン業務やＥＣ業務に必要なＰＣス
キル

210,000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:59歳以下
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
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日
中大ビスタ 株式会社
資本金 7200万円
従業員数 15人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ本町１２番出口
求人番号27010-21618611
5月6日受理求人
現在の応募者数1人

2 ピザ宅配店一般社員（店長候補）

3 精肉加工・販売（此花店）

・ピザ宅配店の一般社員業務 ・商品製
作、配達接客、販促管理、及び店舗マネ
ジメント全般

◆スーパーにて精肉の販売・加工のお仕
事です。 ＊担当食品コーナーの売場、売
上の管理 （商品の値付、陳列、補充） ＊
作業場の清掃、整理整頓等、雑務有り
＊制服（白衣）貸与有り ◆◇◆急募◆◇
◆

資格・経験

原付免許 ＊原付免許以上

資格・経験 経験者

222,000円～237,000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2.00ヶ月分
時間外
勤務時間 10時30分～22時30分の間
の8時間程度
30時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 107日

230,000円～309,063円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.00ヶ月分
時間外
勤務時間 (1)8時00分～17時40分
30時間
週休２日制 毎 週
休日 水他
年間休日数 105日

株式会社 ストロベリーコーンズ

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 800人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : 大阪環状線野田
求人番号04010-24587011
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 617人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 阪神なんば線千鳥橋
求人番号27040-10354911
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

4 青果加工・販売（空堀店）

5 青果加工・販売（京橋店）

6 青果加工・販売（此花店）

■スーパーにて青果の加工・販売 売上・
利益の管理 ＊＊＊急募＊＊＊

■スーパーにて青果の加工・販売 売上・
利益の管理 ＊＊＊急募＊＊＊

◆スーパーにて青果の加工・販売 売上・
利益の管理 ＊＊＊急募＊＊＊

資格・経験 経験者

資格・経験 経験者

資格・経験 経験者

普免

普免

普免

230,000円～309,106円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.00ヶ月分
勤務時間 (1)8時00分～17時40分
時間外
30時間
休日 水他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

230,000円～309,106円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.00ヶ月分
勤務時間 (1)8時00分～17時40分
時間外
30時間
休日 水他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

230,000円～309,106円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.00ヶ月分
勤務時間 (1)8時00分～17時40分
時間外
30時間
週休２日制 その他
休日 水他
年間休日数 105日

株式会社 スーパー サンコー

株式会社 スーパー サンコー

株式会社 スーパー サンコー

資本金 1000万円
従業員数 617人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ長堀鶴見緑地線松屋町

求人番号27040-10360311
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 617人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ京橋駅／京阪京橋
求人番号27040-10369011
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 617人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 阪神なんば線千鳥橋
求人番号27040-10370911
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

7 精肉加工・販売（京橋店）

8 営業（呉服・宝石）及管理職／本町店

9 はるやま大阪梅田本店／販売（一般職）

スーパーにて精肉の販売・加工のお仕事
です。 担当食品コーナーの売場、売上の
管理 （商品の値付、陳列、補充） 作業場
の清掃、整理整頓等雑務有り 制服（白
衣）貸与有り ≪急募≫

呉服、宝石の販売 ・店舗を軸として地域
に密着した販売をする。 ・店舗を運営する
店長を補佐する役割もある。

＊メンズ・レディーススーツやネクタイ、バッ
ク、ベルト、時計などのビジネスアイテムやカ
ジュアルウェアの接客販売を中心に、店内
ディスプレイやレジ、簡単な入出荷等を行っ
ていただきます。 ＊転居を伴わない範囲
で、店舗間の異動の可能性があります。

資格・経験 経験者

資格・経験 呉服小売販売経験

資格・経験

230,000円～309,106円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.00ヶ月分
勤務時間 (1)8時00分～17時40分
時間外
30時間
休日 水他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日

250,000円～500,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:64歳以下
賞与 年600,000円～2,000,000円
勤務時間 (1)10時00分～19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

株式会社 松葉

資本金 1000万円
従業員数 617人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ環状線京橋大阪メトロ長堀鶴見緑地線京橋

求人番号27040-10353611
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

普免

休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 108日

資本金 8000万円
従業員数 250人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ本町
求人番号27030-12622611
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

不問

178,000円～188,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年150,000円～900,000円
勤務時間 (1)9時45分～19時00分
時間外
(2)11時00分～20時15分
10時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 105日
はるやま商事株式会社
資本金 117700万円
従業員数 2,912人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号33010-13193511
4月27日受理求人
現在の応募者数0人

10 はるやま大阪梅田本店／販売（総合職）

11 営業（呉服・宝石）／本町店

12 ビューティーアドバイザー

＊メンズ・レディーススーツやネクタイ、バック、ベルト、時計
などのビジネスアイテムやカジュアルウェアの接客販売を中
心に、店内ディスプレイやレジ、簡単な入出荷等を行ってい
ただきます。 ＊営業店舗にて接客販売を経験した後、能力・
適性・実績に応じ、店長、マネージャー及び本部の各セク
ションへのキャリアアップが可能です。 ＊全国転勤がない
「一般職」もしくは任意の都道府県への転勤のみの「総合職
／地域限定コース」もあります。詳しくはお問い合わせくださ
い。

呉服、宝石の販売 ・店舗を軸として地域
に密着した販売をする。 ・店舗を運営する
店長を補佐する役割もある。

・お肌診断と美容アドバイスや施術 ・オー
ガニック化粧品や美容用品の販売

資格・経験

不問

195,000円～206,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年150,000円～900,000円
勤務時間 (1)9時45分～19時00分
時間外
(2)11時00分～20時15分
10時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

資格・経験

休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 108日

はるやま商事株式会社
資本金 117700万円
従業員数 2,912人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号33010-13192211
4月27日受理求人
現在の応募者数1人

普免

242,000円～280,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:40歳以下
賞与 年200,000円～600,000円
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外

株式会社 松葉
資本金 8000万円
従業員数 250人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ本町
求人番号27030-12647311
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

不問

230,000円～300,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:28歳以下
賞与 年50,000円～100,000円
勤務時間 (1)11時00分～20時00分
時間外
週休２日制 毎 週
休日 月日
年間休日数 105日

株式会社 ジャパンビューティー
資本金 4800万円
従業員数 8人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ心斎橋
求人番号27030-13334011
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

13 販売スタッフ【未経験可】／店舗管理職候補

14 携帯販売（ソフトバンク千鳥橋）店長候補

15 携帯販売（ワイモバイルＪＲ天満駅前）一般スタッフ／大阪市

〈販売スタッフ〉 ソフトバンク携帯をメインに扱う弊社店舗
にて機種変更等の受付や接客業務をお任せ致します。
〈管理者候補〉 販売や接客経験を積んで頂いた後、ス
タッフ管理や運営等、 店舗業務全般をお任せ致します。
飲食店やアパレル店の店長等、責任者の経験をお持ち
の方は 優遇させて頂きます。 ＊丁寧な研修がある為、
未経験の方も安心して働いて頂けます。 ＊男女共に活
躍中

携帯ショップでの販売活動、受付、接客をお任せします。 未
経験の方でも研修制度が充実しているので安心して働く こ
とが可能です。※能力次第で早期キャリアアップあり。 地域
密着型で常連のお客様が多い店舗です。 アットホームな雰
囲気で接客して頂けます。 現在、制度の充実化を図ってお
り、有休の計画的取得制度、大型連休取得制度の導入によ
り、有休取得率は７５％以上。 平均年齢２９歳の若い従業員
が活躍している会社です。

携帯ショップでの販売活動、受付、接客をお任せします。 未
経験の方でも研修制度が充実しているので安心して働くこ
とが可能です。※能力次第で早期キャリアアップあり。 地域
密着型の店舗です。スタッフ一丸となって協力し 成長できる
環境が整っています。 現在、制度の充実化を図っており、
有休の計画的取得制度、大型連休取得制度の導入により、
有休取得率は７５％以上。 平均年齢２９歳の若い従業員が
活躍している会社です。

資格・経験

不問

資格・経験

不問

資格・経験

不問

250,000円～330,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年200,000円～1,200,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
15時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 110日

210,000円～250,000円
月給
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0円～600,000円
勤務時間 (1)11時00分～20時00分
時間外
20時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 115日

210,000円～230,000円
月給
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0円～600,000円
勤務時間 (1)11時00分～20時00分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 他
年間休日数 115日

株式会社タックスインターナショナル
大阪支店

株式会社 フェイスグループ

株式会社 フェイスグループ

資本金 5000万円
従業員数 300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27030-13227811
5月10日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 4700万円
従業員数 850人
就業場所 : 此花区
最寄駅 :
求人番号27010-23483511
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 4700万円
従業員数 850人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27010-23492411
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

4販売

