
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1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:38歳以下 賞与　年100,000円～200,000円  年齢:不問 賞与　年800,000円～1,200,000円  年齢:不問 賞与　年20,000円～300,000円

勤務時間 (1)11時00分～20時00分 時間外 勤務時間 (1)10時30分～18時30分 時間外 勤務時間 (1)8時00分～16時00分 時間外
(2)10時30分～19時00分 (2)11時00分～19時00分 20時間

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

年間休日数 105日 年間休日数 105日 年間休日数 62日

資本金 4800万円 従業員数 6人 従業員数 5人 従業員数 8人

現在の応募者数0人 現在の応募者数2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 なし 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員3人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:59歳以下 賞与　年300,000円～500,000円  年齢:不問 賞与　年20,000円～300,000円  年齢:18歳～40歳 賞与　年150,000円～250,000円

勤務時間 (1)8時00分～17時00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)12時00分～22時00分 時間外

27時間 (2)11時00分～19時00分 20時間 (2)14時00分～0時00分 30時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 火他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他

年間休日数 100日 年間休日数 62日 年間休日数 95日

資本金 9000万円 従業員数 152人 従業員数 8人 資本金 1000万円 従業員数 240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

就業場所 : 中央区

美容カウンセリング販売      ワード
  不 問    以下のＰＣ操作スキルは必須・ワード、エクセルの基本

操作（文字入力程度）・ＰＣでのメール作成、送受信
経験者 （４０歳未満の方は経験不問
です）

5月9日受理求人

230,000円～300,000円 245,000円～300,000円

全国の港湾工事現場で大型浚渫船に乗船して
の賄い仕事  ・関西・瀬戸内近郊の現場で作業
する大型浚渫船に乗船し、 乗組員５名～７名
程度の賄い仕事となります。 ・宿泊先は船上
一人部屋となります。（宿泊費無料）  ＊高齢者
歓迎

＊当店は、町の魚屋さんです。  天ぷら・
総菜の調理・盛付けをお願いします。  ＊
長く勤めていただける方歓迎！  ＊未経
験の方は丁寧に指導いたします。  ＊＊
急募＊＊

・肉料理の仕込み調理、調理補助 ・まずは仕
込みや簡単な調理からスタート ・包丁を使えな
くても大丈夫です。 ・接客を中心にオーダーを
受け、美味しい料理を運んだり お店を盛り上げ
ていただく仕事です。 ・あなたの笑顔で癒され
る接客を任せます。 ・スタッフが優しく、丁寧に
指導します。

5月15日受理求人 5月12日受理求人

最寄駅 : 最寄駅 : 京阪・千林駅又は地下鉄千林大宮 最寄駅 : 地下鉄各線心斎橋

求人番号27020-32728331 求人番号27020-34393731 求人番号27010-24958331

5月9日受理求人 5月15日受理求人

就業場所 : 福島区 就業場所 : 旭区 就業場所 : 中央区

港湾作業船での賄いの経験あれば尚良  あれば尚可 経験者 （４０歳未満の方は経験不問です）
  不 問

268,000円～318,000円 235,000円～300,000円 255,440円～255,440円

求人者の希望により事業所名は非公開です 江山　千林店　十楚　武司 株式会社　萬野屋

1 店長候補 2 受付・カウンセラー【急募】 3 鮮魚調理＊＊急募＊＊

＊美容カウンセリング販売・部下指導 ＊
社員の面接・採用・育成・研修等をお任せ
します

＊美容外科・形成外科クリニックでの、カ
ウンセリング業務 （面談・ヒアリング）等 ＊
受付業務・事務全般 ＊簡単な施術補助 

鮮魚の水洗い （切り身・お造りのカットの出来
る方歓迎）鮮魚調理又はすし調理  ＊６０歳以
上の方も多く働いていただいています。 定年
制はありません。 ＊長く勤めていただける方歓
迎！ ＊元魚屋さん歓迎！元寿司屋さん歓
迎！ ＊未経験の方は丁寧に指導いたします。
 ＊＊急募＊＊

就業場所 : 旭区

4 作業船賄員 5 天ぷら・総菜の加工＊＊急募＊＊ 6 調理・接客（心斎橋店）

最寄駅 : 大阪メトロ心斎橋 最寄駅 : 大阪メトロ心斎橋 最寄駅 : 京阪・千林駅又は地下鉄千林大宮

求人番号27030-16617031 求人番号27030-16479331 求人番号27020-34391531

株式会社　ジャパンビューティー 心斎橋中央クリニック 江山　千林店　十楚　武司

就業場所 : 中央区

250,000円～400,000円

5月15日受理求人

最新！

発行日:5月16日

5月9日～5月15日

受理求人

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。



資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員5人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員3人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員3人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:18歳～40歳 賞与　年150,000円～250,000円  年齢:18歳～40歳 賞与　年150,000円～250,000円  年齢:18歳～40歳 賞与　年150,000円～250,000円

勤務時間 (1)12時00分～22時00分 時間外 勤務時間 (1)12時00分～22時00分 時間外 勤務時間 (1)12時00分～22時00分 時間外
(2)14時00分～0時00分 30時間 (2)14時00分～0時00分 30時間 (2)14時00分～0時00分 30時間

休日 他 週休２日制 その他 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 95日 年間休日数 95日 年間休日数 95日

資本金 1000万円 従業員数 240人 資本金 1000万円 従業員数 240人 資本金 1000万円 従業員数 240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3人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員3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:18歳～64歳 賞与　年50,000円～600,000円  年齢:18歳～64歳 賞与　年50,000円～600,000円  年齢:18歳～64歳 賞与　年10,000円～200,000円

勤務時間 時間外 勤務時間 時間外 勤務時間 (1)7時30分～15時30分 時間外

20時間 20時間 (2)14時00分～22時00分

休日 他 週休２日制 毎　週 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 108日 年間休日数 108日 年間休日数 96日

資本金 1300万円 従業員数 140人 資本金 1300万円 従業員数 140人 資本金 3350万円 従業員数 189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50,000円～150,000円  年齢:64歳以下 賞与　年40,000円～100,000円  年齢:20歳～67歳 賞与　年3,800円～255,500円

勤務時間 (1)10時00分～19時00分 時間外 勤務時間 (1)8時40分～17時40分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外
(2)8時30分～8時29分 8時間

休日 水他 週休２日制 その他 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 その他

年間休日数 110日 年間休日数 121日 年間休日数 107日

資本金 1000万円 従業員数 4人 資本金 7504万円 従業員数 44人 資本金 8000万円 従業員数 1,839人

現在の応募者数0人 現在の応募者数2人 現在の応募者数1人

  不 問   不 問   不 問

7 調理・接客（にくや萬野） 8 調理・接客（萬野屋別邸） 9 調理・接客（ルクア大阪店）

・肉料理の仕込み調理、調理補助 ・まずは仕
込みや簡単な調理からスタート。 ・包丁を使え
なくても大丈夫です。 ・接客を中心にオーダー
を受け、美味しい料理を運んだり、 お店を盛り
上げていただく仕事です。 ・貴方の笑顔で癒さ
れる接客を任せます。 ・スタッフが優しく丁寧に
指導します。

・肉料理の仕込み、調理、調理補助 ・まずは仕込
みや簡単な調理からスタート。 ・包丁を使えなくて
も大丈夫です。 ・接客を中心にオーダーを受け、
美味しい料理を運んだり お店を盛り上げていただ
く仕事です。 ・貴方の笑顔で癒される接客を任せ
ます。 ・スタッフが優しく、丁寧に指導します。

・肉料理の仕込み、調理、調理補助 ・まずは仕込み
や簡単な調理からスタート。 ・包丁を使えなくても大
丈夫です。 ・接客を中心にオーダーを受け、美味し
い料理を運んだり お店を盛り上げていただく仕事で
す。 ・貴方の笑顔で癒される接客を任せます。 ・ス
タッフが優しく丁寧に指導します。 

求人番号27010-25978031 求人番号27020-34166231 求人番号27020-33448431

ライジングワークス　株式会社 求人者の希望により事業所名は非公開です 互光建物管理　株式会社

就業場所 : 中央区 就業場所 : 北区 就業場所 : 北区

最寄駅 : 日本橋／谷町九丁目 最寄駅 : 大阪メトロ南森町・ＪＲ東西線大阪天満宮 最寄駅 : 大阪メトロ四ツ橋線西梅田

5月11日受理求人 5月12日受理求人 5月10日受理求人

255,440円～255,440円 255,440円～255,440円 255,440円～255,440円

最寄駅 : 地下鉄東梅田 最寄駅 : 東梅田 最寄駅 : ＪＲ大阪

求人番号27010-24962231 求人番号27010-24963531 求人番号27010-24964431

株式会社　萬野屋 株式会社　萬野屋 株式会社　萬野屋

就業場所 : 北区 就業場所 : 北区 就業場所 : 北区

5月9日受理求人 5月9日受理求人 5月9日受理求人

10 調理スタッフ及びサービス業務（千日前店） 11 調理スタッフ及びサービス業務（曾根崎店） 12 ビジネスホテルのフロント業務（北区西天満）

お酒が進むこだわりのメニューの調理や、
ホールでの接客をお任せします。  ・調理
業務 揚げ場、焼き場、サラダの盛り付け
など  ・接客業務 料理の配膳、お片付け、
オーダーを取る

お酒が進むこだわりのメニューの調理や、
ホールでの接客をお任せします。  ・調理
業務 揚げ場、焼き場、サラダの盛り付け
など  ・接客業務 料理の配膳、お片付け、
オーダーを取る

ビジネスホテルのフロント業務 チェックイ
ン・チェックアウト・予約管理 近隣案内等 

  不 問   不 問

株式会社　ヤマナカ　（居酒屋たよし） 株式会社　ヤマナカ　（居酒屋たよし） 株式会社　ホテルアンドアソシエイツ

就業場所 : 中央区 就業場所 : 北区 就業場所 : 北区

最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線難波 最寄駅 : 大阪メトロ谷町線東梅田 最寄駅 : 大阪メトロ南森町

9時00分～23時00分の間の
8時間

9時00分～23時00分の間の
8時間

174,000円～180,000円 170,000円～185,000円 182,200円～182,200円

求人番号27030-16705031 求人番号27030-16417531 求人番号27030-16048831

  不 問

  不 問

182,600円～500,000円 182,600円～500,000円 220,000円～240,000円

オフィスビルの施設常駐警備業務 ★事業内容★
ビルメンテナンス業  派２７－３００８５６ ☆会社の
特長☆ 創業６０年。主要業務、ビル・工場・マン
ション・ホテル・学校等の維持管理ならびにサービ
ス業務。又、これらに関する附帯的工事の請負及
び関連物品の販売。大阪の成長産業ホテル管理
の最大手。

13 不動産管理員（大阪市中央区） 14 オフィスビル管理人（常駐・大阪市北区南森町） 15 オフィスビルの施設警備スタッフ（大阪市北区）

  不 問  普通自動車運転免許　　あれば尚可
ワード・エクセルが出来る方歓迎   不 問    基本的なＰＣ・スマホ操作

賃貸マンション・ビルの管理業務 ★事業
内容★ 清掃業・不動産管理業 ☆会社の
特長☆ マンションの清掃や、入居者対応
などを中心に行い、リフォームや退去後の
部屋の洗い作業なども、行っております。

受付内（着座）での業務が中心です。 ほか、館内巡
回（毎日）・検針（月１回）業務等があります。 また、
テナント対応については一次対応のみして頂き、 そ
の後の対応は別部署にて対応しますので安心してく
ださい。   ※清掃業務は外注しています ※人との接
触は少ないです ※未経験者の方、大歓迎です

5月15日受理求人 5月12日受理求人 5月11日受理求人

5サービス


