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。

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 看護助手

2 介護福祉土

3 歯科助手受付

病棟における看護補助業務 病院入院患者様の ・清
潔介助 ・食事介助 ・入浴介助 ・排泄介助などの看
護補助の仕事です。 ＊男女ともに活躍できる職場で
す。 ＊施設内外での研修に多数参加できます。 ＊
必要な資格・免許について：介護系有資格者優遇
（介護福祉士・介護職員初任者研修等） 初心者の方
は当院で研修を受講して頂きます。

病棟における看護補助業務 病院入院患
者様の ・清潔介助 ・食事介助 ・入浴介助
・排泄介助などの看護補助の仕事です。
＊男女ともに活躍できる職場です。 ＊施
設内外での研修に多数参加できます。

歯科医院における歯科助手業務兼受付業務 ★事業
内容★ 審美歯科・一般歯科・口腔外科 ・歯周治療・
インプラント・ホワイトニング ☆会社の特長☆ 私たち
と同じ、働く世代の患者さんの健康と美を応援してい
ます。そのため、ここで一緒に働くあなた自身のオン
とオフの充実を、それ以上に応援いたします。一緒に
丁寧な仕事を目指していきます。

資格・経験

ホームヘルパー１級あれば尚可 ホームヘルパー２
級あれば尚可 仕事の内容欄参照

237,000円～266,000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～64歳
賞与 年40,000円～800,000円
勤務時間 (1)8時45分～17時15分
時間外
(2)16時45分～9時15分
休日 祝他
週休２日制 その他
年間休日数 109日

資格・経験

介護福祉士

250,000円～266,000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～64歳
賞与 年40,000円～800,000円
時間外
勤務時間 (1)8時45分～17時15分
(2)16時45分～9時15分
休日 祝他
週休２日制 その他
年間休日数 109日

医療法人藤仁会 藤立病院

医療法人藤仁会 藤立病院

資本金 5000万円
従業員数 140人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 大阪メトロ谷町線・今里筋線太子橋今市
求人番号27020-24563911
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 5000万円
従業員数 140人
就業場所 : 旭区
最寄駅 : 大阪メトロ谷町線・今里筋線太子橋今市
求人番号27020-24569411
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

歯科助手経験者歓迎 受付接客経験者歓迎 エクセル
やワードなどで、文書作成ができる方。

220,000円～260,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:不問
賞与 年265,000円～330,000円
時間外
勤務時間 (1)9時30分～13時00分
(2)14時30分～19時30分
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 120日
医療法人 五月会 田辺歯科医院
資本金 7200万円
従業員数 5人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 南森町
求人番号27020-26051111
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

4 調理業務ホール業務（大阪市北区）

5 お好み焼・鉄板焼調理（未経験者可）（北区）

6 ビアレストランキッチンスタッフ（未経験者可）（淀川区）

・ふぐ料理「夢鉄砲」にて調理業務もしくはホール
業務。 ★事業内容★ ・外食事業部（飲食店の調
理・接客） ・福祉事業部（重度心身障がい児の放
課後等ディーサービス） ☆会社の特長☆ ・外食
事業部はふぐ料理「夢鉄砲」全国３０店舗実現！
・福祉事業部は重症児放課後等ディーサービス
全国１００所実現！

お好み焼き・鉄板焼店にて ・調理を中心に接
客等を基本から習得して下さい。 ・予算や食材
等の管理・発注、シフト作成等スタッフさん管理
などマネジメント業務も学んで、運営全般に活
躍して下さい。 ＊店長・先輩から店舗にて丁
寧に指導致しますから、初心者の方も安心して
下さい。

◆おしゃれなビアレストランにて 調理業務、準備・片
付け等の作業を基本から習得して下さい。 ＊行く行
くは、食材管理、発注業務、商品管理をはじめ、
メュー開発やスタッフ管理教育等のキッチン業務全
般に 活躍して下さい。 ＊経験豊富な料理長や先輩
が丁寧に指導いたしますので、 初心者の方も安心し
て下さい。

資格・経験

不問

270,000円～480,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:18歳～64歳 賞与 年100,000円～1,000,000円
勤務時間 14時00分～0時00分の間の 時間外
8時間程度
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 105日
株式会社 アプロフランチャイズシステム
従業員数 55人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 東西線北新地
求人番号27010-23054811
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

不問

資格・経験

不問

250,000円～250,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:18歳～59歳 賞与 年200,000円～250,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
(2)11時00分～20時00分
30時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 85日

250,000円～250,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:18歳～59歳 賞与 年200,000円～250,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
(2)11時00分～20時00分
30時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 85日

クレバー物産 株式会社

クレバー物産 株式会社

資本金 9000万円
従業員数 350人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 各線梅田駅・大阪
求人番号27040-10579311
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 9000万円
従業員数 350人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 各線新大阪
求人番号27040-10581711
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

7 調理師

8 老人ホームの自社厨房調理師（プレザンメゾン新大阪）

9 調理・接客（心斎橋店）

＊住宅型有料老人ホームでの昼食、夕食のメニュー作成、
及び調理をお願いします。（昼食、夕食とも３５食程度令和３
年４月３０日現在） ＊一週間毎にメニューを作成し、材料を
注文して頂きます。 ＊利用者様の誕生日会など、イベント食
や行事食の企画、調理をして頂きます。 ＊厨房内の清掃業
務もお願いします。 食することが楽しみの入居者様に「美味
しい」という笑顔を届けたいとの意欲を持って働くことのでき
る職場です。 メニューを通じて季節感を届けられる様、お料
理に提案をお願いします。

介護付有料老人ホーム自社厨房での調理業務 ★事業内容
★ 訪問介護事業（ホームヘルプサービス）、居宅介護支援
（ケアプラン作成）、福祉用具の販売・レンタル、施設介護事
業（グループホーム、有料老人ホーム、デイサービス）一般
労働者派遣事業他 ☆会社の特長☆ 人を大事にし人を育て
る会社。笑いとほめあう社風で安心して働けます。充実した
研修制度がありスキルアップ可能です。厚労省日本一パー
トが活躍できる会社に表彰されました。般２７－２０４６２

・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。

資格・経験

調理師あれば尚可 管理栄養士あれ
ば尚可 普免あれば尚可

資格・経験

大量調理経験者（年齢問わず） 調理
師

資格・経験

不問

173,000円～173,000円
月給
正社員以外1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:不問
賞与 年200,000円～400,000円
勤務時間 9時00分～19時00分の間の 時間外
8時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 106日

190,000円～190,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:不問
賞与 年100,000円～200,000円
勤務時間 6時00分～19時00分の間の 時間外
8時間
5時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 111日

239,072円～239,072円
月給
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
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
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 95日

タイガー商事 株式会社

株式会社 ケア２１

株式会社 萬野屋

資本金 5900万円
従業員数 26人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄本町
求人番号27010-23514011
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 7,492人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 新大阪
求人番号27020-24383411
4月28日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 1000万円
従業員数 240人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄各線心斎橋
求人番号27010-22657211
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

10 調理・接客（にくや萬野）

11 調理・接客（萬野屋別邸）

12 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。 ・１２月１９日新規
オープンのお店です。

資格・経験

不問

資格・経験

不問

資格・経験

不問

239,072円～239,072円
月給
正社員5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
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
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 95日

239,072円～239,072円
月給
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
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
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 95日

239,072円～239,072円
月給
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
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
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 95日

株式会社 萬野屋

株式会社 萬野屋

株式会社 萬野屋

資本金 1000万円
従業員数 240人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄東梅田
求人番号27010-22659411
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 240人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 東梅田
求人番号27010-22660611
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 240人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪
求人番号27010-22661911
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

13 出前寿司の店長候補（福島店）

14 買取店の接客スタッフ・店長候補

15 療育指導員

寿司、釜めし、仕出しの調理業務および配
達業務 ＊まずは店舗社員として仕事を
覚えていただき、ゆくゆくは店長を目指し
て下さい。

新部門設立のため、急募！ ブランド品買取及び貴
金属買取のお仕事です。 業務内容は、買取におけ
る査定、接客、ほか事務作業になります。 初心者Ｏ
Ｋ、経験者は優遇！店長への道もご用意しておりま
す。 業務は丁寧に指導いたしますので、安心してご
応募ください。 ボーナス年２回あり！ 残業なし、土日
祝はお休みです。

放課後等デイサービスでのお子様への療
育・指導業務 送迎添乗業務等

資格・経験 エクセルが使えること

資格・経験

240,000円～350,000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100,000円～400,000円
勤務時間 (1)10時00分～20時00分
時間外
(2)11時30分～21時30分
30時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 79日

185,000円～200,000円
月給
正社員以外1人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:不問
賞与 年400,000円～800,000円
勤務時間 (1)9時30分～18時30分
時間外
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

218,000円～248,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:65歳以下
賞与 年200,000円～500,000円
勤務時間 (1)10時00分～19時00分
時間外
(2)9時00分～18時00分
5時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 110日

株式会社 杉本事務所

株式会社 ＫＴコーポレーション

有限会社 ひまわり

資格・経験

原付免許 調理師あれば尚可

資本金 300万円
従業員数 40人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ野田
求人番号27030-12315611
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 20人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 地下鉄谷町線南森町
求人番号27020-24503011
4月30日受理求人
現在の応募者数0人

保育士

普免あれば尚可

資本金 300万円
従業員数 41人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 阪神なんば線千鳥橋
求人番号27020-25445711
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

5サービス

