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。 ＊＊応募にはハローワークの紹介状が必要です＊＊
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 設備工事作業員

2 サービスエンジニア／大阪支店

3 消防設備点検及び修理改修保守作業、建築設備検査・調査

私たち川北運輸は、運送会社ではありません。 世の中に「電
気」を届けるため、電力施設において大型機械の 搬入・組
立・設置などを行っています。 入社後は一作業員として現場
に入り、知識や経験を蓄えた後は 現場にて指示・指導を行う
リーダーである作業責任者 工事の計画作成・人員や機材の
手配を行う技術営業社員 として活躍いただきます。 ※少し
でも興味や疑問を持っていただいた方はぜひ、 ハローワーク
インターネットサービスの掲載写真や当社ＨＰを ご覧くださ
い。

建設機械のメンテナンス業務 ・クレーン
車、油圧ショベル等の保守・整備 ・サービ
ス工場への技術指導 ・入社後６か月程度
茨城工場（猿島郡五霞町）及び群馬工場
（太田 市）にて研修あり（宿泊費は会社負
担）

消防設備、建築設備の点検作業を行い、不
良個所の改修工事を行っています。 客先の
要望又は当社よりの提案により、現地調査、
見積書作成、工事実施、報告書作成などの
作業を行っています。 ※建築設備・機器に
興味があれば経験は問いません。

資格・経験

普免あれば尚可

資格・経験

220,000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:35歳以下
賞与 年200,000円～1,500,000円
勤務時間 (1)8時00分～17時00分
時間外
40時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 106日

資格・経験 Ｅｘｃｅｌｌ・ｗｏｒｄ入力

普免

182,000円～250,000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1,000,000円～1,250,000円
勤務時間 (1)8時45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 124日

223,500円～312,900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～1,500,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
30時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 125日

株式会社 加藤製作所

求人者の希望により事業所名は非公開です

川北運輸 株式会社
資本金 2821万円
従業員数 40人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ＪＲ神戸線塚本
求人番号27060-12949511
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

三級自動車整備士あれば尚可 二級自動車整備士あれば尚可
三級・二級自動車整備士優遇 普免（AT限定不可）

資本金 293589万円
従業員数 896人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線西中島南方
求人番号13040-40349511
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 2000万円
従業員数 14人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 大阪メトロ四ツ橋線肥後橋
求人番号27020-25786511
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

4 タクシー乗務員（二種免許必須）

5 昼間だけの勤務が可能「未来都」タクシードライバー／日勤

6 タクシー乗務員（女性専用求人：均等法第８条）

※タクシー乗務員 ・隔日勤務 ・昼勤務 ・
夜勤務 ※上記にて選択可（詳細は、求人
に関する特記事項欄参照）

未来都は稼げる＆自由な会社、未経験＆経験者に選ばれています！
★１年目年収５００万円以上多数。トップは年収７００万円以上！ ★３
年の定着率９０％！働き易さは◎！★２種免許費用は会社負担 ★業
界異例の「従業員負担金一切なし」＆「退職金制度あり」 事故修理費
やクレカ手数料など全て会社が負担！ ★シフトや日々の出退勤も融
通が利きます！ 「昼勤・夜勤・隔日勤務」からシフト選択可能！ 「今日
は予定があり早上がり」など都合を最大限考慮！ ★終身雇用７０代現
役も多数！生涯現役で働ける仕事です！ ★一流ホテル、大手企業、
世界的なＵＢＥＲとの提携で効率的に 稼げるのが未来都の強み！５
０％以上が予約になることも！

＜女性専用求人：男女雇用機会均等法第８条女性労働者 特例措置
該当＞ ★入社後１年間は、給与保障→月給２４～２９万＋歩合 ★平
均月収３０万１９１９円平均年収４２６万円・賞与込 未経験者、大歓迎
【未経験での入社９８％】 ６３歳までＯＫ！【５０歳以上での入社５８％】
◎有給取得率９２％ ◎日中のみの勤務（深夜勤務なし） ◎防犯体制
を整備（最新の無線システムで安全を確保） ◎自社教習所で２種免許
取得ＯＫ／費用会社負担※規定有 ◎新人さんにはカーナビ車をご用
意 ◎乗務員の感染症予防対策を徹底しています。

資格・経験

普通自動車第二種免許

普免

資格・経験

普通自動車第二種免許あれば尚可
普免取得後３年以上経過していること

普通自動車第二種免許あれば尚可 普通一

資格・経験 種取得３年以上（自社教習所で二種取得） 普
免

170,000円～170,000円
月給
正社員20人募集
交通費 なし
年齢:18歳～59歳 賞与 年720,000円～1,260,000円
勤務時間 (1)8時00分～2時50分
時間外
(2)6時30分～16時25分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 85日

164,900円～164,900円
月給
正社員5人募集
交通費 なし
年齢:18歳～64歳 賞与 年400,000円～1,100,000円
勤務時間 (1)6時00分～15時00分
時間外
(2)4時00分～13時00分
25時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 73日

230,820円～306,493円
月給
正社員5人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:63歳以下
賞与 年550,000円～750,000円
勤務時間 (1)8時00分～18時00分
時間外
(2)8時00分～17時30分
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 82日

商都交通株式会社

株式会社未来都 中津営業所

日本交通 株式会社

資本金 1500万円
従業員数 1,000人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 阪急電鉄中津
求人番号27020-26053811
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 1,100人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀
求人番号27030-12386511
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 3150万円
従業員数 451人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ谷町九丁目
求人番号27030-12292611
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

7 タクシー乗務員（１年間給与保障・有休取得率９２％）

8 タクシー乗務員［就職氷河期世代限定求人］

9 タクシー乗務員（１年間給与保障・有休取得率９２％）

◎日本交通グループの大タクです。 ６３歳までＯＫ！【５０歳以上での
入社５８％】 未経験者、大歓迎【未経験での入社９８％】 ★入社後１年
間は給与保障→月給２４～２９万＋歩合 ■勤続１０年以上が当たり
前！長く働ける環境あり■ １）自社教習所で２種免許取得ＯＫ／費用
会社負担※規定有 ２）売上の約半分が大手法人等のお得意様のご利
用 ３）専用乗り場が大阪市内８ヶ所に有 ４）月の出勤回数はわずか１
２回。有給取得率も９２％！ ５）新人さんにはカーナビ車をご用意 ６）
定年後の継続勤務可能。７０代まで働かれる方もいます

◎日本交通グループの大タクです。 ★入社後１年間は給与
保障→月給２４～２９万＋歩合 未経験者、大歓迎【未経験で
の入社９８％】 ■勤続１０年以上が当たり前！長く働ける環
境あり■ １）売上の約半分が大手法人等のお得意様のご利
用 ２）専用乗り場が大阪市内８ヶ所に有 ３）月の出勤回数は
わずか１２回。有給取得率も９２％！ ４）新人さんにはカーナ
ビ車をご用意 ５）定年後の継続勤務可能。７０代まで働かれ
る方もいます ６）乗務員の感染症予防対策を徹底しています

６３歳までＯＫ！【５０歳以上での入社５８％】 未経験者、大歓迎【未経
験での入社９８％】 ★入社後１年間は、給与保障→月給２４～２９万＋
歩合 就職氷河期世代の方、コロナ関連で離職した方、歓迎します。
＊勤続１０年以上が当たり前！長く働ける環境あり １）自社教習所で２
種免許取得ＯＫ／費用会社負担※規定有 ２）売上の約半分が大手法
人などのお得意様 ３）専用乗り場が大阪市内８ヶ所に有 ４）月の勤務
回数はわずか１２回。有休取得率も９２％！ ５）新人さんにはカーナビ
車をご用意 ６）定年後の継続勤務可能。７０代まで働かれる方もいま
す ７）乗務員の感染症予防対策を徹底しています

資格・経験

普通自動車第二種免許あれば尚可 特記事項参照（普通１種
免許３年以上または普通２種免許） 普免

資格・経験

普通自動車第二種免許

普免

普通自動車第二種免許あれば尚可 普通一

資格・経験 種取得３年以上（自社教習所で二種取得） 普
免

230,653円～319,944円
月給
正社員5人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳～63歳
賞与 年550,000円～750,000円
勤務時間 (1)8時00分～2時00分
時間外
(2)8時00分～0時00分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 82日

230,653円～319,944円
月給
正社員5人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:35歳～54歳
賞与 年550,000円～750,000円
勤務時間 (1)8時00分～2時00分
時間外
(2)8時00分～0時00分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 82日

230,653円～319,944円
月給
正社員5人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳～63歳
賞与 年550,000円～750,000円
勤務時間 (1)8時00分～2時00分
時間外
(2)8時00分～0時00分
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 82日

大タク 株式会社

大タク 株式会社

日本交通 株式会社

資本金 1000万円
従業員数 143人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急電鉄十三
求人番号27060-13667811
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 143人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急電鉄十三
求人番号27060-13669511
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 1,100人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀
求人番号27030-12368811
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

10 タクシー乗務員（就職氷河期世代の方専用求人／本社営業所）

11 パワーショベル、ブル、１０ｔダンプ運転作業他構内作業者

12 演出照明工事（電気工事実務経験者）

未経験者、大歓迎【未経験での入社９８％】 ★入社後１年間
は、給与保障→月給２４～２９万＋歩合 ＊勤続１０年以上が
当たり前！長く働ける環境あり １）売上の約半分が大手法人
などのお得意様 ２）専用乗り場が大阪市内８ヶ所に有 ３）月
の勤務回数はわずか１２回。有休取得率も９２％！ ４）新人さ
んにはカーナビ車をご用意 ５）定年後の継続勤務可能。７０
代まで働かれる方もいます ６）乗務員の感染症予防対策を
徹底しています

鉄筋棒鋼生産メーカーである中山鋼業
（株）の協力会社として、電気炉で発生す
る鉱滓の処理をする構内作業。ブルドー
ザーで処理後ダンプカーに積込み、所定
の場所に運搬する作業です。

公共施設・劇場・屋外スポーツ施設・アリーナ・
商業施設・放送局・スタジオ・ホテルなどの施設
の演出照明設備（調光システム）の施工。 仕事
の内容は配線・結線・配管・器具取付等の電気
工事が基本ですが演出照明設備に特化してい
るのが特徴です。 最新の調光システムに関す
る知識も身に着けて頂けます。

資格・経験

普通自動車第二種免許

230,653円～319,944円
月給
正社員5人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:35歳～54歳
賞与 年550,000円～750,000円
勤務時間 (1)8時00分～2時00分
時間外
(2)8時00分～0時00分
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 82日
日本交通 株式会社
資本金 10000万円
従業員数 1,100人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀
求人番号27030-12376811
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

大型車、パワーショベル、ブルドーザー等、実務経験者優遇 大型自動車免許 車
両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者 玉掛技能者あれば
尚可 ガス溶接、アーク溶接技能講習などあれば尚可

265,000円～355,000円
月給
正社員2人募集
交通費 一定額
年齢:18歳～59歳
賞与 年600,000円～800,000円
勤務時間 (1)5時00分～14時00分
時間外
(2)13時00分～22時00分
2時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 95日

資格・経験

250,000円～436,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:64歳以下
賞与 年250,000円～3,700,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 125日

中井産業 株式会社 大阪営業所
資本金 500万円
従業員数 10人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : 阪神なんば線福
求人番号27020-26203111
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

電気工事経験者 第二種電気工事士
普免

株式会社アスト
資本金 1000万円
従業員数 29人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ大阪環状線京橋・桜ノ宮
求人番号27020-26341811
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

13 演出照明工事（見習い可）

14 商品管理

15 業務及び業務管理スタッフ（幹部候補）

公共施設・劇場・屋外スポーツ施設・アリーナ・商業施設・
放送局・スタジオ・ホテルなどの施設の演出照明設備（調
光システム）の施工。 仕事の内容は配線・結線・配管・器
具取付等の電気工事が基本ですが演出照明設備に特
化しているのが特徴です。 最新の調光システムに関する
知識も身に着けて頂けます。 未経験でも安心してご応
募ください。 ベテラン社員が丁寧に指導いたします。

・商品荷出・検品 （ペット用のフード、薬品等を営
業車ごとに荷出・検品 車への積み込みの補助） ・
荷下ろし （午後、トラックから手作業にて荷下ろし
後、商品棚に 納める） ・簡単なパソコン操作及び
ＦＡＸにて商品注文 ・担当業務によっては自動車
での仕入、臨時で動物病院への 納品有り

各現場の監督業務及び現場補助スタッフ
の募集です。 ※幹部候補の方となりま
す。 ＊＊＊急募＊＊＊

資格・経験

普免

資格・経験

普免

資格・経験

普免

210,000円～436,000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250,000円～2,000,000円
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 125日

195,000円～200,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年300,000円～600,000円
勤務時間 (1)8時30分～17時00分
時間外
25時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 113日

200,000円～200,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:不問
賞与 年50,000円～1,000,000円
勤務時間 (1)8時00分～17時00分
時間外
5時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 105日

株式会社アスト

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 ケィティワイ

資本金 1000万円
従業員数 29人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : ＪＲ大阪環状線京橋駅・桜ノ宮駅
求人番号27020-26340711
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 46人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線淀屋橋
求人番号27010-22200311
5月6日受理求人
現在の応募者数1人

従業員数 160人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急線十三
求人番号27060-13180311
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

7生産工程・運輸

