
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（上限なし）

 年齢:35歳以下 賞与　年300,000円～500,000円  年齢:59歳以下 賞与　年200,000円～800,000円  年齢:59歳以下 賞与　年450,000円～950,000円

勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時15分 時間外

10時間 10時間 27時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 日祝他 週休２日制 その他

年間休日数 105日 年間休日数 96日 年間休日数 105日

資本金 1000万円 従業員数 8人 資本金 2000万円 従業員数 54人 資本金 500万円 従業員数 35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（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:35歳以下 賞与　年200,000円～800,000円  年齢:59歳以下 賞与　年200,000円～800,000円  年齢:44歳以下 賞与　年400,000円～500,000円

勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外

26時間 26時間 22時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 日祝他 週休２日制 その他

年間休日数 96日 年間休日数 96日 年間休日数 105日

資本金 2000万円 従業員数 54人 資本金 2000万円 従業員数 54人 資本金 1000万円 従業員数 40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5月11日受理求人 5月15日受理求人 5月12日受理求人

最寄駅 : 最寄駅 : 最寄駅 : 

求人番号27020-33845131 求人番号27020-34365031 求人番号27020-34119431

東洋車輌　株式会社 東洋車輌　株式会社 野田運送　株式会社

就業場所 : 西淀川区 就業場所 : 西淀川区 就業場所 : 此花区

    普通自動車運転免許　　必須  （AT限定不
可）

自動車整備の経験  あれば尚可  普通自動車
運転免許　　必須  （AT限定不可）

  必須中型自動車免許 必須  玉掛技能者・
フォークリフト運転技能者あれば尚可

285,000円～330,000円 300,000円～350,000円 240,020円～261,000円

1 工業用プラスチックの機械加工業 2 製缶・溶接工 3 工場作業（本社）

プラスチックの切削加工。 マシニングセン
ター、ＮＣルーター、旋盤、ボール盤などを
用いての機械加工。

中・小型（８ｔ以下）のトラックをＪＲ及び私
鉄各社の仕様に基づき軌道内を走行でき
るように特殊車輌を製造。

シャーリング加工 金属の板を切断し、加
工を行う仕事です。

最寄駅 : ＪＲ／大阪メトロ大正

軌道兼用車の車両整備 ■軌道兼用車とは ＪＲ及び
私鉄各社の使用に基づき、軌道内及び一般道を走行
できるように改造した中・小型トラック（８ｔ以下）です。
荷台に作業用懸垂台やクレーン・穴掘削機及び各種
検査機器を搭載 しています。  ※無資格可。 ※整備
士資格の試験は、２回まで受験料を会社が支払いま
す。

軌道兼用車の車両整備  ■軌道兼用車とは ＪＲ及び
私鉄各社の使用に基づき、軌道内及び一般道を走行
できるように改造した中・小型トラック（８ｔ以下）です。
荷台に作業用懸垂台やクレーン・穴掘削機及び各種
検査機器を搭載 しています。  長期の自動車整備士
経験のある方 （特にディーラーでのご経験尚良し） 
整備士２級取得者優遇

理化学機器の配送・搬入・組立・設置等の業務をお願いします。  〇車
両は４ｔ・２ｔが中心。訪問件数は１日に１～３ヶ所。 〇組立や設置の技
術は徐々に習得してください。 （大手メーカーの数少ない指定業者で
す） 〇顧客は官庁や医療機関、大手企業の研究施設が中心。ニッチ
な理化学業界に特化しており、高い業界知名度に加え競合も少なく、
安定した経営を実践。 〇安全に本気。カーナビ・ドラレコ・バックモニ
ター搭載済。 〇日勤のみで転勤やノルマ無し。時間外手当は全額支
給。 〇社員と家族が安心して働ける環境を大切にしています。健康・
安全を第一とした仕組みや福利厚生もあり高定着率を実現。

5月11日受理求人 5月11日受理求人 5月11日受理求人

4 自動車整備工（無資格可、資格取得支援あり） 5 自動車整備工（経験者） 6 ４ｔドライバー兼施工技術者／大阪市此花区

求人番号27020-34004431 求人番号27020-33847831 求人番号27030-15981231

最寄駅 : 大阪メトロ谷町線・堺筋線天神橋筋六丁目 最寄駅 : 阪神出来島

求人者の希望により事業所名は非公開です 東洋車輌　株式会社 株式会社　ＳＹＯＥＩ

就業場所 : 北区 就業場所 : 西淀川区

  不 問  普通自動車運転免許　　あれば尚可
製缶・溶接の経験

シャーリング工程の経験  必須床上操作式ク
レーン運転技能者 必須

就業場所 : 浪速区

180,000円～300,000円 300,000円～350,000円 295,000円～295,000円

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。 ＊＊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。

の求人



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（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員5人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:59歳以下 賞与　年200,000円～500,000円  年齢:59歳以下 賞与　年1,600,000円～1,600,000円  年齢:59歳以下 賞与　年470,000円～550,000円

勤務時間 (1)8時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時20分 時間外 勤務時間 (1)8時00分～17時00分 時間外

30時間 40時間 20時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 その他

年間休日数 84日 年間休日数 115日 年間休日数 100日

資本金 1000万円 従業員数 56人 資本金 63109万円 従業員数 45人 資本金 9000万円 従業員数 152人

現在の応募者数0人 現在の応募者数1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（上限なし） 正社員3人募集 交通費 なし

 年齢:59歳以下 賞与　年300,000円～1,500,000円  年齢:不問 賞与　年800,000円～1,200,000円  年齢:59歳以下 賞与　年300,000円～1,000,000円

勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外 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～17時00分 時間外

45時間 25時間
休日 日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 日祝他 週休２日制 その他

年間休日数 100日 年間休日数 110日 年間休日数 100日

従業員数 28人 資本金 1000万円 従業員数 10人 資本金 9000万円 従業員数 152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

その他 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（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:35歳～55歳 賞与　年515,000円～1,255,000円  年齢:29歳以下 賞与　年300,000円～1,500,000円  年齢:59歳以下 賞与　年300,000円～1,500,000円

勤務時間 (1)8時30分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外

4時間 20時間 20時間
休日 日他 週休２日制 その他 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

年間休日数 98日 年間休日数 125日 年間休日数 125日

資本金 2000万円 従業員数 61人 資本金 2500万円 従業員数 35人 資本金 2500万円 従業員数 35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

最寄駅 : ＪＲゆめ咲線安治川口 最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線梅田 最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線梅田

求人番号27020-33857531 求人番号27020-34222431 求人番号27020-34221531

株式会社　中谷商会 株式会社　日東建装社 株式会社　日東建装社

就業場所 : 此花区 就業場所 : 北区 就業場所 : 北区

5月11日受理求人 5月12日受理求人 5月12日受理求人

  あれば尚可  普通自動車運転免許　　あれば尚可     普通自動車運転免許　　必須 普免（ＡＴ限定可） 基
本的なＰＣ操作（エクセル・ワード）

同業経験３年以上    普通自動車運転免許　　必須 普免（ＡＴ限
定可） 基本的なＰＣ操作（エクセル・ワード）

220,000円～240,000円 187,000円～197,000円 205,000円～250,000円

13 （請）工場内作業員（此花区）物流／就職氷河期世代専用 14 制作工務（未経験者） 15 制作工務（経験者）

住友化学株式会社大阪工場内のお仕事です。 主に
フォークリフトを使用し、工場内の運搬（倉庫～工
場）、外部トラックからの荷降ろし・積込・倉入れ倉出
し、輸出として海上コンテナへの積込・輸出梱包作
業・ラベル貼付作業・パレタイズ作業等の作業を実施
しております。  未経験者歓迎で入社後、しっかりと研
修期間を取っています。  【画像情報参照】

百貨店、ＳＣの店舗、展示会場、イベントショー
ルームの 現場での施工や作業、管理を主に行
う。 また、それに関する準備作業を会社等で行
う。 大工作業などができる方は歓迎。  数年か
けて、丁寧に育てていきます。  ※施工例は、
ぜひ当社ホームページをご覧下さい。

百貨店、ＳＣの店舗、展示会場、イベントショー
ルームの 現場での施工や作業、管理を主に行
う。 また、それに関する準備作業を会社等で行
う。 大工作業などができる方は歓迎。  ※施工
例は、ぜひ当社ホームページをご覧下さい。

5月11日受理求人 5月15日受理求人 5月9日受理求人

最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線東三国 最寄駅 : ＪＲ桜島線安治川口 最寄駅 : 

求人番号27060-16628831 求人番号27020-34425331 求人番号27020-32725531

求人者の希望により事業所名は非公開です 岩本重機工業　株式会社 求人者の希望により事業所名は非公開です

就業場所 : 淀川区 就業場所 : 此花区 就業場所 : 福島区

防水工としての経験７年以上  あれば尚可  普
通自動車運転免許　　必須

職長経験  あれば尚可地山の掘削及び土止め支保工作業主任
者 あれば尚可 普通自動車運転免許　　必須 職長教育：あれば
尚可

港湾作業船での経験あれば尚良  あれば尚可小型船舶操縦士 あれば尚可玉掛

技能者 あれば尚可普通自動車運転免許　　あれば尚可

316,000円～597,300円 300,000円～450,000円 293,000円～408,000円

10 防水工 11 重機オペレーター（職長）＊＊急募＊＊ 12 作業船乗組員

（１）戸建住宅の改修工事における外壁、
屋根の防水工事を行う現場スタッフ（具体
的には、塩化ビニルシート防水工事ならび
にウレタン塗膜防水工事）  （１）屋根の葺
替工事を行う現場スタッフ（具体的にはカ
ラーベストの貼替工事）

各大手ゼネコンの１次下請業者として、建設現場
での掘削工事オペレーターを募集します。 各ゼネ
コンからの信頼も厚く、社員の定着率も高い当社
で一緒に働いてみませんか。 ※職長経験者優
遇！  ＊現場は、大阪市内及び阪神間中心です。
＊資格取得制度あり（費用会社負担）。  ＊＊＊
急募＊＊＊

全国の港湾工事現場で大型浚渫船に乗船して
運航・管理業務  関西・瀬戸内近郊の港湾土木
工事現場へ赴任し、大型浚渫船に宿泊して浚
渫作業を中心とした勤務となります。  宿泊は
船内一人部屋となります（宿泊費無料）  

5月9日受理求人 5月12日受理求人 5月9日受理求人

最寄駅 : ＪＲ線桜島 最寄駅 : 大阪メトロ本町 最寄駅 : 

求人番号23100- 4438231 求人番号27010-26451731 求人番号27020-32726431

求人者の希望により事業所名は非公開です 求人者の希望により事業所名は非公開です 求人者の希望により事業所名は非公開です

就業場所 : 此花区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 福島区

※大型タンクローリーでの業務経験  必須危険物取扱者（丙種）
必須  ※大型自動車免許に関しては取得制度があります 不問

役員等の運転業務経験    普通自動車運転免
許　　必須

陸上地盤改良工事 ホイールローダー運転  必須玉掛技能者 あ
れば尚可高所作業車運転技能者 あれば尚可 他、特記事項参
照

266,545円～345,475円 450,000円～450,000円 229,000円～510,000円

7 タンクローリー車運転手【桜島営業所】 8 社長運転手 9 建設機械（ホイールローダー）運転手／【阪神間の各現場】

石油製品を積込み、工場、運送会社、ホー
ムセンター、ガソリン スタンド等への大型
タンクローリー車での配送です

社長運転手の仕事をしていただきます。 
■出勤・退勤場所は社長宅となります。
（大阪府高石市）  ■手待ち時間は休憩し
ていただきます。  ■安全運転を徹底して
いただきます。 

陸上地盤改良工事で使用するホイール
ローダーの運転    （主な作業内容）  ・専
用ホイールローダーによる砂等の材料の
運搬、整地  ・専用ホイールローダーによ
る杭打機足場用敷鉄板の敷設

7生産工程・運輸


