
資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 時給 時給

パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者3人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与　年100,000円～100,000円

勤務時間 (1)9時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)10時00分～16時00分 時間外 勤務時間 時間外

休日 土日祝 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 水日祝他 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週5日 週所定労働日数 週5日程度 週所定労働日数 週4～5日

資本金 2000万円 従業員数 53人 資本金 5000万円 従業員数 74人 資本金 300万円 従業員数 4人

現在の応募者数1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

時給 時給 時給

パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限なし） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限なし） パート労働者2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:不問 賞与　年20,000円～20,000円  年齢:不問 賞与 年2回1.00ヶ月分  年齢:59歳以下 賞与 なし

勤務時間 (1)9時30分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)12時45分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)8時50分～16時00分 時間外
(2)9時00分～17時30分

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 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週5日 週所定労働日数 週3～5日 週所定労働日数 週4～5日

資本金 54900万円 従業員数 156人 資本金 5000万円 従業員数 40人 資本金 3800万円 従業員数 30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

求人番号27010-26577931 求人番号27030-15720831

4 一般事務補助 5 庶務・倉庫業務（軽作業） 6 品質管理事務補助（パート）

高齢者福祉施設などの社会福祉施設を会
員とする団体運営に関する事務補助（電
話対応、パソコン入力、印刷・発送等の軽
作業、来客対応など）

＊銀行や商工会議所等への書類の授受
＊簡単な商品の検品作業 ＊簡単な梱包・
発送業務 ＊社内の営繕 ＊その他軽作業

・書類作成サポート ・ファイリング等  ＊語
学力は特に必要ありません。 エクセル、
ワード等の基本操作ができる方 （フォー
マットへの入力程度）  ＊未経験の方も歓
迎します。 お気軽にお問い合わせくださ
い。

5月15日受理求人 5月15日受理求人 5月10日受理求人

求人番号27020-34386731

  不 問    マイクロソフトのワード・エクセル等の
基本操作ができる方   不 問   不 問    エクセル、ワード基本操作

1,068円～1,191円

株式会社　エフ・エム・シー

1 総務事務全般 2 一般業務（パートタイム） 3 一般事務

給与計算、年末調整業務、社会保険手続
き、 経理事務補助（伝票入力等）

【このお仕事について】 既存の法人のお客様へお
電話やメールでの定期連絡やＰＣ入力などの業務
をお任せします！ ※テレアポやクレーム受付など
コールセンター業務はございません。 ・ＰＣへの架
電履歴の入力業務 ・エクセルなどの記録確認 ・
お客様への事務連絡のお電話、メール ・その他
庶務

取引先との電話対応、伝票入力、エクセ
ル・ワードでの簡単な資料作成をしていた
だきます。

最寄駅 : ＪＲ野田駅・阪神本線野田 最寄駅 : 地下鉄、京阪線天満橋 最寄駅 : 大阪メトロ大国町

三共自動車　株式会社 株式会社　パイ・ア－ル 有限会社　エクセルフーズ

就業場所 : 福島区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 浪速区

経験者優遇      Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ　初級程度   不 問    ・パソコンの基本操作（文字入力メイン）・エ
クセルへの入力（関数は使いません）

  不 問    エクセル・ワードに入力出来ること

1,200円～1,200円 1,100円～1,100円 1,200円～1,300円

7時00分～16時00分の間の
6時間程度

就業場所 : 中央区 就業場所 : 北区 就業場所 : 淀川区

最寄駅 : 大阪メトロ谷町六丁目 最寄駅 : 大阪メトロ谷町線、堺筋線南森町 最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線新大阪

1,023円～1,200円

社会福祉法人　大阪府社会福祉協議会 求人者の希望により事業所名は非公開です

1,024円～1,024円

求人番号27020-34291331 求人番号27060-16845831求人番号27030-16688331

5月12日受理求人 5月15日受理求人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

受理求人事務

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

時給 時給 時給

パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限なし） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:59歳以下 賞与 年3回2.00ヶ月分  年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与　年200,000円～300,000円

勤務時間 (1)10時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)9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
(2)10時00分～17時00分

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 休日 土日祝 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週5日程度 週所定労働日数 週2～3日 週所定労働日数 週4～5日

資本金 1000万円 従業員数 22人 資本金 2500万円 従業員数 6人 資本金 500万円 従業員数 15人

現在の応募者数3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

時給 時給 時給

パート労働者3人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限なし） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:不問 賞与 なし  年齢:59歳以下 賞与 なし  年齢:64歳以下 賞与 年2回1.00ヶ月分

勤務時間 (1)9時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～14時00分 時間外 勤務時間 (1)10時00分～15時00分 時間外
(2)9時00分～17時00分 2時間 (2)10時00分～16時00分

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 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週4～5日 週所定労働日数 週5日程度 週所定労働日数 週3～4日

資本金 1500万円 従業員数 39人 資本金 1000万円 従業員数 8人 資本金 300万円 従業員数 3人

現在の応募者数1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

時給 時給 時給

パート労働者2人募集 交通費 実費支給（上限あり） パート労働者2人募集 交通費 実費支給（上限なし） パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:不問 賞与　年5,000円～50,000円  年齢:不問 賞与　年100,000円～200,000円  年齢:不問 賞与 なし

勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 時間外 勤務時間 (1)13時00分～16時00分 時間外

10時間
休日 土日他 週休２日制 その他 休日 土日祝 週休２日制 毎　週 休日 日他 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週2日以上 週所定労働日数 週4日以上 週所定労働日数 週5日

従業員数 9人 資本金 300万円 従業員数 9人 資本金 4959万円 従業員数 103人

現在の応募者数1人 現在の応募者数2人 現在の応募者数0人

12 営業事務

最寄駅 : ＪＲ大阪 最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線心斎橋 最寄駅 : 大阪メトロ都島駅／ＪＲ桜宮

13 登録支援機関及び監理団体の運営、人材紹介業務、研修業務

5月11日受理求人

14 会計事務所からの入力作業 15 一般事務（データ入力等）

9 ＷＥＢ運営業務全般

海外ブランドゴルフ製品のサポート業務。
・修理受付 ・電話応対 ・修理品の検品 ・
デスクワークでの簡単な補修

仕入・売上伝票入力 月次の書類作成 決
算補助 電話対応 来客応対 その他関連
業務  試用ソフト：ＪＤＬ  【急募】

オンデマンド印刷の出力作業 印刷物の汚
れ等の簡単なチェック 包装梱包 出荷作業
出力オペレーター補助  ※軽作業です。
※正社員登用の途あり ※弊社ホーム
ページをご覧ください。

  不 問    エクセル、ワード基本操作

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 : 福島区

求人番号27030-16029131

就業場所 : 都島区

1,023円～1,023円 1,060円～1,200円 1,050円～1,250円

10 製造・仕上げ（化粧品）／大阪市福島区

7 商品サポートスタッフ 8 経理事務

求人番号27020-33335431

求人番号27020-34361331 求人番号27010-25019231 求人番号27020-34453031

協同組合グローバルライフ 求人者の希望により事業所名は非公開です 株式会社　エーワンベーカリー

就業場所 : 都島区 就業場所 : 中央区 就業場所 : 北区

最寄駅 : ＪＲ東西線「大阪城北詰」 最寄駅 : 地下鉄御堂筋線本町 最寄駅 : 谷町線南森町駅／ＪＲ東西線大阪天満宮

5月12日受理求人 5月9日受理求人 5月15日受理求人

求人番号27030-16118131 求人番号27020-32837031

ＤＴＰ使用経験      パソコン基本操
作

電話応対による製品サポート経験があれば活かせます。 ゴルフ
の知識があれば尚良いですが、ゴルフ経験は問いません。

経理事務経験 経理ソフト使える方      エクセ
ル・ワード・メール

・中身を容器に充填 ・ラベル貼り、包装全
般 ・出荷前の検品

・エクセルやワードを利用した簡単な入力作業 ・売上・仕入入
力及び伝票発行、出荷補助 ・一般的な事務作業全般、郵便
発送等 ・昼食準備、文具・消耗品の臨時の買い物 ・事務所
内の掃除 ・習得度合いに応じて電話応対をお願いすることも
あります。  ＊昔ながらの製造業の会社で、順調に業績も伸
びており、 業界では、非常に重宝して頂いております。 職人
の頑固なイメージとは違い、従業員全員が和気あいあいと 仕
事をしている会社です。

・営業サポート（見積り作成、発注書メール
等） ・簡単な経理業務等（請求書作成、経
費の計算等）

株式会社　阪神交易 ワンポイント　株式会社 株式会社　イシダ印刷

1,600円～1,600円 1,300円～1,300円 1,050円～1,300円

就業場所 : 北区

5月9日受理求人 5月11日受理求人 5月9日受理求人

就業場所 : 中央区 就業場所 : 都島区

11 営業事務・一般事務

  不 問    エクセルでの表作成やワードでの文
章入力が出来る方  不 問

5月10日受理求人

サンブルームコスメ　株式会社

就業場所 : 浪速区

最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線大国町

求人番号27020-33966631 求人番号27020-33330131

最寄駅 : 阪神本線野田 最寄駅 : ＪＲおおさか東線城北公園通

5月9日受理求人

9時30分～17時00分の間の
5時間以上

1,100円～1,500円 1,030円～1,300円 1,030円～1,030円

登録支援機関の事務（入管提出書類作成、特
定技能外国人等との定期面談など）※同様の
監理団体業務も発生可能性あり、日本語研修
及び介護試験研修のコーディネート（委託会社
との連携）、登録外国人の対応（入管申請・生
活支援）、人材紹介実務、取引先拡大に関する
企画及び実務

税理士業務及びその補助業務。  ・会計ソフト
を使用しながら会計入力作業 ・書類作成、書
類整理、領収書整理 ・電話応対（代表電話の
取り次ぎ）   ◇２０～４０代が活躍しています。
（２０代１名、３０代１名、４０代７名）

弊社商品（パン・洋菓子・サンドイッチ等）につ
ける表示ラベルを作成する仕事です ・データ入
力作業 ・商品に貼り付けるラベルの出力  経験
者・ブランクのある方も歓迎します 駅チカで
ワークライフバランスのとりやすい職場です

登録支援機関の業務、監理団体の業務、日本語教師、外国籍職員の生活支援に

関わる業務、など    普通自動車運転免許　　あれば尚可 日本語能力試験Ｎ１と

同等のレベル以上 （AT限定不可）基本ソフトの操作（エクセル、ワード、パワーポ

イント）

  不 問    ＰＣできる方優遇   不 問    Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ基本操作

8パート事務


