発行日:5月11日
4月27日～5月10日
受理求人

販売・サービス

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 販売（ファッション衣料・インポート商品など）

2 介護福祉土

3 生活介護職員

人気エリア！駅チカ通勤らくらくの中央区 本町総合
衣料商社「江綿」は卸売販売会社です。 来店される
お客様に、トレンド商品を 接客販売していただくお仕
事です。 「ＡｎｎａＫｅｒｒｙ」や「ｎｏｒｔｈｏｂｊｅｃｔ」などキャリ
アからミセスまで幅広く展開しています。 オシャレ好
きなアナタのご応募お待ちしています。

看護補助業務及び病棟内介護業務 ★事
業内容★ 一般病棟５２床、療養病棟４５
床計９７床 ☆会社の特長☆ 地域医療に
貢献している中堅病院（内科、外科、整形
外科、呼吸器科、胃腸科、救急告示病
院。（９７床）

障がい者さまの日中支援 散歩に出かけ
たり楽しい時間を利用者さんと過ごしま
す。

資格・経験

不問

970円～1,000円
時給
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
勤務時間 (1)10時00分～17時00分
時間外
休日 日祝他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週4日程度

江綿衣料製品 株式会社
資本金 1000万円
従業員数 135人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 堺筋本町／本町
求人番号27010-21605211
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

介護福祉士

資格・経験

不問

1,500円～1,500円
時給
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～400,000円
時間外
勤務時間 (1)7時30分～16時00分
(2)8時45分～17時15分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日

1,000円～1,100円
時給
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10,000円～200,000円
時間外
勤務時間 10時00分～16時00分の間
の3時間以上
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
週所定労働日数 週1日以上

医療法人藤仁会 藤立病院

ＮＰＯ法人 ＭＵＡ 未来

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27020-24558811
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 18人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 阪神なんば線千鳥橋
求人番号27020-25399111
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

4 介護職員（パートタイム）

5 介護職員・デイサービス／なにわ乃湯（浪速区）

6 介護職員（夜勤専従パート）

通勤至便！！谷町四丁目駅から徒歩５分にある特別養護
老人ホームで介護職員を募集しています！ 定員１３４名
（入所率９６％）の従来型多床室の施設です。 食事、入浴、
排泄、移動の介助、見守り、フロアの清掃など。未経験の方
は、職員の補助から無理なく始めて頂けます。 フロア固定
で配属され職員全体で業務を行うので、先輩職員からのＯＪ
Ｔを通して、ゼロから介護の仕事を学んでいただけます。 ブ
ランクがある方、介護経験のない方も安心してお仕事を始め
ていただける環境です！

＊デイサービスにおける介護業務 ・入
浴、食事、排泄の介助等の身体介護 ・レ
クリエーションの企画・実行 ・送迎業務（乗
降補助、可能な方は運転） ・記録業務等
＊未経験者歓迎

通勤至便！谷町四丁目駅から徒歩５分にある特別養護老
人ホームで夜勤専従の介護職員を募集しています。 定員１
３４名（１フロア３０名程度）の従来型多床室の施設です。 Ｗ
ワーク歓迎。１７時半から翌１０時（休憩９０分）の勤務です。
５フロアで夜間スタッフ６名体制で対応しています。 週１日
からの勤務が可能です。空いた時間を有効に活用できま
す！ 就寝時の見守り、定時の排泄のお手伝い、コール対
応、朝食前後の準備・誘導などをお願いします。

資格・経験

不問

資格・経験

介護福祉士あれば尚可 介護職員実務者研修修了者あれば尚
可 介護職員初任者研修修了者あれば尚可 介護職員基礎研修修
了者（あれば尚可）

資格・経験

介護施設での業務経験 介護職員初任者研修修了者
あれば尚可 ホームヘルパー２級あれば尚可

970円～1,050円
時給
パート労働者3人募集 交通費 実費支給（上限あり）
年齢:不問
賞与 年10,000円～90,000円
勤務時間 8時00分～19時00分の間の 時間外
4時間程度
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週2日以上

1,030円～1,130円
時給
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40,000円～60,000円
勤務時間 (1)8時30分～17時30分
時間外
10時間
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日

1,254円～1,277円
時給
パート労働者2人募集 交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 年10,000円～100,000円
勤務時間 (1)17時30分～10時00分
時間外

社会福祉法人 健勝会 特別養護老人ホーム
さくら

ヒューマンライフケア 株式会社 近畿支社

社会福祉法人 健勝会 特別養護老人ホーム
さくら

資本金 28967万円
従業員数 500人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線・中央線谷町四丁目
求人番号27010-21447211
4月30日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 1000万円
従業員数 2,100人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 各線難波
求人番号27030-13224911
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 28967万円
従業員数 500人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線・中央線谷町四丁目
求人番号27010-22395311
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週1日以上

7 介護職員（デイサービス）

8 介護職員（デイサービス）

9 看護助手

高齢者デイサービスセンターにおける介護業務全般
・仕事内容としては、ご利用者様とのコミュニケー
ションや、レクリエーション、入浴介助（女性）・食事介
助・トイレ誘導・送迎の介助者等のお仕事に取り組ん
でいただきます。 当デイは入浴に関しては同姓介助
を基本として行っています。 ※雇用機会均等法適
用除外女性求人

高齢者デイサービスセンターにおける介護業務全般
仕事内容としては、ご利用者様とのコミュニケーショ
ンや、レクリエーション、入浴介助（女性）・食事介助・
トイレ誘導・送迎の介助者等のお仕事に取り組んで
いただきます。 当デイは入浴に関しては同姓介助を
基本として行っています。 ※雇用機会均等法適用
除外女性求人

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。

資格・経験

介護福祉士あれば尚可 介護職員初任者研修修了
者あれば尚可 普免あれば尚可

資格・経験

介護福祉士あれば尚可 介護職員初任者研修修了
者あれば尚可 普免あれば尚可

資格・経験

不問

1,120円～1,190円
時給
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3,000円～30,000円
勤務時間 8時30分～17時00分の間の 時間外
5時間以上
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日

1,120円～1,190円
時給
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3,000円～30,000円
勤務時間 8時00分～14時00分の間の 時間外
4時間以上
休日 日他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～3日

1,250円～1,250円
時給
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20,000円～400,000円
勤務時間 8時45分～19時30分の間の 時間外
4時間以上
週休２日制 毎 週
休日 日他
週所定労働日数 週2～4日

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

医療法人藤仁会 藤立病院

資本金 500万円
従業員数 65人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急神戸線神崎川
求人番号27060-14105411
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 500万円
従業員数 65人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急神戸線神崎川
求人番号27060-14106011
5月10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27020-24577411
5月6日受理求人
現在の応募者数1人

10 看護補助（パート）

11 受付・動物看護業務

12 リハビリ助手

看護補助 ・病棟での看護補助業務をお
願いします。

・動物病院の受付 ・犬、猫の診療補助 ・手
術補助、その他雑用など ・飼い主様とのコ
ミュニケーション ※未経験者でも動物の好
きな方歓迎します。 ・動物看護師、動物病院
経験者、医療事務経験者、 看護師等医療
経験者歓迎 ＊即勤務可

当院は無床の整形外科、形成外科クリニックで
す。 ・リハビリ機器を患者に装着する ・受付業
務の補佐 （院内での受付、医療費の請求入
力、領収書の発行） ・患者の誘導 ・院内の清
掃業務 ＊資格不要。研修を受けていただけ
れば、初めての方でも 問題なく行える業務で
す。

資格・経験

不問

資格・経験

不問

資格・経験

ＰＣ（ワード）で簡単な文書作成ができ
る方

1,000円～1,200円
時給
パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年5,000円～10,000円
勤務時間 (1)15時00分～20時00分
時間外
(2)12時00分～20時00分
休日 他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日

1,000円～1,300円
時給
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10,000円～80,000円
勤務時間 (1)9時00分～13時30分
時間外
(2)16時30分～20時00分
10時間
休日 木祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週2～5日

1,000円～1,350円
時給
パート労働者3人募集 交通費 実費支給（上限なし）
年齢:不問
賞与 年30,000円～50,000円
勤務時間 (1)9時00分～13時00分
時間外
(2)15時00分～18時30分
10時間
週休２日制 毎 週
休日 日祝他
週所定労働日数 週2～5日

革島病院

このはな動物病院

こおりた ひろ整形形成外科クリニック

従業員数 59人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急宝塚線三国大阪メトロ御堂筋線東三国
求人番号27060-13949211
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

従業員数 4人
就業場所 : 此花区
最寄駅 : 阪神西大阪線千鳥橋
求人番号27020-24871211
5月6日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 5000万円
従業員数 8人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線新大阪
求人番号27060-13444011
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

13 給食調理＊＊急募＊＊

14 調理員（南堀江）

15 サンドイッチ作りスタッフ（なんばマルイ店）

大阪市認可小規模保育所 ０～２才児定
員１０名の保育所での 給食調理

保育園内の調理室での、給食調理のお仕
事です。 献立に沿って指示書を見ながら
調理して頂きます。 他には、食材の発注
や買い出し、 購入食材の記録、パソコン
での献立の編集など 軽作業もお願いして
います。

なんばマルイ店Ｂ１Ｆ 手順が簡単なサンドイッチ
作りのお仕事！ 専門的な知識・技術は不要。ス
グ慣れますよ！ サンドが好き、料理が好き、サン
ドイッチが作れるように なりたい方、大歓迎！ 自
身で作ったサンドを通して、お客様からの「美味し
い！」 が嬉しく、やりがいにもつながります！

資格・経験

不問

資格・経験

不問

資格・経験

不問

970円～1,100円
時給
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30,000円～100,000円
勤務時間 (1)9時00分～13時00分
時間外

1,000円～1,000円
時給
パート労働者1人募集 交通費 実費支給（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)9時00分～13時00分
時間外

970円～1,020円
時給
パート労働者4人募集 交通費 実費支給（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1)7時00分～12時00分
時間外

休日 日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週3～5日

休日 日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週4日程度

週休２日制 毎 週
休日 他
週所定労働日数 週3日以上

ホザナ グレース 保育園

ロータスフラワー株式会社

株式会社カスカード

資本金 200万円
従業員数 7人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急宝塚線三国
求人番号27060-13092911
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 200万円
従業員数 130人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 長堀鶴見緑地線西大橋
求人番号27030-12163611
4月28日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 3000万円
従業員数 303人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線なんば
求人番号28040- 6098511
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

9パート販売・サービス

