
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（上限なし） パート労働者5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 なし  年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与 なし

勤務時間 (1)9時00分～15時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時00分 時間外
(2)15時00分～20時30分 10時間 (2)10時00分～18時30分 (2)10時15分～18時45分

休日 他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 毎　週

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

資本金 3000万円 従業員数 430人 資本金 4500万円 従業員数 240人 資本金 4500万円 従業員数 240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

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1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:64歳以下 賞与　年10,000円～50,000円  年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与 なし

勤務時間 時間外 勤務時間 (1)12時00分～15時00分 時間外 勤務時間 時間外

5時間 (2)13時00分～16時00分

休日 他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 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1～5日 週所定労働日数 週3～5日

資本金 9976万円 従業員数 660人 従業員数 6人 資本金 500万円 従業員数 12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

10時00分～20時00分の間
の7時間程度

1 お惣菜の販売スタッフ（梅田大丸） 2 日本茶・抹茶スイーツ等の販売（阪急うめだ本店内）※急募 3 コーヒー豆の販売スタッフ（阪急百貨店うめだ本店内）＊急募

○百貨店内での焼魚・煮魚・天プラ・お弁当等
の販売 ★事業内容★ 焼魚・煮魚・串揚・天ぷ
ら・弁当・唐揚等魚惣菜の製造、販売。  Ｚ０２
☆会社の特長☆ 有名デパ地下で「富惣」「魚
道楽」「旬楽」といった屋号にて焼魚・煮魚等を
独自の味付にて販売。多くのお客様にも大変
ご好評頂いております。

阪急百貨店うめだ本店内（Ｂ２階）にある
「森半」にて  １．日本茶・抹茶等の販売・
接客業務 ２．抹茶のスイーツやドリンク類
の販売・接客業務  ※レジや電卓、包装の
業務もございます。 ※急募です。

阪急百貨店うめだ本店内（Ｂ２階）にある
コーヒー豆売場 「ロイヤルフレーバー」に
て、コーヒー豆の販売・接客業務等  ※急
募※

株式会社　富惣 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

  不 問   不 問   不 問

1,100円～1,100円 1,150円～1,150円 1,150円～1,150円

  不 問   不 問 英語力ＴＯＥＩＣ５００点以上

1,200円～1,500円 2,000円～2,000円 1,200円～1,500円

株式会社　フォルムアイ 求人者の希望により事業所名は非公開です 株式会社　Ａｌｍａ

9時00分～18時00分の間の
4時間以上

最寄駅 : ＪＲ大阪 最寄駅 : 南海・大阪メトロ難波

求人番号27020-34115031 求人番号28070- 3138231

5月12日受理求人

最寄駅 : 阪神梅田

5月12日受理求人 5月11日受理求人

就業場所 : 北区 就業場所 : 北区

就業場所 : 北区 就業場所 : 北区 就業場所 : 北区

4 フアッションデザイナー・アドバイザー（接客・販売） 5 【海の森化粧品】販売・ハンズ梅田店 6 営業

自社開発のパターンオーダー（布帛・ニッ
ト）の受注～採寸に伴う 接客・販売およ
び、お客様のご要望や体型に応じて一か
ら受注する フルオーダーへの対応。（生
地セレクト、デザイン提案等）  

・ハンズ梅田店にて、海の森化粧品の販売 ・お客様がかか
える「肌、髪（頭皮）の悩み」を解消・軽減するための、海の
森化粧品を使った具体的なスキンケア・ヘア（頭皮）ケア方
法の提案  ※商品のこと、お肌のこと、髪のことに興味をお
持ちの方歓迎しま す。 ※ご自身で調べて・考えて・行動して
いただきたいと思います。 ※１日の販売目標はありますが、
販売ノルマはありません。 ※研修・サポート体制有（研修は
時給１，０００円） ※週２日以上勤務の場合は複数店舗への
入店有

・英語によるオンライン（インターネット）上
でのライブ （実演販売）

最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線梅田駅、ＪＲ大阪 最寄駅 : ＪＲ大阪、北新地、各線梅田、東梅田 最寄駅 : 梅田駅・大阪

求人番号27080-12247131 求人番号27020-32952431 求人番号27020-32951531

5月9日受理求人5月15日受理求人 5月9日受理求人

求人番号27030-16039031

就業場所 : 浪速区

最新！

発行日:5月16日

5月9日～5月15日

受理求人販売・サービス

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　あり  年齢:64歳以下 賞与　年30,000円～200,000円  年齢:不問 賞与 年2回2.00ヶ月分

勤務時間 (1)11時00分～15時00分 時間外 勤務時間 (1)10時00分～19時00分 時間外 勤務時間 (1)9時20分～17時50分 時間外
(2)13時00分～17時00分

休日 日他 週休２日制 なし 休日 水日祝他 週休２日制 毎　週 休日 土日他 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4～5日 週所定労働日数 週3～5日

資本金 2500万円 従業員数 34人 資本金 600万円 従業員数 6人 従業員数 231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

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2人募集 交通費 実費支給（上限なし） 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20,000円～300,000円  年齢:不問 賞与　年3,000円～10,000円  年齢:不問 賞与　年5,000円～20,000円

勤務時間 (1)8時00分～14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～14時00分 (2)10時00分～15時00分 (2)17時00分～22時00分

休日 火他 週休２日制 その他 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 その他

週所定労働日数 週3～6日 週所定労働日数 週2～5日 週所定労働日数 週2～6日

従業員数 8人 資本金 1440万円 従業員数 861人 資本金 1000万円 従業員数 11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

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10,000円～50,000円  年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与 年2回2.40ヶ月分

勤務時間 時間外 勤務時間 (1)10時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～17時15分 時間外
(2)9時15分～17時30分 10時間

休日 他 週休２日制 毎　週 休日 月火水木金他 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2～5日 週所定労働日数 週1日以上 週所定労働日数 週4日程度

資本金 1200万円 従業員数 20人 資本金 5000万円 従業員数 203人 従業員数 35,000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

1,200円～1,300円 1,260円～1,260円 1,154円～1,717円

  不 問

13 ホールスタッフ

就業場所 : 北区

1,100円～1,100円 1,023円～1,250円

  不 問
小鉢の盛り付け、食器洗浄の経験があれば
尚、結構

12 キッチンスタッフ炭火焼き鳥／酉の市／阪急大阪梅田駅直結

＊当店は、町の魚屋さんです。 鮮魚と天ぷら
惣菜の販売（主に販売をお願いします。） 天ぷ
ら・総菜の調理補助・盛りつけをお願いします。
 ＊正社員登用あります。  ＊年齢不問、６０歳
以上の方歓迎  ＊土日祝出勤出来る方、歓迎

5月9日受理求人

・和食店の接客 ・宴会の接客  ※日本語
によるコミュニケーション（会話）が必要な
業務です。

こどもと子育て世帯を総合的に支援する業務 ・区内小中学
校におけるスクリーニング会議に参画 ・関係部署及び関係
機関と連携し、結果に基づく適切な支援に つなぐ。 ・適切な
支援につなぐため、状況把握と連携関係の構築に努め、 地
域における見守りや支援につなぐ。 ・こどもの貧困対策の推
進に関する研修を実施。 また、相談支援を行う。 ・こどもサ
ポートネット事業に関する業務（庶務業務等を含む）に 従
事。

  不 問

株式会社　須賀井

  不 問

14 住宅展示場イベント呼びこみスタッフ／土・日・祝のみの勤務

大阪市旭区こどもサポート推進員（会計年度任用職員）募集要項 （※１）の「３応募

資格」のとおり＊求人に関する特記事項欄参照     求人に関する特記事項欄参照

あれば尚可

15 こどもサポート推進員（会計年度任用職員）大阪市旭区

求人番号27020-34395631 求人番号27020-32958031 求人番号27020-32724231

5月9日受理求人5月15日受理求人 5月9日受理求人

住宅展示場をご見学のお客様へお声がけ
してモデルハウスへ誘導するお仕事です
（ノルマなし）。  軽くおそうじあり。  私服で
ＯＫ、残業なし、難しい仕事ではありませ
ん。  ＊週１日より可  ＊ＷワークＯＫ

就業場所 : 旭区

最寄駅 : 京阪・千林駅又は地下鉄千林大宮 最寄駅 : 阪急大阪梅田

就業場所 : 北区

最寄駅 : 御堂筋線本町 最寄駅 : 大阪メトロ本町

興産管理サービス・西日本株式会社

1,050円～1,200円

・調理の下準備、調理、盛り付け ・メ
ニューの開発 ・メニュー戦略の構築 ・業
務全般に関わる教育、新規育成   ＊＊阪
急大阪梅田駅直結、阪急カッパ横丁での
お仕事です＊＊

10 惣菜・天ぷらの調理補助・販売

最寄駅 : 京阪淀屋橋

最寄駅 : 

5月9日受理求人

江山　千林店　十楚　武司

5月15日受理求人

料理の盛り付けと提供、食器の洗浄等 
オフィスビルにある社員食堂です。    ※
当社は商船三井・ダイビルのグループ会
社です。

11 調理補助・食器洗浄（北区堂島浜）

ショップでのメンズバッグの販売や、店舗
運営及び管理。  ◆１月に大阪初出店した
お店です。

●事業拡大の為メンバーを募集します♪ ●不動産
業界以外でも営業職経験のある方やお客様をお持
ちの方は大歓迎！即戦力になる方大歓迎！ ●外国
のお客様をメインに日本国内の不動産の売買・賃貸
（主に台湾・ベトナム）に関する営業全般をお任せし
ます！ ●物件・賃貸のお探し・案内や営業補助ＳＮ
ＳやＨＰの更新！ＰＣ能力必須

デイサービスにおける介護業務全般 ・食
事介助 ・入浴介助 ・排泄介助

求人番号27020-34397131

7 店舗でのメンズバッグ販売及び運営管理 8 ※急募不動産仲介営業職（賃貸売買）

店舗での販売経験あれば尚可      パソコンの基本操
作（メール・Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）

即戦力になる方大歓迎！ 不動産業界以外でも営業職経験のある方やお客様をお

持ちの方は 大歓迎！    普通自動車運転免許　　あれば尚可  ＰＣ能力必須

9 デイサービス・介護職（都島区御幸町）

経験者優遇

1,050円～1,200円 1,200円～1,800円 1,050円～1,420円

求人番号28090- 2083031 求人番号27010-25043231

株式会社　住之僖 社会福祉法人　治栄会

就業場所 : 中央区 就業場所 : 都島区就業場所 : 中央区

平野　株式会社

5月12日受理求人 5月11日受理求人 5月12日受理求人

最寄駅 : 各線なんば 最寄駅 : 南海難波駅・大阪メトロなんば 最寄駅 : 大阪メトロ谷町線千林大宮

求人番号27030-16235431 求人番号27030-15967731 求人番号27020-34266331

株式会社　治兵衛 泉北ホーム株式会社　なんば営業所 大阪市　旭区役所

就業場所 : 中央区 就業場所 : 浪速区 就業場所 : 旭区

17時00分～22時00分の間
の4時間程度

9パート販売・サービス


