短期バイトで
働く

発行日:5月11日
4月27日～5月10日
受理求人
応募前に必ずハローワークへお越しください！
★応募には、ハローワークの紹介状が必ず必要です。★
★ハローワークには、ほかにも求人がたくさんあります★

いますぐ応募できる求人です！
発行日当日に募集中の求人です。決まり次第、求人は取消されます。

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。
1 行政事務

2 事務職員

3 電話応対事務（短期）

雇用期間 : 令和3年6月11日～令和3年6月18日
試験の採点､ﾃﾞｰﾀ整理､書類作成｡

雇用期間 : 令和3年5月20日～令和3年6月30日
令和3年経済ｾﾝｻｽｰ活動調査に係る調査対象事業
所からの問合せ対応｡ 調査実施に係るその他の補
助作業｡

雇用期間 :
ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務､一般事務のお仕事です｡ 百貨店等
の電話応対や簡単なﾊﾟｿｺﾝ入力などをお願いしま
す｡

資格・経験 ＰＣ操作（ワード・エクセル等）
時給

1,092円～1,092円

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 なし
勤務時間 (1)9時00分～17時45分
時間外
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日

資格・経験

1,001円～1,153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 なし
時間外
勤務時間 (1)9時00分～15時45分
(2)10時00分～16時45分
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
週所定労働日数 週5日程度

近畿運輸局 自動車技術安全部
従業員数 850人
就業場所 : 大阪市中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町線谷町四丁目
求人番号27010-22210911
5月6日受理求人
現在の応募者数6人

Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ等の基本的な操作

大阪市都市計画局
従業員数 35,000人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線・京阪線淀屋橋
求人番号27020-24398811
4月28日受理求人
現在の応募者数6人

資格・経験

不問

1,000円～1,000円
時給
パート労働者9人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:不問
賞与 なし
時間外
勤務時間 9時00分～20時00分の間の6時
間程度
10時間
週休２日制 その他
休日 他
週所定労働日数 週5日
日本郵便株式会社 郵便事業総本部
資本金 40000000万円
従業員数 193,000人
就業場所 : 大阪市此花区
最寄駅 : ＪＲゆめ咲線安治川口
求人番号27020-25162911
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

4 一般事務職員（有期雇用職員）【８月採用】

5 物品販売（大阪歴史博物館）

6 調理職＊＊急募＊＊

雇用期間 : 令和3年8月1日～令和4年3月31日
【病院における一般事務業務】 ･庶務､広報､経理､人
事､給与､厚生､研究業務､医療事務に 伴うﾃﾞｰﾀ入
力･書類作成及びこれらに付随する業務 ※主に経
理､研究関係業務に従事します｡

雇用期間 : 令和3年7月1日～令和3年8月13日
大阪歴史博物館内の特設会場に設置するｼｮｯﾌﾟで､
展示会の関連書籍､ｸﾞｯｽﾞ等を販売していただきま
す｡ ※雇用期間は7/1~8/13ですが､京都･大阪の主
に国公立博物館/美術館で断続的に同様のｼｮｯﾌﾟを
運営しますので､期間終了後も引き続き勤務いただ
ける方は歓迎します｡ 詳しくは面接時に説明します｡

雇用期間 :
調理 ･和食一般の仕込みから､仕上げまで2~3人で
担当 ･調理人は仕入れ､食材管理業務 *調理師資
格なくても可

資格・経験 ワード、エクセル等で効率的な作業ができる方。

213,300円～213,300円
月給
正社員以外2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)8時45分～17時15分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日

資格・経験

不問

1,000円～1,000円
時給
パート労働者2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 9時00分～17時00分の間の6時
時間外
間程度
休日 他
週休２日制 その他
週所定労働日数 週4日程度

地方独立行政法人 大阪市民病院機構

株式会社 アールプリュ企画

従業員数 2,460人
就業場所 : 大阪市都島区
最寄駅 : 大阪メトロ谷町線都島
求人番号27020-25661111
5月7日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 50万円
従業員数 100人
就業場所 : 大阪市中央区
最寄駅 : 大阪メトロ中央線／谷町線谷町四丁目
求人番号29010- 7174311
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

7 調理・接客（大阪市北区）
雇用期間 :
･和食一般の仕込みから､仕上げまで2~3人で担当 ･
調理は仕入れ､食材管理業務 ･接客業務

資格・経験

調理師あれば尚可

普免あれば尚可

240,000円～350,000円
月給
正社員以外3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 10時00分～22時00分の間の7
時間外
時間程度
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 83日
株式会社 ＩＣＨＩ
資本金 500万円
従業員数 60人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 : ＪＲ天満
求人番号27020-26182811
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

不問

200,000円～350,000円
月給
正社員以外3人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:18歳以上
賞与 年100,000円～300,000円
勤務時間 (1)16時00分～23時00分
時間外
(2)10時00分～14時00分
30時間
週休２日制 その他
休日 他
年間休日数 83日
株式会社 ＩＣＨＩ
資本金 500万円
従業員数 60人
就業場所 : 大阪市北区
最寄駅 : 天満
求人番号27020-26179311
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

