
事業所によって受付時間が異なります。最終ページをご確認ください。



資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 時給

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

 年齢:40歳以下 賞与 年2回3.00月分  年齢:18歳～59歳 賞与 年2回2.90月分  年齢:不問 賞与　あり

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1) 8時45分～17時15分 時間外 勤務時間 (1) 9時00分～16時00分 時間外

25時間 (2) 6時45分～15時15分 5時間
休日 日他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 毎　週

年間休日数 106日 年間休日数 113日 週所定労働日数 週1日以上

資本金 3200万円 従業員数 47人 資本金 29450万円 従業員数 220人 資本金 1000万円 従業員数 146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2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:18歳～59歳 賞与 年2回2.90月分  年齢:59歳以下 賞与 年2回2.90月分  年齢:不問 賞与 年2回2.90月分

勤務時間 (1) 8時45分～17時15分 時間外 勤務時間 (1) 8時30分～17時00分 時間外 勤務時間 (1) 8時45分～17時15分 時間外
(2) 6時45分～15時15分 5時間 (2) 8時30分～12時30分 2時間

休日 他 週休２日制 その他 休日 日他 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 113日 年間休日数 113日 年間休日数 113日

資本金 29450万円 従業員数 220人 資本金 29450万円 従業員数 220人 資本金 29450万円 従業員数 200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 月給

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

 年齢:不問 賞与　あり  年齢:不問 賞与　年5万円～6万円  年齢:35歳以下 賞与 年2回3.35月分

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分 時間外 勤務時間 (1) 8時30分～17時15分 時間外 勤務時間 (1)10時00分～19時00分 時間外

10時間 35時間
休日 日祝他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週4～5日程度 週所定労働日数 週5日 年間休日数 105日

資本金 1000万円 従業員数 146人 従業員数 212人 従業員数 67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

○自動化・省力化設備（組立機、搬送機、洗浄機等）
の ＣＡＤによる設計・開発  ・設備のスケッチ、製図 ・
治具設計、製図 ・設備や図面に関する書類（取説）
の作製 ・客先にて設備仕様の打合せ業務  ※機械
加工が分かる方図面が分かる方優遇 ※ものづくり
のお好きな方応募お待ちしております。 ※もの作り
の楽しさを発見しませんか、随時見学可能です。

＊入所者様の看護並びに  診療介助等の看護業務
★事業内容★ 外科、整形外科、脳神経外科、内科、
消化器科、肛門科、放射線科、リハビリテーション
科、形成外科等、併設施設に介護老人保健施設が
あります。（施設内勤務も可能です） ☆会社の特長
☆ 当藤本病院は救急指定医療機関として２４時間
体制をとり地域の方々に貢献しています。

＊老人介護施設における施設利用者、施
設入居者に対する  看護業務全般  ＊月
１回からの勤務も可能  ＊基本日曜日勤
務で、他の曜日で勤務をお願いすることも
あります。

 不 問  看護師  正・准看護師資格

1 自動化・省力化設備の設計業務【６／２７面接会求人】 2 看護師（まほろば）【６／２７面接会求人】 3 看護職【６／２７面接会求人】

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩５分

200,000円～420,000円 240,000円～345,000円 1,500円～1,500円

株式会社　カンダ 医療法人　医仁会
阪本織布　株式会社

4 准看護師（まほろば）【６／２７面接会求人】 5 言語聴覚士（まほろば）【６／２７面接会求人】 6 相談員【６／２７面接会求人】

求人番号27120- 8017991 求人番号27120- 7962791 求人番号27120- 8030091

6月13日受理求人 6月11日受理求人 6月13日受理求人

210,000円～300,000円 235,000円～350,000円 230,000円～330,000円

医療法人　医仁会 医療法人　医仁会 医療法人　医仁会

＊入所者様の看護並びに  診療介助等の看護業務
★事業内容★ 外科、整形外科、脳神経外科、内科、
消化器科、肛門科、放射線科、リハビリテーション
科、形成外科等、併設施設に介護老人保健施設が
あります。（施設内勤務も可能です） ☆会社の特長
☆ 当藤本病院は救急指定医療機関として２４時間
体制をとり地域の方々に貢献しています。

介護老人保健施設及び在宅にて 言語訓
練、摂取・嚥下訓練の実施  嚥下状態の
管理  在宅復帰支援

＊病院での入退院時の支援相談業務 
＊施設、病院、開業医からの患者紹介の
連携に係る業務  ＊紹介患者等の搬送業
務  ＊渉外業務

 准看護師  言語聴覚士
経験者 ・普免１種（ＡＴ限定可） ・社会
福祉士

求人番号27120- 7960991 求人番号27120- 7941091 求人番号27120- 7937491

6月11日受理求人 6月11日受理求人 6月11日受理求人

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分

・介護利用者の相談におうじて、介護サー
ビス計画（ケアプラン）を作成する。  ・事
業者、市町村と連絡を取りながらのサー
ビス利用の 援助を行う  ・要介護認定の
ための認定調査

 ＊介護全般（入浴・食事・排泄支援等） 
＊日中活動・レクリェーション支援  ＊利
用者の送迎（公用車の運転）等  ※ご質
問があれば「あすくの里」までご連絡下さ
い

■運転免許取得のための、技能・学科等を行う 教習指
導員を目指しての勉強をしていただきます。  ＊試験は
年３回（費用は全額会社負担） ＊指導員審査に合格す
れば翌月より正社員として 採用いたします。 ＊合格後
は教養を経て指導実務に従事していただきます。  ★研
修生から指導員を目指す人の合格率は１００％です。 
★資格取得にむけて、全面的にサポートします！！

パソコンで文書作成の可能な方 介護
支援専門員資格

 普免（ＡＴ限定可）  普免（ＡＴ限定可）

7 ケアマネジャー【６／２７面接会求人】 8 介護職員（デイサービス）【６／２７面接会求人】 9 自動車学校教習指導員研修生【６／２７面接会求人】

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府松原市

最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線上ノ太子駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線河内天美駅下車徒歩５分

1,500円～1,500円 1,010円～1,010円 196,000円～196,000円

阪本織布　株式会社 社会福祉法人　大阪聴覚障害者福祉会
　あすくの里

学校法人天美学園　近鉄自動車学校

求人番号27120- 8035791 求人番号27120- 7932191 求人番号27120- 7836591

6月13日受理求人 6月11日受理求人 6月7日受理求人



資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 月給 月給

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

 年齢:不問 賞与 なし  年齢:30歳以下 賞与 年1回2.00月分  年齢:不問 賞与 年2回2.90月分

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

20時間 (2) 8時15分～16時45分 5時間
休日 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 他 週休２日制 その他

週所定労働日数 週2～3日程度 年間休日数 120日 年間休日数 113日

資本金 1000万円 従業員数 498人 資本金 100万円 従業員数 8人 資本金 29450万円 従業員数 220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 時給

正社員以外1人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし） パート労働者1人募集 交通費 実費（上限あり）

 年齢:不問 賞与　年2回  年齢:35歳以下 賞与 年2回4.00月分  年齢:不問 賞与 なし

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

10時間 10時間 (2)17時00分～21時00分

休日 日祝他 週休２日制 隔　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 毎　週

年間休日数 105日 年間休日数 124日 週所定労働日数 週2～3日程度

資本金 1000万円 従業員数 498人 資本金 4000万円 従業員数 71人 資本金 1000万円 従業員数 498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 月給 時給

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

 年齢:不問 賞与 なし  年齢:59歳以下 賞与 年2回1.50月分  年齢:不問 賞与　年2回

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

6時間 3時間
休日 祝他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

週所定労働日数 週5日程度 年間休日数 93日 週所定労働日数 週4日

資本金 1000万円 従業員数 498人 資本金 1000万円 従業員数 36人 従業員数 212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

10 デザイン製作業務【６／２７面接会求人】 11 インテリアスタイリストアシスタント【６／２７面接会求人】 12 事務員（まほろば）【６／２７面接会求人】

チラシ・パンフレットの製作 ・簡単なＨＰ作
成、更新をしていただける方  ・データ入
力  ・電話応対及び来客応対  ・事務作業
 ※イラストレーター、フォトショップ必須

＊大手通販会社のカタログなどに載せるイン
テリア商品を  撮影する時、ステキにセッティン
グする仕事です。   ・カメラマンとペアで撮影し
ていきます。  ・クライアント様との打ち合わせ
後、提案もしていきま すが、未経験でもチーフ
スタイリストが丁寧に教えて いきます。

介護保険請求業務（老健・在宅） ・施設事
務全般 ・施設管理業務 ・窓口業者対応 ・
物品管理 ・福祉用具販売、貸与

株式会社　アスウェル 株式会社　ＴＡＣＴ 医療法人　医仁会

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

イラストレーター、フォトショップ必須
 普免（ＡＴ限定可）

ＰＣ操作（ワード・エクセル） 福祉用具
専門相談員があれば望ましい

1,050円～1,300円 153,000円～200,000円 157,000円～270,000円

6月11日受理求人 6月10日受理求人 6月11日受理求人

最寄駅 : 近鉄南大阪線藤井寺駅下車徒歩２０分 最寄駅 : 近鉄南大阪線河内松原駅下車徒歩１０分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分

求人番号27120- 7980891 求人番号27120- 7879091 求人番号27120- 7942391

人事労務の経験がある方 普免（ＡＴ
限定可・ペーパードライバー不可）

パソコン操作（ワード・エクセル・パ
ワーポイント）

パソコン操作（エクセル・ワード出来る
方）

200,000円～270,000円 184,000円～250,000円 950円～1,020円

13 総務事務（人事労務）【６／２７面接会求人】 14 人事労務【６／２７面接会求人】 15 受付案内（八尾市かがやき）【６／２７面接会求人】

《人事労務》 ＊入社退職に係る一連の業務 （社会保
険手続き、雇用契約書類の作成、離職票作成など）
＊勤怠管理、給与計算、年末調整 ＊求人管理、採
用業務 《総務業務》 ＊電話・来客応対 ＊駅までの
来客送迎 ＊現場（通勤範囲）の受付業務などの代
勤 （年に数回程度）など ※パソコン操作（エクセル・
ワード）あり

＊当社管理部に配属し人事・労務業務全般を
お任せしていきたいと思います。 まずは給料
計算・社会保険実務を身につけて頂き徐々 に
業務の幅を広げていって頂きます。   ＊直属
の上司（４０代課長）が丁寧に指導いたしま
す。  ＊実務経験のない方でも意欲のある方
は歓迎します！！

※八尾市生涯学習センター内の総合受付
案内業務  ＊来訪者の案内、誘導 ＊電話
応対 ＊館内放送 ＊貸室の鍵の受渡し、備
品の準備、貸室のパーテーション 移動。 ＊
講座・貸室等の予約受付・確認等 ＊パソコ
ン操作（貸室の確認・予約を入力） ＊エクセ
ル・ワード使用

最寄駅 : 近鉄南大阪線藤井寺駅下車徒歩２０分 最寄駅 : ＪＲ関西線高井田駅下車徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄大阪線近鉄八尾駅下車徒歩１３分

求人番号27120- 7983191 求人番号27120- 7850291 求人番号27120- 7974591

株式会社　アスウェル 日新鋼業　株式会社 株式会社　アスウェル

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府柏原市 就業場所 : 大阪府八尾市

16 図書館スタッフ（リーダー）【６／２７面
接会求人】

17 一般事務【６／２７面接会求人】 18 事務職員【６／２７面接会求人】

＊スタッフリーダーを募集します  ・カウン
ター業務 ・配架 ・蔵書点検など   ※リー
ダーは複数人で担っていただきますので
安心して ご応募ください。  ※交通費の金
額に関してはご相談ください

★大阪ガスのパートナー企業です！！ ガス・電気エ
ネルギーの自由化に伴う業務拡大による 増員募集
＊店頭にて・来客応対・ガス払込の処理 ・ガス器具
の修理、開閉栓の電話受付 ・ＰＣ入力・伝票処理等
の業務 ＊エクセル・ワード使える方（初級程度） ※
未経験の方歓迎！！ わからない事があれば先輩が
サポートし、丁寧に 教えてくれるので安心して働けま
す！！

＊内科・眼科・歯科等施設内診療の補助 
＊医院・薬局との連絡、調整  ＊内服薬
の仕分け準備  ＊衛生材料の在庫管理、
発注  ＊パソコンは入力程度の事務処理

6月11日受理求人 6月10日受理求人 6月11日受理求人

 8時15分～22時00分の間
の8時間程度

株式会社　アスウェル 株式会社　浜田
社会福祉法人　大阪聴覚障害者福祉会

　あすくの里

就業場所 : 住吉区 就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

大学図書館業務経験者（１年以上）
図書館司書

＊エクセル・ワード使える方（初級程
度）

パソコン（ワード・エクセル）が使える
方

1,040円～1,040円 170,000円～200,000円 960円～960円

6月11日受理求人 6月7日受理求人 6月11日受理求人

最寄駅 : ＪＲ阪和線杉本町駅から歩２分 最寄駅 : 近鉄南大阪線河内松原駅下車徒歩７分 最寄駅 : 近鉄南大阪線上ノ太子駅下車徒歩８分

求人番号27120- 7977391 求人番号27120- 7821391 求人番号27120- 7935691

事業所によって受付時間が異なります。最終ページをご確認ください。



資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 月給 月給

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

 年齢:不問 賞与 年3回1.50月分  年齢:59歳以下 賞与　年～20万円  年齢:45歳以下 賞与 年2回2.00月分

勤務時間 時間外 勤務時間 (1) 8時00分～16時55分 時間外 勤務時間 (1) 8時00分～17時00分 時間外

15時間
休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日他 週休２日制 その他 休日 日他 週休２日制 その他

週所定労働日数 週5日程度 年間休日数 110日 年間休日数 105日

従業員数 20人 資本金 4020万円 従業員数 102人 資本金 1000万円 従業員数 50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2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限あり）

 年齢:40歳以下 賞与 年2回4.30月分  年齢:45歳以下 賞与 年2回4.00月分  年齢:不問 賞与 なし

勤務時間 (1) 8時30分～17時30分 時間外 勤務時間 (1) 8時45分～17時30分 時間外 勤務時間 (1) 8時30分～17時00分 時間外

19時間 10時間 10時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 土日祝他 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 117日 年間休日数 124日 年間休日数 89日

資本金 6300万円 従業員数 156人 資本金 4000万円 従業員数 71人 資本金 1000万円 従業員数 83人

現在の応募者数0人 現在の応募者数5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5人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限あり）

 年齢:59歳以下 賞与　年1万円～65万円  年齢:不問 賞与　年2回  年齢:62歳以下 賞与 年2回2.00月分

勤務時間 (1) 9時00分～17時15分 時間外 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～16時20分 時間外

8時間 10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 日他 週休２日制 その他

年間休日数 93日 年間休日数 108日 年間休日数 88日

資本金 1000万円 従業員数 36人 資本金 2000万円 従業員数 24人 資本金 3200万円 従業員数 117人

現在の応募者数1人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

19 会計事務員【６／２７面接会求人】 20 工場事務【６／２７面接会求人】 21 事務（紙管受注管理）【６／２７面接会求人】

936円～950円 173,100円～250,000円 190,000円～240,000円

 8時30分～16時30分の間
の6時間程度

税理士法人　ＫＴＮ 泉本精工　株式会社 山田紙管　株式会社

 ■パソコンによるデータ入力  ＊会計事
務補助 ＩＣＳの会計ソフトを使用し、伝票
入力等の 会計処理を行っていただきま
す。  ＊電話応対  ＊その他（事務所清掃
及び接客）

 ■生産及び設備管理に関する事務処理
業務など    ★学校行事対応可能です

・注文の受注入力 ・伝票発行 ・電話対応
・その他事務仕事 ・パソコン操作（文字入
力程度）  ＊未経験の方は、一から丁寧
に指導しますので、安心してご応募下さ
い。  ※急募※

経理、会計事務経験者３年以上 ＰＣ
処理出来る方

パソコン操作  不 問

求人番号27120- 7956291 求人番号27120- 7923591 求人番号27120- 8029291

6月11日受理求人 6月10日受理求人 6月13日受理求人

就業場所 : 大阪府藤井寺市 就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府藤井寺市

最寄駅 : 近鉄バス藤ヶ丘バス停下車徒歩３分 最寄駅 : 近鉄バス岡町バス停下車徒歩５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線藤井寺駅下車徒歩１０分

■既存客先からの要望に応え、商談をまとめるため
に、 営業担当者をアシストするお仕事です  １．営業
担当者の指示に基づき、受注データ入力  ２．営業
担当者の指示に基づき、客先からの要望に対する
対応のための資料作成その他  ３．その他アシスタ
ント業務  ※基本的なパソコン操作（エクセル・ワー
ド）

＊営業部業務課に配属し営業スタッフの
業務フォロー 全般をお任せします。 日々
の受発注業務から電話対応まで、お客様
からの 問い合わせや、急な要望等にも窓
口として対応して 頂きます。

 得意先店舗（固定客、スーパー）へ巡回
し、 商品の補充・整理等を行なっていた
だきます。   ＊飛び込み営業は一切あり
ません。  ＝急募＝

 不 問
パソコン操作（ワード・エクセルの簡単
な操作）

エクセル、ワードの基本操作 普免（Ａ
Ｔ限定可）

22 営業事務職（本社勤務）【６／２７面接
会求人】

23 営業事務【６／２７面接会求人】 24 営業（ルート）【６／２７面接会求人】

就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府柏原市 就業場所 : 大阪府松原市

最寄駅 : 大阪市バス５号系統三宅中バス停下車徒歩１分 最寄駅 : ＪＲ関西線高井田駅下車徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線河内天美駅・河内松原駅下車徒歩２０分

202,000円～254,000円 170,000円～190,000円 240,000円～270,000円

大和鋼業　株式会社 日新鋼業　株式会社 株式会社　宇治森徳

25 営業・サービス業務（ガス器具の販売・修理等）面接会求人 26 仕入れ業務【６／２７面接会求人】 27 営業職【６／２７面接会求人】

求人番号27120- 7842291 求人番号27120- 7849491 求人番号27120- 8022091

6月10日受理求人 6月10日受理求人 6月13日受理求人

230,000円～350,000円 220,000円～245,000円 210,000円～250,000円

株式会社　浜田 日本パラピン紙工業　株式会社 三栄基準寝具　株式会社

★大阪ガスのお得意様の巡回訪問活動 ＊ご依頼のあった
お客様や、既にお付き合いのある お客様のお宅を訪問 ＊
お客様のお困りごとがあれば解決につながる大阪ガス 製品
やエコ商品を紹介  ★お客様の暮らしを快適にさせて頂き喜
んでもらい、お客 様の笑顔を増やす、やりがいのある仕事で
す！ 大阪ガスの商品を扱っているので安定しています！ ※
未経験者の方歓迎！ 先輩がサポートし丁寧に教えてくれる
ので安心です！！

＊当社、大阪営業部にて当社製品（食品
包装・・菓子ラッピング）の仕入れ業務  
◇未経験の方にも丁寧に指導いたしま
す。  ◇他業界の方の応募歓迎

お取引のある国立・市立・一般の病院、高
齢者施設、  官公庁（消防署等）に、寝具
類・白衣・  ユニフォームなどを主にリー
ス・管理する仕事です。 

 ＊原付運転免許、普免あれば尚良し 営業経験あれば尚良し。 パソコン経
験あれば尚良し。

 普免（ＡＴ限定可）

求人番号27120- 7815991 求人番号27120- 7964291 求人番号27120- 7969691

6月7日受理求人 6月11日受理求人 6月11日受理求人

就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府柏原市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

最寄駅 : 近鉄南大阪線河内松原駅徒歩７分 最寄駅 : ＪＲ大和路線柏原駅下車徒歩１０分 最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅徒歩１０分古市駅徒歩１５分



資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員以外2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員3人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:不問 賞与　年2回  年齢:35歳以下 賞与 年2回1.60月分  年齢:35歳以下 賞与　年～25万円

勤務時間 (1) 9時00分～17時00分 時間外 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～17時45分 時間外

20時間 25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 110日 年間休日数 96日

資本金 1000万円 従業員数 498人 資本金 1800万円 従業員数 96人 資本金 6000万円 従業員数 350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 月給 月給

パート労働者3人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員2人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:不問 賞与 なし  年齢:59歳以下 賞与 年2回2.90月分  年齢:59歳以下 賞与 年2回2.90月分

勤務時間 (1) 8時45分～17時15分 時間外 勤務時間 (1) 8時30分～17時00分 時間外 勤務時間 (1) 8時30分～17時00分 時間外
(2) 8時30分～12時30分 2時間 (2) 8時30分～12時30分 2時間

休日 他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他

週所定労働日数 週3～5日程度 年間休日数 113日 年間休日数 113日

資本金 29450万円 従業員数 220人 資本金 29450万円 従業員数 220人 資本金 29450万円 従業員数 220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3人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員3人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限あり）

 年齢:18歳～59歳 賞与 年2回2.90月分  年齢:18歳～59歳 賞与 年2回2.90月分  年齢:18歳～45歳 賞与 年2回3.64月分

勤務時間 (1) 8時45分～17時15分 時間外 勤務時間 (1) 8時45分～17時15分 時間外 勤務時間 (1) 8時30分～17時15分 時間外
(2)16時30分～ 9時00分 2時間 (2)16時30分～ 9時00分 2時間 (2) 7時00分～15時45分 10時間

休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他

年間休日数 113日 年間休日数 113日 年間休日数 104日

資本金 29450万円 従業員数 220人 資本金 29450万円 従業員数 220人 従業員数 212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

 普免（ＡＴ限定可） （ペーパードライ
バー不可）

 普免（ＡＴ限定可）  普免一種（ＡＴ限定可）

210,000円～300,000円 190,000円～230,000円 193,570円～280,830円

28 営業（総合ビル管理・羽曳野）【６／２７面接会求人】 29 営業【６／２７面接会求人】 30 営業職【６／２７面接会求人】

■総合ビル管理・人材派遣業等の営業職の募集で
す ★得意先の７割が官公庁です  ◇業界経験は一
切不問です ＊既存顧客の保守及や提案営業 ＊担
当先現場社員管理及び指導 ＊新規開拓など ※社
有車を使用しての営業（エリアは近畿一円）です ◇
未経験の方にはひとつずつ丁寧に指導します。でき
ることから始めて頂きますので安心してご応募下さ
い。

大正１１年の創業以来、靴下一筋の製造メーカーです。
＊取引先（主にスポーツ、アパレルメーカーを中心）に
企画提案型営業をしていただきます。 ＊営業エリアは、
ほぼ大阪府下が中心です。 ＊ＰＣにより、企画書や見
積書を作成していただきます。 （ワード・エクセルを使用
します。）  ※先輩が同行して教育します。 ※創業９０年
の歴史の中で培った開発・技術力に強みが あります。
※研修制度あり

【ル－ト営業】既存顧客へ定期的に訪問し現状の問題点・ 要
望を聞き問題解決、要望に合った提案をするお仕事です
【物流提案営業】顧客の物流をトータルにサポートするお仕
事です。 例）在庫・発送業務をもっと効率化したい顧客に、当
社のノウハウを使い在庫管理から発送業務までの流通プラ
ンの提案を行います。 【ＬＥＤライト提案営業】当社、独自開
発のＬＥＤライトの 設置提案をするお仕事です。新規開拓と
なり、従来の水銀灯使用の倉庫や工場に対し、照度アップ、
コスト削減の提案を行います。

最寄駅 : 近鉄南大阪線藤井寺駅下車徒歩２０分 最寄駅 : 近鉄南大阪線河内松原駅下車徒歩５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線恵我ノ荘駅下車徒歩１５分

求人番号27120- 7971791 求人番号27120- 7911991 求人番号27120- 7859891

株式会社　アスウェル コーマ　株式会社 株式会社　豊興

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府松原市

31 ケアワーカー（まほろば）【６／２７面接会求人】 32 介護福祉士（通所リハビリ）【６／２７面接会求人】 33 ケアワーカー（通所リハビリ）【６／２７面接会求人】

＊入所者様の介助業務 ・食事介助 ・排
泄介助 ・入浴介助 ・レクリエーションなど

＊利用者様の介助業務 ・食事介助 ・排
泄介助 ・入浴介助 ・レクリエーションなど 


＊利用者様の介助業務 ・食事介助 ・排
泄介助 ・入浴介助 ・レクリエーションなど 


6月11日受理求人 6月10日受理求人 6月10日受理求人

医療法人　医仁会 医療法人　医仁会 医療法人　医仁会

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

 不 問
 介護福祉士 普免（ＡＴ限定可）あれ
ば望ましい

 普免（ＡＴ限定可）あれば望ましい

1,000円～1,000円 160,000円～240,000円 155,000円～230,000円

6月11日受理求人 6月11日受理求人 6月11日受理求人

最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分

求人番号27120- 7943691 求人番号27120- 7944991 求人番号27120- 7946791

 介護福祉士  不 問
 ＊普免（ＡＴ可）必須 （介護福祉士・
ヘルパー２級あれば尚良し）

160,000円～220,000円 155,000円～207,000円 181,500円～223,850円

34 介護福祉士（まほろば）【６／２７面接
会求人】

35 ケアワーカー（まほろば）【６／２７面接会求人】 36 介護職員（特養）【６／２７面接会求人】

＊入所者様の介助業務 ・食事介助 ・排
泄介助 ・入浴介助 ・レクリエーションなど 


＊入所者様の介助業務 ・食事介助 ・排
泄介助 ・入浴介助 ・レクリエーションなど

■ろうあ高齢者の生活支援全般のお仕事です 食事
介助・入浴介助排泄介助・移乗介助・情報提供等 ※
未経験の方・ブランクのある方や介護福祉士等の資
格を お持ちでない方も歓迎いたします。 １からてい
ねいに指導しますので安心してご応募下さい  ※ご
質問等があれば「あすくの里」までご連絡下さい ＊
施設見学可能です。

最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線上ノ太子駅下車徒歩８分

求人番号27120- 7947891 求人番号27120- 7963891 求人番号27120- 7931591

医療法人　医仁会 医療法人　医仁会
社会福祉法人　大阪聴覚障害者福祉会

　あすくの里

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

6月11日受理求人 6月11日受理求人 6月11日受理求人

事業所によって受付時間が異なります。最終ページをご確認ください。



資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 時給 時給

正社員2人募集 交通費 実費（上限なし） パート労働者3人募集 交通費 実費（上限なし） パート労働者5人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:18歳以上 賞与 年2回1.00月分  年齢:18歳以上 賞与　あり  年齢:不問 賞与　あり

勤務時間 (1) 7時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1)17時00分～ 9時00分 時間外 勤務時間 (1) 7時00分～16時00分 時間外
(2) 8時30分～17時30分 10時間 (2) 8時30分～17時30分 10時間

休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 毎　週

年間休日数 107日 週所定労働日数 週1日以上 週所定労働日数 週1～5日程度

資本金 1000万円 従業員数 142人 資本金 1000万円 従業員数 142人 資本金 1000万円 従業員数 142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 月給

パート労働者5人募集 交通費 実費（上限なし） パート労働者2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:18歳以上 賞与　あり  年齢:不問 賞与　あり  年齢:59歳以下 賞与 年2回2.90月分

勤務時間 (1) 7時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1) 9時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1) 8時45分～17時15分 時間外
(2) 8時30分～17時30分 10時間

休日 他 週休２日制 その他 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1日以上 週所定労働日数 週1日以上 年間休日数 113日

資本金 1000万円 従業員数 142人 資本金 29450万円 従業員数 200人 資本金 29450万円 従業員数 220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 月給 月給

パート労働者2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:不問 賞与　あり  年齢:不問 賞与 年2回4.30月分  年齢:30歳以下 賞与 年2回1.60月分

勤務時間 (1) 9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 勤務時間 (1) 8時30分～17時30分 時間外

20時間 (2) 6時00分～15時15分
休日 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

週所定労働日数 週1日以上 年間休日数 117日 年間休日数 110日

資本金 29450万円 従業員数 200人 資本金 6300万円 従業員数 162人 資本金 1800万円 従業員数 92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

・要介護者等の入浴、排泄、食事の介護
等の 日常生活上必要な援助 

＊老人介護施設における施設利用者、施設
入居者に 対する介護業務。 （入浴、排泄、
食事の介助等、日常生活上必要な援助）  
※夜勤専従※ ※月１回からの勤務も可能
※ ～未経験の方応募可能～ ★６０歳以上
の方応募歓迎

・要介護者等の入浴、排泄、食事の介護等
の 日常生活上必要な援助  ・月１回からの
勤務も可能  ～未経験の方応募可能～ ★
６０歳以上の方応歓迎  ・常勤社員登用の
道あり・事前見学可・制服貸与 ・食事代半
額補助・教育制度充実

 不 問  不 問  不 問

37 介護職【常勤】【６／２７面接会求人】 38 介護職【夜勤】【６／２７面接会求人】 39 介護職【日勤】【６／２７面接会求人】

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅～５分本館駅～１０分２番館 最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅～５分本館駅～１０分２番館

176,000円～196,000円 1,166円～1,166円 1,050円～1,050円

阪本織布　株式会社 阪本織布　株式会社 阪本織布　株式会社

40 介護職【日勤＋夜勤】【６／２７面接会求人】
41 ホームヘルパー（ホームヘルプサービ
スまほろば）【面接会】

42 サービス提供責任者（ホームヘルプサービスまほろば）面接会

求人番号27120- 8031391 求人番号27120- 8032691 求人番号27120- 8033991

6月13日受理求人 6月13日受理求人 6月13日受理求人

1,050円～1,050円 1,000円～1,500円 172,000円～242,000円

阪本織布　株式会社
医療法人　医仁会 医療法人　医仁会

・要介護者等の入浴、排泄、食事の介護等
の 日常生活上必要な援助  ・月１回からの
勤務も可能 ～未経験の方応募可能～ ★６
０歳以上の方応募歓迎   ・常勤社員登用の
道あり・事前見学可・制服貸与 ・食事代半
額補助・教育制度充実

＊居宅を訪問し、訪問介護計画に基づ
き、利用者様が日常生活を行うのに必要
な援助を行う      【６／２７面接会求人】

＊訪問介護計画を作成し、ホームヘルパーに対
し具体的な 援助目標内容を伝達します。  ＊
サービス担当者会議への出席等によりケアマ
ネージャ等と 連携し定期的にサービスに関する
意向を把握します。  ＊その他サービス内容の管
理について必要な業務をします。   【６／２７面接
会求人】

 不 問
 介護職員初任者研修（ヘルパー２級） 介護職員実務者研修（ヘ
ルパー１級・介護職員基礎研修） 介護福祉士のいずれか  介護福祉士

求人番号27120- 8034491 求人番号27120- 7948291 求人番号27120- 7949591

6月13日受理求人 6月11日受理求人 6月11日受理求人

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分

＊訪問介護計画を作成し、ホームヘルパーに
対し具体的な 援助目標内容を伝達します。
サービス担当者会議への出席等によりケアマ
ネジャー等 と連携し、定期的にサービスに関
する意向を把握します。 その他サービス内容
の管理について必要な業務をします。   【６／
２７面接会求人】

＊主にパワーショベル等の建設機械及び
フォークリフト等の 産業機械のパーツとな
る金属板の開先加工及びそれび伴う 関
連作業。  ※工場における勤務経験、鉄
鋼等の勤務経験者優遇※

＊靴下製造工程の中で編み立て工程の
仕事  １．コンピューターを使った編み機
の稼働操作  ２．編み機のメンテナンス業
務  ３．新商品の開発業務（靴下のデザイ
ン・編み柄設計）  

 介護福祉士 実務者研修修了者
１）鉄鋼加工作業経験又は ２）その他鉄工加工作業経験 １）床
上操作式クレーン技能講習修了 ２）玉掛け技能講習修了３）
フォークリフト運転（１ｔ以上） 技能講習修了１）～３）修了者優遇

 不 問

43 サービス提供責任者（ホームヘルプサービスまほろば）面接会 44 鉄鋼加工技術者（松原工場）【６／２７面接会求人】 45 生産技術職【６／２７面接会求人】

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府松原市

最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩８分 最寄駅 : 大阪市バス５号系統三宅中バス停下車徒歩１分 最寄駅 : 近鉄南大阪線河内松原駅下車徒歩５分

1,300円～1,600円 179,000円～210,000円 167,000円～200,000円

医療法人　医仁会 大和鋼業　株式会社 コーマ　株式会社

求人番号27120- 7950391 求人番号27120- 7843591 求人番号27120- 7913791

6月11日受理求人 6月10日受理求人 6月10日受理求人



資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員以外2人募集 交通費 実費（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費（上限あり） 正社員3人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:不問 賞与 年2回3.00月分  年齢:18歳～59歳 賞与　年～20万円  年齢:不問 賞与 年2回4.30月分

勤務時間 (1) 8時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1) 6時00分～15時00分 時間外 勤務時間 (1) 8時00分～17時00分 時間外

25時間 (2)15時00分～ 0時00分 20時間 20時間
休日 日他 週休２日制 その他 休日 日他 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 106日 年間休日数 110日 年間休日数 117日

資本金 3200万円 従業員数 47人 資本金 4020万円 従業員数 102人 資本金 6300万円 従業員数 162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（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員10人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:40歳以下 賞与 年2回2.20月分  年齢:18歳～45歳 賞与 年2回4.00月分  年齢:18歳～59歳 賞与　あり

勤務時間 (1) 8時00分～16時50分 時間外 勤務時間 (1) 7時15分～15時45分 時間外 勤務時間 時間外

10時間 (2)14時30分～23時00分 5時間 30時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 日他 週休２日制 毎　週 休日 他 週休２日制 その他

年間休日数 117日 年間休日数 117日 年間休日数 116日

資本金 4800万円 従業員数 130人 資本金 4000万円 従業員数 70人 資本金 1101414万円 従業員数 17,869人

現在の応募者数1人 現在の応募者数0人 現在の応募者数1人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 月給 時給

パート労働者1人募集 交通費 実費（上限あり） 正社員6人募集 交通費 実費（上限あり） パート労働者2人募集 交通費 実費（上限あり）

 年齢:不問 賞与 なし  年齢:18歳～59歳 賞与 年2回2.69月分  年齢:不問 賞与　年2回

勤務時間 (1) 9時00分～13時00分 時間外 勤務時間 (1) 7時00分～16時00分 時間外 勤務時間 (1) 9時00分～17時30分 時間外
(2) 8時00分～17時00分 30時間 (2)18時00分～ 2時30分

休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他

週所定労働日数 週5～6日程度 年間休日数 116日 週所定労働日数 週5～6日程度

資本金 1101414万円 従業員数 25,000人 資本金 1101414万円 従業員数 25,000人 資本金 1101414万円 従業員数 25,000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

46 機械加工技術者【６／２７面接会求人】 47 加工、包装（ベアリング、自動車用駆動部品）【面接会求人】 48 工場生産技術者（富田林工場）【６／２７面接会求人】

・ＮＣ研削盤等、五面加工機、ワイヤー加
工機を使用しての金属加工業務  ・ノギ
ス、マイクロメーターを使用しての加工物
測定  ※五面加工機経験者優遇  ※もの
作りの楽しさを発見しませんか、随時見学
可能です。

＊自動車専用駆動部品の加工 ＊出荷包装の業
務 ＊加工ラインにて、旋削盤、冷間ロール盤、研
削盤の 運転保守 ＊習熟度に応じて、加工物の
機械への投入、寸法検査、 バイト、砥石の交換、
治工具セットアップなどの段 取替、修理、点検等
を行います   ※重量物の運搬、機械投入作業あ
り

建設・輸送機械部品等の製作に係る １）プレス加工
業務 ＊プレス機での鋼板の曲げ、ゆがみ取り ２）溶
接製缶業務 ＊建設・輸送機械部品等製作に係る
アーク溶接及び 部材組み立て作業 ３）マシニングセ
ンターのプログラミング及びセッティング、製品仕上
げ  ※１）～３）の内、１つでも経験のある方優遇

株式会社　カンダ 泉本精工　株式会社 大和鋼業　株式会社

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府富田林市

ＮＣ研磨機・五面加工機が使える方優
遇

 不 問
１）マシニングセンターオペレーション経験２）曲げプレス加工作
業経験３）製缶加工作業経験４）その他工作機械加工作業経験。
（１）～（４）の何れかあれば尚可 １）フォークリフト運転（１トン以
上） ２）床上操作式クレーン技能講習修了 ３）玉掛け技能講習修

180,000円～420,000円 173,100円～337,000円 203,000円～253,000円

6月13日受理求人 6月10日受理求人 6月10日受理求人

最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄バス岡町バス停下車徒歩５分 最寄駅 : 近鉄長野線喜志駅下車徒歩２０分

求人番号27120- 8016691 求人番号27120- 7924191 求人番号27120- 7845091

 不 問  不 問
食品会社等衛生に関わる経験者優
遇

190,000円～270,000円 167,000円～207,000円 176,010円～209,970円

49 機械加工（カーテンレール部） 【６／２７面接会求人）】 50 生産スタッフ【６／２７面接会求人】 51 製造部門【６／２７面接会求人】

・プレス機での穴加工  ・ボール盤での
穴・面取加工  ・切断機での切断加工  
※一から丁寧に指導しますので、ご安心く
ださい。

＊生産課に所属。本社工場にて、ステンレス鋼線、異形線の
生産業務のオペレーターをお任せします。 ＊専門知識につ
いては、入社後指導します。＊作業に必要な資格について
も、入社後取得して頂きます。資格取得に必要な費用につい
ては、会社が負担します。  ※ボーナス年間４ヶ月支給（利益
が出れば＋α！） 昨年実績年間８０万円～１００万円 ※残
業手当支給、交代制勤務 ※今年５月で創業１００周年を迎
えます！！ ※夏季、年末年始休暇７～９連休！！

＊食パン・菓子パン等のパン部門から和菓子・洋菓
子を 含めた製造部門でのお仕事です。 各職場には
生地の仕込から成型、焼成、包装等の部門 があり、
職場の状況に応じて、いくつかの部門を担当。 各業
務とも最初は補助的な作業から始め、それぞれの
部門で経験を積み、最終的には専門的な技術や手
法を 習得していただきます。

最寄駅 : 近鉄大阪線堅下駅徒歩８分／ＪＲ大和路線柏原駅徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線道明寺駅下車徒歩１２分 最寄駅 : 近鉄南大阪線河内松原駅下車徒歩２０分

求人番号27120- 7804091 求人番号27120- 7848991 求人番号27120- 7826891

 0時00分～23時59分の間
の8時間程度

株式会社　日中製作所 日新鋼業　株式会社 山崎製パン株式会社　大阪第二工場

就業場所 : 大阪府柏原市 就業場所 : 大阪府柏原市 就業場所 : 大阪府松原市

52 寮の清掃スタッフ【６／２７面接会求人】 53 生産職【６／２７面接会求人】 54 生産職【６／２７面接会求人】

 工場敷地内にある社有寮の 共有スペー
スの清掃業務を 行っていただきます。 
＊浴室、トイレ、廊下 洗濯所等の清掃 
＊ゴミ回収等

■菓子パン等の製造（生地仕込、成型、
焼成、仕上、包装等）を行っていただきま
す。  ◇各業務とも当初は補助的な作業
から始め、それぞれの 部門で専門的な
技術や手法を習得して頂きます。

◎菓子パン等の製造補助  ＊生産ライン
にて、パンの生地の成型、焼成、包装な
ど、 主として、ベルトコンベアでの補助的
な作業をして していただきます。

6月7日受理求人 6月10日受理求人 6月7日受理求人

山崎製パン株式会社　阪南工場 山崎製パン株式会社　阪南工場 山崎製パン株式会社　阪南工場

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

 不 問  不 問  不 問

940円～940円 172,800円～206,130円 940円～940円

6月10日受理求人 6月10日受理求人 6月10日受理求人

最寄駅 : 近鉄南大阪線喜志駅下車徒歩２０分 最寄駅 : 近鉄長野線喜志駅・近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩２０分 最寄駅 : 近鉄長野線喜志駅・近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩２０分

求人番号27120- 7920791 求人番号27120- 7921891 求人番号27120- 7922291

事業所によって受付時間が異なります。最終ページをご確認ください。



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（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:30歳以下 賞与 年2回4.00月分  年齢:18歳以上 賞与 年2回3.00月分  年齢:35歳以下 賞与 年2回2.00月分

勤務時間 (1) 8時30分～17時15分 時間外 勤務時間 (1) 7時00分～15時00分 時間外 勤務時間 (1) 8時00分～17時00分 時間外

10時間 (2)15時00分～23時00分 30時間 1時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 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 115日 年間休日数 93日 年間休日数 105日

資本金 2800万円 従業員数 172人 資本金 5000万円 従業員数 98人 資本金 1000万円 従業員数 45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（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員2人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:不問 賞与 年2回2.00月分  年齢:18歳～39歳 賞与　あり  年齢:18歳～39歳 賞与　あり

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～18時00分 時間外 勤務時間 (1) 8時00分～17時30分 時間外

1時間 (2)20時00分～ 6時00分 40時間 (2)20時00分～ 5時30分 40時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他

年間休日数 105日 年間休日数 134日 年間休日数 125日

資本金 1000万円 従業員数 45人 資本金 35000万円 従業員数 890人 資本金 35000万円 従業員数 890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1人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員2人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:18歳～39歳 賞与　あり  年齢:40歳以下 賞与 年2回2.00月分  年齢:18歳～40歳 賞与 年2回2.00月分

勤務時間 (1) 8時00分～17時30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)21時00分～ 5時30分 時間外
(2)20時00分～ 5時30分 40時間 26時間 26時間

休日 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 125日 年間休日数 100日 年間休日数 100日

資本金 35000万円 従業員数 890人 資本金 3000万円 従業員数 150人 資本金 3000万円 従業員数 150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

55 梅酒の製造に関わる業務【６／２７面接会求人】
56 厚手の再生紙を製造する工場で原料
を仕込むオペレーター

57 紙管製造作業（未経験）【６／２７面接会求人】

175,000円～230,000円 175,950円～210,000円 163,000円～220,000円

チョーヤ梅酒　株式会社 大和板紙　株式会社 山田紙管　株式会社

☆梅酒の製造工程は熟成・ブレンド・瓶詰めで構成され
て おり、先ずはブレンド工程での作業となります。 梅酒
の原酒をブレンドし製品へと仕上げる仕事には高さ ８ｍ
の熟成タンクに上がって行う高所作業や、１０ｋｇ の紙袋
を持ち運んだり、作業の進捗状況や管理において ＰＣ
入力もあります。 将来は熟成、瓶詰め工程に関わること
や、設備の導入 メンテナンスなど幅広く活躍できます。

■主に古紙を原料にして厚手の再生紙を製造、染料等で染
め上げた「色ボール紙」は国内トップシェアを誇ります。工場
で原料を仕込むオペレーターを募集いたします。  ・休憩時間
は法定通り。 ・一週間交代の三交代勤務。 ・深夜労働割増
賃金は法定通り支給。 ※１８歳以上（省令２号深夜業務が含
まれているため） 《モデル賃金（基本給＋諸手当含）》 ２５０，
０００円／月額（入社５年、２３歳の場合） ※【６／２７面接会
求人】

＊紙管（賞状の筒やラップの芯など）の製
造業務です。  ・紙管の結束、梱包の作業
 ・紙管の加工作業  ※未経験の方、歓迎
いたします。 ていねいに指導しますので
安心してご応募下さい

 普免（ＡＴ限定可）  不 問  不 問

求人番号27120- 7846391 求人番号27120- 7889691 求人番号27120- 8027791

6月10日受理求人 6月10日受理求人 6月13日受理求人

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府柏原市 就業場所 : 大阪府藤井寺市

最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩１５分 最寄駅 : ＪＲ大和路線志紀駅下車徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線藤井寺駅下車徒歩１０分

＊紙管（賞状の筒やラップの芯など）の製
造業務です。  ・紙管の結束、梱包の作業
 ・紙管の加工作業 

スリッター／検品課： ラミネートフィルムの断
裁作業、 製品の搬入・搬出業務を行いま
す。 また、ラミネートされたフィルムを 検品
機械を操作して、検査を行い 不良部分の除
去を行います。   ◇未経験者歓迎。丁寧に
指導します。

印刷課：お客様より依頼があった色を作成し フィル
ムへ転写させるフィルムの準備や 印刷する柄のセッ
ト替えや、インクの準備 出来上がった製品を次工程
へ送る準備を行う。  ◇未経験者歓迎。丁寧に指導
します。  ＊資格取得制度あり。  ＊給与実績例（高
卒）入社２年目４００万円 （大卒）入社４年目４５０万
円

製造経験者  不 問  不 問

58 紙管製造作業（経験者）【６／２７面接会求人】 59 スリッター／検品オペレーター【６／２７面接会求人）】 60 印刷オペレーター【６／２７面接会求人）】

就業場所 : 大阪府藤井寺市 就業場所 : 大阪府柏原市 就業場所 : 大阪府柏原市

最寄駅 : 近鉄南大阪線藤井寺駅下車徒歩１０分 最寄駅 : 近鉄大阪線・南大阪線河内国分・道明寺駅下車徒歩２０分 最寄駅 : 近鉄大阪線・南大阪線河内国分・道明寺駅下車徒歩２０分

200,000円～260,000円 178,000円～233,000円 198,000円～296,000円

山田紙管　株式会社 株式会社　メイワパックス 株式会社　メイワパックス

61 ラミネートオペレーター【６／２７面接会求人）】 62 印刷物加工・製本スタッフ【６／２７面接会求人】 63 印刷物加工・製本スタッフ（夜勤）【６／２７面接会求人】

求人番号27120- 8028891 求人番号27120- 7808491 求人番号27120- 7813391

6月13日受理求人 6月7日受理求人 6月7日受理求人

183,000円～248,000円 160,000円～180,000円 160,000円～180,000円

株式会社　メイワパックス 旭紙工　株式会社 旭紙工　株式会社

ラミネート課：スーパーやコンビニで見かける袋は
フィルムを何層にも貼り合わせてい ます。 その、貼
り合わせの部署となり、 フィルムの脱着、接着剤の
準備、 ロール交換等を行ないます。  ◇未経験者歓
迎。丁寧に指導します。 ＊資格取得制度あり。 ＊給
与実績例（高卒）入社２年目３７０万円 （大卒）入社３
年目４３０万円

■カレンダーの製本数では日本一の企業です  ＊カ
レンダー、カタログ等各製造部門に配属 ＊機械を使
用しての製本作業、機械調整 ＊各印刷加工物の段
ボール詰、パレットへの段ボール手積み  ※最新の
設備で安全でカンタンな作業です。  ※未経験の方、
歓迎します。 ほとんどの方が未経験からのスタート
です。ていねいに １から指導しますので安心してご
応募頂けます。

■カレンダーの製本数では日本一の企業です  ＊カ
レンダー、カタログ等各製造部門に配属 ＊機械を使
用しての製本作業、機械調整 ＊各印刷加工物の段
ボール詰、パレットへの段ボール手積み  ※最新の
設備で安全でカンタンな作業です。  ※未経験の方、
歓迎します。 ほとんどの方が未経験からのスタート
です。ていねいに １から指導しますので安心してご
応募頂けます。

 不 問  不 問  不 問

求人番号27120- 7814691 求人番号27120- 7860191 求人番号27120- 7865491

6月7日受理求人 6月10日受理求人 6月10日受理求人

就業場所 : 大阪府柏原市 就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府松原市

最寄駅 : 近鉄大阪線・南大阪線河内国分・道明寺駅下車徒歩２０分 最寄駅 : 大阪市営バス『三宅中バス停』下車徒歩２分 最寄駅 : 大阪市営バス『三宅中バス停』下車徒歩２分



資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 時給 月額(時給)

パート労働者2人募集 交通費 実費（上限なし） パート労働者2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員以外3人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:不問 賞与　あり  年齢:18歳以上 賞与　あり  年齢:不問 賞与　年5万円～18万円

勤務時間 (1) 9時00分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)21時00分～ 5時30分 時間外 勤務時間 (1) 8時00分～16時30分 時間外

5時間 5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 日他 週休２日制 その他

週所定労働日数 週5日程度 週所定労働日数 週2～3日程度 年間休日数 108日

資本金 3000万円 従業員数 150人 資本金 3000万円 従業員数 150人 資本金 8000万円 従業員数 66人

現在の応募者数1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3人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員以外2人募集 交通費 実費（上限あり） 正社員以外5人募集 交通費 実費（上限なし）

 年齢:18歳～35歳賞与 年2回3.30月分40万円～100万円  年齢:不問 賞与 年2回3.00月分  年齢:59歳以下 賞与　年6万円～12万円

勤務時間 (1) 8時00分～16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
(2)15時30分～23時00分 20時間 25時間 20時間

休日 日他 週休２日制 その他 休日 日他 週休２日制 その他 休日 土日他 週休２日制 毎　週

年間休日数 108日 年間休日数 106日 年間休日数 123日

資本金 8000万円 従業員数 66人 資本金 3200万円 従業員数 47人 資本金 5000万円 従業員数 2,808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1人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月額(時給) 時給

正社員以外2人募集 交通費 実費（上限あり） 正社員以外1人募集 交通費 実費（上限あり） パート労働者3人募集 交通費 なし

 年齢:不問 賞与 年2回3.00月分  年齢:不問 賞与　あり  年齢:不問 賞与 なし

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～16時50分 時間外 勤務時間 時間外

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

年間休日数 106日 年間休日数 117日 週所定労働日数 週2～5日程度

資本金 3200万円 従業員数 47人 資本金 4800万円 従業員数 130人 資本金 6000万円 従業員数 350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

 不 問  不 問  （フォークリフト運転技能者優遇）

1,000円～1,000円 1,000円～1,000円 173,250円～189,750円

64 印刷物加工・製本スタッフ【６／２７面接会求人】 65 印刷物加工・製本スタッフ（夜勤）【６／２７面接会求人】 66 製造オペレーター【６／２７面接会求人】

■カレンダーの製本数では日本一の企業です  ＊カ
レンダー、カタログ等各製造部門に配属 ＊機械を使
用しての製本作業、機械調整 ＊各印刷加工物の段
ボール詰、パレットへの段ボール手積み  ※最新の
設備で安全でカンタンな作業です。  ※未経験の方、
歓迎します。 ほとんどの方が未経験からのスタート
です。ていねいに １から指導しますので安心してご
応募頂けます。

■カレンダーの製本数では日本一の企業です  ＊カ
レンダー、カタログ等各製造部門に配属 ＊機械を使
用しての製本作業、機械調整 ＊各印刷加工物の段
ボール詰、パレットへの段ボール手積み  ※最新の
設備で安全でカンタンな作業です。  ※未経験の方、
歓迎します。 ほとんどの方が未経験からのスタート
です。ていねいに １から指導しますので安心してご
応募頂けます。

■プラスチック製品の製造オペレーター  大型テーマ
パーク等で使用されます大型のゴミ箱や 農家等の
貯水タンク、広告、看板などのポリエチレン 樹脂板
等、日常見かける各種樹脂製品を製造しています。 
※未経験の方、もちろん歓迎いたします！ 仕事の手
順や機器の名称・使用法等、１から ていねいに指導
しますので安心してご応募下さい

最寄駅 : 大阪市営バス『三宅中バス停』下車徒歩２分 最寄駅 : 大阪市営バス『三宅中バス停』下車徒歩２分 最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩１５分

求人番号27120- 7866791 求人番号27120- 7867891 求人番号27120- 7877591

旭紙工　株式会社 旭紙工　株式会社 モリマーサム樹脂工業　株式会社

就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

67 製造オペレーター【正社員】【６／２７面接会求人】 68 自動化・省力化設備の組立及び保守・メンテナンス業務 69 検査スタッフ【６／２７面接会求人】

・プラスチック製品の製造オペレーター  大型テーマ
パーク等で使用されます大型のゴミ箱や 農家等の
貯水タンク、広告、看板などのポリエチレン 樹脂板
等、日常見かける各種樹脂製品を製造しています。 
＊未経験者の方はもちろん歓迎いたします 仕事の
手順や機器の名称、使用法等１から ていねいに指
導しますので安心して応募下さい

■組立課にて、図面を見ながら自動化、省力化設備
（搬送装置、洗浄機、研磨機）を組立動作調整業務 を
行っていただきます。  ＊設備完了後、客先にて据付動
作確認書工事を 行います。（海外出張も一部あり）  ＊
納品した設備の修理、出張メンテナンス業務 ※組立図
面、部品図面、油圧、空圧回路図面読める方優遇 ※も
の作りの楽しさ発見しませんか、随時見学可能です。
【６／２７面接会求人】

■業務拡大のためスタッフ大募集！  社用車でお客様
の工場等に移動しての作業が中心となります  ・自動車
部品の小物製品の検査、選別作業です。 ・細かいキズ
やサビ、汚れ等を選別する作業です。 ・作業はチェック
業務中心になりますので、未経験の方 でも直ぐに慣れ
ていただけます。 ・一から丁寧に指導しますので、安心
してご応募ください。  ＊ハローワークの紹介状が必要で
す。

6月10日受理求人 6月10日受理求人 6月10日受理求人

モリマーサム樹脂工業　株式会社 株式会社　カンダ 株式会社　グリーンテック　大阪松原営業所

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府松原市

 フォ－クリフト運転技能者優遇  普免（ＡＴ限定可）  普免（ＡＴ限定可）

190,000円～220,000円 180,000円～420,000円 162,000円～254,340円

6月10日受理求人 6月13日受理求人 6月7日受理求人

最寄駅 : 近鉄南大阪線古市駅下車徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄南大阪線河内天美駅下車徒歩２２分

求人番号27120- 7887091 求人番号27120- 8019791 求人番号27120- 7837191

経験者優遇  フォークリフト講習修了  不 問

180,000円～420,000円 154,912円～173,040円 1,000円～1,200円

70 自動化・省力化設備の電気設計及び配線・制御業務【面接会】 71 荷出し・荷受け【６／２７面接会求人）】 72 仕分け作業員【６／２７面接会求人】

・自動化・省力化設備（組立機、搬送機、洗
浄機等）の電気設計  ・制御盤の設計及び
盤内配線、機械外部配線  ・ＰＬＣ、ＰＣによ
る装置制御  ※電気回路図、ラダー図が読
める方優遇 ＊もの作りの楽しさを発見しま
せんか、随時見学可能です。

＊出荷伝票により商品棚よりピッキング
し、段ボール箱に 詰め、所定の位置まで
フォークリフトにより移動する。  ＊商品
（部品）入荷時にトラックより商品を降ろ
し、所定の 棚に入庫する。

＊ホーム上での荷物の仕分け作業 （ハン
ディターミナルを使って仕分けします。） 
＊週２日から勤務可能です。（応相談）

最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩８分 最寄駅 : 近鉄大阪線堅下駅徒歩８分、ＪＲ大和路線柏原駅徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線恵我ノ荘駅下車徒歩１５分

求人番号27120- 8018491 求人番号27120- 7807991 求人番号27120- 7861091

14時00分～21時00分の
間の3時間以上

株式会社　カンダ 株式会社　日中製作所 株式会社　豊興

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府柏原市 就業場所 : 大阪府松原市

6月13日受理求人 6月7日受理求人 6月10日受理求人

事業所によって受付時間が異なります。最終ページをご確認ください。



資格・経験 資格・経験 資格・経験

月額(時給) 月給 月給

正社員以外1人募集 交通費 なし 正社員2人募集 交通費 実費（上限なし） 正社員2人募集 交通費 実費（上限あり）

 年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与　年～52万円  年齢:62歳以下 賞与 年2回2.00月分

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～17時45分 時間外 勤務時間 (1) 8時00分～16時20分 時間外

20時間 (2) 8時00分～16時45分 10時間 5時間
休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 日他 週休２日制 その他

年間休日数 126日 年間休日数 102日 年間休日数 88日

資本金 6000万円 従業員数 233人 資本金 6000万円 従業員数 235人 資本金 3200万円 従業員数 118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 時給 時給

正社員10人募集 交通費 実費（上限なし） パート労働者1人募集 交通費 実費（上限なし） パート労働者1人募集 交通費 実費（上限あり）

 年齢:18歳～59歳 賞与　あり  年齢:不問 賞与　年5万円～15万円  年齢:不問 賞与 なし

勤務時間 (1) 3時00分～12時00分 時間外 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～15時00分 時間外

45時間 (2) 9時00分～17時00分 (2) 9時00分～16時00分 10時間
休日 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 116日 週所定労働日数 週3～5日程度 週所定労働日数 週5日程度

資本金 1101414万円 従業員数 17,869人 資本金 1000万円 従業員数 45人 資本金 4800万円 従業員数 130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1人募集 交通費 実費（上限あり） パート労働者3人募集 交通費 実費（上限あり） パート労働者2人募集 交通費 実費（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 なし

勤務時間 (1) 7時00分～10時00分 時間外 勤務時間 (1) 6時30分～ 9時30分 時間外 勤務時間 (1) 7時00分～10時00分 時間外

休日 火他 週休２日制 毎　週 休日 月他 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2～3日程度 週所定労働日数 週4～5日程度 週所定労働日数 週5日程度

資本金 1000万円 従業員数 498人 資本金 1000万円 従業員数 498人 資本金 1000万円 従業員数 498人

現在の応募者数1人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

■お客様の大切な入出荷業務 ＊荷下し＊ピッキン
グ＊梱包  ■取り扱う商品（業務用衛生用品が主）
＊石鹸＊洗剤＊アルコール消毒液等  ★入社したら
すぐにお任せするのではなく不安なく 自信を持って
お仕事ができるように、商品の取り 扱いや入出荷の
手順などを、しっかりお教えいた しますので、物流業
界初心者の方や未経験者の方 でも安心してご応募
ください！！

＊お客様からいただいたオーダーに沿って商品を ピッキン
グ・ピッキングされた商品のチェック 商品を出荷するための
梱包などの軽作業が主なお仕事です  ＊慣れてきましたら、
在庫のチェックや在庫の配列 など、倉庫の管理もお任せし
ていきたいと思います。 ＊新・旧在庫の保管や入れ替え、新
商品の入荷など徐々 に仕事を覚えてステップアップしていき
ましょう！ ＊商品の取扱いや、入出荷の手順など、しっかり
お教えい たしますので、未経験者の方も大歓迎！！

＊主に大阪府下の医療機関や高齢者福
祉施設などに寝具類を 納品及び引取り
するお仕事です。  ・２ｔトラックが中心で
す。

 ※フォークリフト免許所持者歓迎しま
す。

 ※フォークリフト免許をお持ちの方優
遇します。

 準中型自動車免許または 平成２９年３月１１日以前
に取得の普免可 （ＡＴ限定不可）

73 倉庫作業員（松原倉庫）【６／２７面接会求人】 74 倉庫管理・倉庫内軽作業（別所倉庫）【６／２７面接会求人】 75 配送【６／２７面接会求人】

就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府羽曳野市

最寄駅 : 近鉄南大阪線恵我ノ荘駅下車徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線恵我ノ荘駅下車徒歩３０分 最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩１０分

165,000円～180,000円 210,180円～228,180円 165,000円～250,000円

株式会社　豊興 株式会社　豊興 三栄基準寝具　株式会社

76 ルート配送ドライバー３ｔセールスドライバー（面接会求人） 77 検品・梱包【６／２７面接会求人】 78 出荷梱包作業員【６／２７面接会求人）】

求人番号27120- 7862391 求人番号27120- 7864991 求人番号27120- 7972891

6月10日受理求人 6月10日受理求人 6月11日受理求人

176,010円～209,970円 936円～1,000円 940円～940円

山崎製パン株式会社　大阪第二工場 山田紙管　株式会社 株式会社　日中製作所

食パン・菓子パン・和洋菓子・調理パン・米飯等を量販店
や、コンビニなどへ出荷（お届け）する仕事。 ドライバー
未経験者の方でも安心して働けるよる、定期的に 危険
予知トレーニングや安全講習を実施。 ドライブレコー
ダーや運行管理システムで効率的な運行とと もに、ドラ
イバーの安全を見守ります。また、先輩の運転するトラッ
クに同乗し、コースや仕事内容を覚えられるサポート体
制が大変充実しています！

＊紙製のパッケージを製造します。  ＊簡
単な機械で加工して、手加工で組み立て
をします。  ＊最終検品して梱包します。  


＊商品の出荷作業 ・部品や商品を手配
書リストに基づきピッキング  ・出荷品の
梱包作業  ・出荷作業はパート社員が中
心に活躍されています。  ・出荷事務 手
配書リストの処理等

 準中型自動車運転免許・中型自動車
運転免許

 不 問 【※経験者優遇】

求人番号27120- 7829191 求人番号27120- 8026491 求人番号27120- 7805391

6月7日受理求人 6月13日受理求人 6月7日受理求人

就業場所 : 大阪府松原市 就業場所 : 大阪府藤井寺市 就業場所 : 大阪府柏原市

最寄駅 : 近鉄南大阪線河内松原駅下車徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線藤井寺駅下車徒歩１０分 最寄駅 : 近鉄大阪線堅下駅徒歩８分・ＪＲ大和路線柏原駅徒歩１５分

※日常清掃  ＊体育館の清掃主に剣道場、
柔道場、貸会議室 ＊ロビー及び休憩室イ
ス、机等拭き掃除 ＊トイレ清掃（男・女、多
目的）など  ＊未経験者大歓迎！！ 入社
後、清掃の研修を行い、丁寧にベテランス
タッフが指導しますので初心者の方でも安
心してご応募ください。

＊日常清掃業務 ・各教室、研修室、ウェルネスコー
ナー、スタジオ ・事務室 ・トイレ、シャワールーム等
・外周のゴミ拾い  ＊未経験者大歓迎！！丁寧にベ
テランスタッフが研修しますので安心してご応募くだ
さい。 ＊清掃以外の部門でも当社のスタッフが多数
働いています 経験豊富な先輩たちがフォローします
ので、安心してご 応募くだい。

＊市役所の日常清掃業務  ※廊下・階段・ト
イレ・室内・玄関周り等の清掃    ＊複数名
で作業しますので、わからないことは先輩が
丁寧に 教えてくれます。  ＊未経験者大歓
迎！！ 丁寧に指導しますので安心してご応
募ください。

 不 問  不 問  不 問

79 清掃（藤井寺市）【６／２７面接会求人】 80 清掃（八尾市かがやき）【６／２７面接会求人】 81 清掃（富田林市）【６／２７面接会求人】

就業場所 : 大阪府藤井寺市 就業場所 : 大阪府八尾市 就業場所 : 大阪府富田林市

最寄駅 : 近鉄南大阪線土師ノ里駅下車徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄大阪線八尾駅下車徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄長野線富田林西口駅下車徒歩３分

936円～936円 936円～936円 936円～936円

株式会社　アスウェル 株式会社　アスウェル 株式会社　アスウェル

求人番号27120- 7978691 求人番号27120- 7979991 求人番号27120- 7981291

6月11日受理求人 6月11日受理求人 6月11日受理求人



資格・経験 資格・経験 資格・経験

時給 月額(時給) 月給

パート労働者2人募集 交通費 なし 正社員以外2人募集 交通費 実費（上限あり） 正社員5人募集 交通費 実費（上限なし）
 年齢:不問 賞与 なし  年齢:不問 賞与 年2回2.00月分  年齢:18歳～59歳 賞与　あり

勤務時間 (1)10時00分～15時00分 時間外 勤務時間 (1) 8時00分～16時20分 時間外 勤務時間 (1)20時00分～ 5時00分 時間外
(2)11時00分～16時00分 5時間 30時間

休日 日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日他 週休２日制 その他 休日 他 週休２日制 その他

週所定労働日数 週3～4日程度 年間休日数 88日 年間休日数 116日

資本金 1000万円 従業員数 498人 資本金 3200万円 従業員数 117人 資本金 1101414万円 従業員数 17,869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 月額(時給) 時給

パート労働者3人募集 交通費 実費（上限あり） 正社員以外2人募集 交通費 実費（上限あり） パート労働者3人募集 交通費 実費（上限あり）

 年齢:不問 賞与　年2回  年齢:不問 賞与 年2回2.00月分  年齢:不問 賞与　あり

勤務時間 (1) 8時00分～16時20分 時間外 勤務時間 (1) 8時00分～16時20分 時間外 勤務時間 (1) 9時00分～17時00分 時間外
(2) 8時00分～12時00分 5時間 (2) 8時30分～17時00分 5時間

休日 日他 週休２日制 その他 休日 日他 週休２日制 その他 休日 土日祝他 週休２日制 その他

週所定労働日数 週5～6日程度 年間休日数 88日 週所定労働日数 週5日程度

資本金 3200万円 従業員数 117人 資本金 3200万円 従業員数 117人 資本金 8100万円 従業員数 324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1人

資格・経験

時給

パート労働者1人募集 交通費 実費（上限あり）

 年齢:不問 賞与 年2回1.50月分

勤務時間 (1) 8時30分～12時30分 時間外

5時間
休日 日祝他 週休２日制 その他

週所定労働日数 週5～6日

資本金 3200万円 従業員数 119人

現在の応募者数0人

82 清掃（住吉区内の学校）【６／２７面接会求人】
83 工場内軽作業（ハンガー作業等）【６／
２７面接会求人】

84 製品の仕分け（製品管理）【６／２７面接会求人】

○学校内の日常清掃 ＜共用部の清掃＞
＊男性・女性トイレ清掃 ＊廊下・階段の拭
き掃除 ＊教室・職員室の清掃 ＊備品の管
理・補充 ＊外周清掃等  ※未経験者大歓
迎！！丁寧にベテランスタッフが指導します
ので安心してご応募ください。

・白衣やズボンをハンガーにかける作業 
・シーツや包布、枕カバーをたたんだり、
ロールに 通す作業など   ＊現在女性の
多い職場です。  ※６０歳以上応募可※

製品の仕分けと出荷前最終チェック。食パン、菓子パン 和菓
子、洋菓子など当社製品の出荷作業。 品質、数量確認と注
文数ごとの仕分けをお任せします！ 仕事の流れは、 １．製
品のバーコードをスキャン ２．配分作業 ３．配送トラックへ積
み込みです。 未経験者でも安心！充実研修とＯＪＴがありま
す。 入社後は、商品のこと、製造工程のこと、イチから丁寧
に指導しますので安心して業務に取り組むことができます。

株式会社　アスウェル 三栄基準寝具　株式会社 山崎製パン株式会社　大阪第二工場

就業場所 : 住吉区 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府松原市

 不 問  不 問  不 問

945円～957円 171,004円～174,643円 176,010円～209,970円

6月11日受理求人 6月11日受理求人 6月7日受理求人

最寄駅 : ＪＲ阪和線長居駅下車徒歩５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅下車徒歩１０分 最寄駅 : 近鉄南大阪線河内松原駅下車徒歩２０分

求人番号27120- 7982591 求人番号27120- 7973291 求人番号27120- 7825791

 不 問  不 問  不 問

940円～960円 171,004円～174,643円 970円～970円

85 工場内軽作業（たたみ作業等）【６／２７面接会求人】 86 工場内軽作業（選別作業等）【６／２７面接会求人】 87 電線製造補助【６／２７面接会求人】

＊クリーニング作業。  ・タオルをたたんだ
り、枕カバーやシーツをロールに  通す
係、白衣やズボンをハンガーにかける係
など。  ＊＊現在女性が多い部門です。
＊＊   ※６０歳以上応募可※

■クリーニング作業 ・選別作業（リネン類
等、仕分け作業）等  ・リネン類を洗う仕事
全般等  ＊＊現在男性の多い部門です＊
＊  ※６０歳以上の方もご応募いただけま
す。

同軸ケーブルなどの電線の製造補助・細い材料を用
いて機械で電線に網目状の加工を行い ます。  ◇Ｔ
Ｖアンテナ、防犯カメラ、インターホンなどの 身近なと
ころで使用する電線等の製造です。 （事業所情報に
製品例の写真あり）  ◆未経験の方でも一から丁寧
に教えます。 現在、女性が多く従事しています。

最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅徒歩１０分・古市駅徒歩１５分 最寄駅 : 近鉄南大阪線駒ヶ谷駅徒歩１０分・古市駅徒歩１５分 最寄駅 : ＪＲ大和路線柏原駅／近鉄大阪線法善寺駅下車徒歩１７分

求人番号27120- 7966191 求人番号27120- 7970491 求人番号27120- 7855691

三栄基準寝具　株式会社 三栄基準寝具　株式会社 富士電線工業　株式会社

就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府羽曳野市 就業場所 : 大阪府柏原市

88 寝具類管理【６／２７面接会求人】

＊寝具類管理 ・病院内での、寝具類の納入、回収
等 ★事業内容★ 寝具類、白衣・ユニフォーム等、
カーテン・ブラインド等のリース及び販売。 ☆会社の
特長☆ 福祉施設や医療機関内、消防署や役所など
に清潔で衛生的な寝具類を中心にリースしていま
す。老人関係施設が増え、安定した企業です。優良
申告法人として表敬を受けています。

6月11日受理求人 6月11日受理求人 6月10日受理求人

三栄基準寝具　株式会社

就業場所 : 大阪府堺市北区

 不 問

940円～960円

6月11日受理求人

最寄駅 : ＪＲ阪和線堺市駅下車徒歩１５分

求人番号27120- 7965591

事業所によって受付時間が異なります。最終ページをご確認ください。



【　１部　】13：00～14：30（14：00受付終了）

企業名 就業場所 職種 求人番号 雇用形態 年齢 職種 求人番号 雇用形態 年齢 職種 求人番号 雇用形態 年齢

㈱日中製作所 柏原市 機械加工 27120-7804091 正社員
～４０

歳
荷出し・荷受け 27120-7807991 パート 不問 出荷梱包作業員 27120-7805391 パート 不問

日本パラピン紙工業㈱ 柏原市 仕入れ業務 27120-7964291 正社員 不問

㈱メイワパックス 柏原市 ラミネートオペレーター 27120-7814691 正社員
18～

39歳
印刷オペレーター 27120-7813391 正社員

１８～

３９歳

スリッター／検品オペ
レーター

27120-7808491 正社員
１８～

３９歳

総務事務（人事労務） 27120-7983191 契約社員 不問 営業（総合ビル管理） 27120-7971791 契約社員 不問 （請）清掃（住吉区） 27120-7982591 パート 不問

（請）清掃（富田林市） 27120-7981291 パート 不問 デザイン制作業務 27120-7980891 パート 不問 （請）清掃（八尾市） 27120-7979991 パート 不問

（請）清掃（藤井寺市） 27120-7978691 パート 不問 （請）図書館スタッフ 27120-7977391 パート 不問 （請）受付案内（八尾市） 27120-7974591 パート 不問

配送 27120-7972891 正社員
～６２

歳
営業職 27120-7969691 正社員

～６２

歳

工場内軽作業（ハンガー
作業等）

27120-7973291 契約社員 不問

工場内軽作業（選別作
業等）

27120-7970491 契約社員 不問
工場内軽作業（たたみ作
業等）

27120-7966191 パート 不問 寝具類管理（堺市北区） 27120-7965591 パート 不問

看護師 27120-7962791 正社員
１８～

５９歳
准看護師 27120-7960991 正社員

１８～

５９歳
ケアワーカー 27120-7963891 正社員

１８～

５９歳

ケアワーカー 27120-7946791 正社員
～５９

歳

介護福祉士（通所リハビ

リ）
27120-7944991 正社員

～５９

歳
介護福祉士 27120-7947891 正社員

１８～

５９歳

サービス提供責任者 27120-7949591 正社員
～５９

歳
事務員 27120-7942391 正社員 不問 言語聴覚士 27120-7941091 正社員

～５９

歳

相談員 27120-7937491 正社員 不問 ケアワーカー 27120-7943691 パート 不問 ホームヘルパー 27120-7948291 パート 不問

サービス提供責任者 27120-7950391 パート 不問

コーマ㈱ 松原市 生産技術職 27120-7913791 正社員
～３０

歳
営業 27120-7911991 正社員

～３５

歳

㈱丸末 松原市
総合職（大学等新卒及

び既卒３年以内）
27120-27698 正社員

大和鋼業㈱
松原市

富田林市

工場生産技術者（富田
林工場）

27120-7845091 正社員 不問
鉄鋼加工技術者（松原
工場）

27120-7843591 正社員 不問 営業事務職 27120-7842291 正社員
～４０

歳

㈱浜田 松原市 営業・サービス業務 27120-7815991 正社員
～５９

歳
一般事務 27120-7821391 正社員

～５９

歳

山崎製パン㈱大阪第二

工場
松原市 ルート配送ドライバー 27120-7829191 正社員

１８～

５９歳
製造部門 27120-7826891 正社員

１８～

５９歳

製品の仕分け（製品管

理）
27120-7825791 正社員

１８～

５９歳

（学）天美学園近鉄自動
車学校

松原市
自動車学校教習指導員
研修生

27120-7836591 正社員
～３５

歳

㈱グリーンテック大阪松
原営業所

松原市 検査スタッフ 27120-7837191 準社員
～５９

歳

税理士法人　ＫＴＮ 藤井寺市 会計事務員 27120-7956291 パート 不問

事務（紙管受注管理） 27120-8029291 正社員
～４５

歳
紙管製造作業（未経験） 27120-8027791 正社員

～３５

歳
紙管製造作業（経験者） 27120-8028891 製紙案 不問

検品・梱包 27120-8026491 パート 不問

【　２部　】15：00～16：30（16：00受付終了）

企業名 就業場所 職種 求人番号 雇用形態 年齢 職種 求人番号 雇用形態 年齢 職種 求人番号 雇用形態 年齢

富士電線工業㈱ 柏原市 電線製造補助 27120-7855691 パート 不問

大和板紙㈱ 柏原市
厚手の再生紙を製造する工場で原

料を仕込むオペレーター 27120-7889691 正社員
１８歳

以上

日新鋼業㈱ 柏原市 営業事務 27120-7849491 正社員
～４５

歳
人事労務 27120-7850291 正社員

～３５

歳
生産スタッフ 27120-7848991 正社員

１８～

４５歳

モリマーサム樹脂工業

㈱
羽曳野市 製造オペレーター 27120-7887091 正社員

１８～

３５歳
製造オペレーター 27120-7877591 準社員 不問

山崎製パン㈱阪南工場 羽曳野市 生産職 27120-7921891 正社員
１８～

５９歳
生産職 27120-7922291 パート 不問 寮の清掃スタッフ 27120-7920791 パート 不問

自動化・省力化設備の
設計業務

27120-8017991 正社員
～４０

歳
機械加工技術者 27120-8016691

正社員以

外
不問

自動化・省力化設備の電気設計及び

配線・制御業務 27120-8008491
正社員以

外
不問

自動化・省力化設備の組立及び保

守・メンテナンス業務 27120-8019791
正社員以

外
不問

（社）大阪聴覚障害者福
祉会　あすくの里

羽曳野市 介護職員（特養） 27120-7931591 正社員
１８～

４５歳

介護職員（デイサービ
ス）

27120-7932191 パート 不問 事務職員 27120-7935691 パート 不問

チョーヤ梅酒㈱ 羽曳野市
梅酒の製造に関わる業
務

27120-7846391 正社員
～３０

歳

阪本織布㈱（デイサービ
スぶどうの家）

羽曳野市 介護職（常勤） 2720-8031391 正社員
１８歳

以上
介護職（日勤+夜勤） 27120-8034491 パート

１８歳

以上
介護職（日勤） 27120-8033991 パート 不問

介護職（夜勤） 27120-8032691 パート
１８歳

以上
ケアマネジャー 27120-8035791 パート 不問 看護職 27120-8030091 パート 不問

㈱ＴＡＣＴ 松原市
インテリアスタイリストア

シスタント
27120-7879091 正社員

～３０

歳

松原市 営業職 27120-7859891 正社員
～３５

歳

倉庫管理・倉庫内軽作
業（別所倉庫）

27120-7864991 正社員 不問 倉庫作業員（松原倉庫） 27120-7862391 契約社員 不問

松原市 仕訳作業員 27120-7861091 パート 不問

㈱宇治森徳 松原市 営業（ルート） 27120-8022091 正社員 不問

松原市
印刷物加工・製本スタッ
フ

27120-7860191 正社員
～４０

歳

印刷物加工・製本スタッ
フ（夜勤）

27120-7865491 正社員
１８～

４０歳

印刷物加工・製本スタッ
フ

27120-7866791 パート 不問

印刷物加工・製本スタッ

フ（夜勤）
27120-7867891 パート

１８歳

以上

泉本精工㈱ 松原市 工場事務 27120-7923591 正社員
～５９

歳
加工、包装 27120-7924191 正社員

１８～

５９歳

㈱豊興

旭紙工㈱

【2019年6月13日現在】
参加企業・求人内容は随時更新します。ハローワーク藤井寺ホームページからご確認ください。

ジョブ・マッチング・フェアin柏原　合同就職説明会  参加事業所一覧　【2019年6月27日（木）会場：アゼリア柏原】

（学）医仁会 羽曳野市

三栄基準寝具㈱
羽曳野

市・堺市

北区

㈱アスウェル
羽曳野市

他

藤井寺市山田紙管㈱

㈱カンダ 羽曳野市

ハローワーク藤井寺


