
職種 就業場所 求人数 雇用形態 年齢 必要な経験等 必要な免許・資格 求人番号

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

天王寺区 1 正社員 64歳以下 不問
介護支援専門員

（ケアマネージャー）
27010-74967381

医療事務（上六薬局） 天王寺区 2 正社員 34歳以下 不問
普通自動車免許

（ＡＴ限定可）
27010-74970781

一般事務（天王寺店） 天王寺区 1 正社員 不問 不問 不問 27010-74971881

営業職
（福祉用具専門相談員）

天王寺区 2 正社員 34歳以下 不問
普通自動車免許

（ＡＴ限定可）
27010-74972281

モニタリング
（介護機器の使用状況調査）

天王寺区 2 パート 不問
・パソコン操作ができること
・自転車に乗れること

不問 27010-74974081

システム開発及びデータ管理 中央区 1 パート 不問
エクセル・ＶＢＡ・ＳＱＬ・ＨＴＭ
Ｌ・
 ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ　等必須

不問 27010-74975381

事務職 天王寺区 2 正社員 35歳以下
エクセル・ワード・メールの

基本操作
不問 27010-74956281

法人営業職
（業務用冷設機器販売）

天王寺区 1 正社員 44歳以下 不問
普通自動車免許

（ＡＴ限定可）
27010-74957181

採用担当
（新卒・中途採用担当）

天王寺区 1 正社員 39歳以下 不問
普通自動車免許

（ＡＴ限定可）
27010-74958081

部品センター作業員 都島区 1 正社員 39歳以下 不問 不問 27010-74959381

営業職
（業務用冷凍冷蔵庫）

天王寺区 1 正社員 44歳以下 不問
普通自動車免許

（ＡＴ限定可）
27010-74960581

介護員 天王寺区 1 正社員 18～59歳 不問 不問 27010-74961481

機能訓練指導員 天王寺区 1 パート 不問 不問
理学療法士・作業療法士・

柔道整復師のいずれか必須 27010-74962781

デイサービス介護員 天王寺区 2 パート 不問 不問 不問 27010-74963881

事務員 天王寺区 1 パート 不問 不問 不問 27010-74965181

介護員 天王寺区 1 正社員以外 不問 不問 不問 27010-74966081

看護師 天王寺区 3 正社員 59歳以下 不問 看護師 27010-74941381

看護補助者 天王寺区 4 正社員 18～59歳 介護の実務経験
ヘルパー2級もしくは

介護職員初任者研修修了者 27010-74944581

事務職員 天王寺区 1 正社員 不問
パソコン操作

（ワード・エクセル等）
普通自動車免許 27010-74946781

事務職員 天王寺区 1 パート 不問 不問 不問 27010-74950681

警備員（交通誘導員） 浪速区 1 正社員以外 18歳以上 不問 不問 27010-75044981

警備員（交通誘導員） 港区 1 正社員以外 18歳以上 不問 不問 27010-75045581

警備員（交通、施設、雑踏） 天王寺区 30 正社員以外 18歳以上 不問 不問 27010-75047781

警備員（交通誘導員） 阿倍野区 1 正社員以外 18歳以上 不問 不問 27010-75052981

警備員（交通誘導員） 平野区 2 正社員以外 18歳以上 不問 不問 27010-75053581

警備員（交通誘導員） 西区 1 正社員以外 18歳以上 不問 不問 27010-75055781

クリーンクルー 中央区 1 契約社員 不問 不問 不問 27030-41790881

地下鉄駅構内清掃 西区ほか 2 契約社員 不問 不問 不問 27030-41791281

地下鉄駅構内清掃責任者 中央区 1 契約社員 不問 不問 不問 27030-41792181

保管・荷役スタッフ 生野区 3 契約社員 不問
インターネット検索と情報収集
のできる方

不問 27010-75042381

保管・荷役スタッフ 住之江区 2 契約社員 不問 ワード・エクセル使用できる方 フォークリフト免許 27040-31563981

保管・荷役スタッフ 住之江区 3 契約社員 不問 不問 不問 27040-31562681

保管・荷役スタッフ 堺市東区 1 契約社員 不問
インターネット検索と情報収集
のできる方

不問 27080-29665281

ハローワーク大阪東就職面接会in天王寺区　参加企業・求人一覧

事業所名

ハローワークコーナー併設 お仕事探しの進め方、求人票の見方、 

応募書類の書き方、面接対策など、 

お仕事探しに関することについて 

お気軽にご相談ください。 

 「もっと元気に もっと笑顔に きっと感動」 

 を企業理念として掲げています。 

 社員が当社でずっと働きたいと思える 

 ような企業を目指しています。 

 ご利用されるすべての方々に安全に 

 安心して利用していただき、楽しく利 

 用できることを実感していただける 

 「温もりのある施設」を目指しています。 

 業務用冷熱機器メーカーで業界の 

 リーディングカンパニー。 

 東証一部上場、創業６０年、無借金 

 経営の安定企業です。 

 聖徳太子のご聖旨による四ヶ院制度の

うち、施薬院・療病院の偉業を継承した由

緒ある社会福祉病院です。 

 昭和３５年創業以来、大阪府、大阪市並び 

 に建設局等施設のメンテナンス及び大阪 

 メトロの駅舎車輌の清掃、広告取替等の 

 指定業者して業績は順調に推移し、安定 

 している企業です。 

 「安全」「安心」「顧客満足」をモットーに 

 誠意あるサービスで大手ゼネコン等、 

 多くの顧客より高い評価と信頼を頂い 

 ております。 

 スタッフ一同、能力の向上に取り組む 

 家族的で働きやすい職場です。 

 
 
 

 大阪市、堺市に 

グループ会社有。 

 歴史を大切にし、 

人材育成、研修に 

も力を入れています。 


