
受付No. 職種 雇用形態 産業分類 就業場所 就業時間 休日 年齢 省令
採用
人数

経験
資格

自動車
免許

配慮求人 その他 賃金（税込）

A-901 経理事務 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区宮原
9：00～18：00の中
で応相談

土日祝他 40 3号のｲ 2 不問 エクセル・ワード基本レベル。 180,000円～240,000円

A-903 一般事務 正社員 01   建設業 吹田市泉町 8：00～17：00 日祝 1 経験要 パソコン業務（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ）経験者 175,000円～210,000円

A-904 一般事務 正社員 01   建設業 吹田市山手町 9：00～17：00 土日祝 1 経験要 何らかの事務経験 200,000円～230,000円

A-905 一般事務 正社員以外 05   卸売・小売業 吹田市芳野町 8：30～17：30 日祝他 1 経験要 パソコンの基本スキル 183,920円

A-906 経理職 正社員 02   製造業 豊中市利倉 8：30～17：18 土日他 2 経験要 要 経理経験 260,000円～350,000円

B-667 電気工事の作業員 正社員 01   建設業 吹田市寿町
8：00～17：00
8：00～14：30

日他 5 不問 209,000円～352,000円

B-668 歯科技工士 正社員 02   製造業 吹田市岸部南 9：00～18：00 日祝他 59 1号 3 資格要 歯科技工士免許 250,000円～400,000円

B-669 制御盤組立・配線工 正社員 01   建設業 吹田市江坂町 9：00～18：00 土日祝他 1 不問 180,000円～280,000円

B-670 機能訓練指導員 正社員 13   医療・福祉 摂津市桜町
8：30～17：30
8：00～17：00

他 1 資格要 作業療法士又は理学療法士 253,200円～253,200円

B-671 介護支援専門員 正社員 13   医療・福祉 摂津市桜町 9：00～18：00 他 2 資格要 介護支援専門員 192,000円～243,000円

B-672 産業用機械の設計及び製作 正社員 02   製造業 吹田市東御旅町 8：00～17：00 日祝 1 経験要 要
機械設計か生産技術部担当か保全担当、
普通自動車免許（AT限定不可）

190,000円～300,000円

C-710 ルート営業社員 正社員 05   卸売・小売業 吹田市垂水町
6：00～19：00の間の8時間
（程度）

水日 2 不問 要 普通自動車運転免許（AT限定可） 230,000円～230,000円

Ea-868 交通誘導警備業務 正社員 01   建設業 大阪府高槻市大塚町
8：15～17：15
21：00～6：00

祝他 18 2号 20 不問 交通誘導警備検定２級お持ちの方は資格手当あり 182,750円～230,050円

Ea-869 重機オペレーター（３ｔ未満） 正社員 01   建設業 大阪府高槻市大塚町 8：15～17：15 日祝他 2 経験+資格要 要
実務経験者（重機オペレーター）
普通自動車運転免許（ＡＴ限定及びペーパードライバー不可）車両系整
地掘削用運転免許

276,000円～333,500円

Ea-870 都市ガス配管工及び配管工見習（大阪ガス） 正社員 01   建設業 大阪府高槻市大塚町 8：15～17：15 日祝他 5 不問 要
実務経験者の方大歓迎です。
普通自動車運転免許（ＡＴ限定及びペーパードライバー不可）車両系整
地掘削用運転免許あれば尚良し

269,100円～356,500円

Ea-871 プラスチック成形加工 正社員 02   製造業 摂津市鳥飼八防 8：30～17：30 日祝 1 不問 製造経験あれば尚良し 180,000円～278,000円

Ea-872 物流業務 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 9：20～18：00 日祝他 2 不問 経験、普通自動車免許・フォークリフト免許 あれば尚よし 180,000円～230,000円

Ea-873 ドライバー 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 9：20～18：00 日祝他 1 不問 要 普通自動車免許 AT限定不可、経験あれば尚よし 180,000円～230,000円

Ea-874 警備職（吹田市） 契約 11   その他サービス業 吹田市岸部南

9：00～8：59
7：00～17：00
9：00～21：00
21：00～9：00

現場ローテーションによ
るシフト制

13 不問
161,928円
（時給936円×173H）

JOBナビすいた　求人一覧５月分（２０１９年５月２４日現在）

※２０１９年４月２４日～２０１９年５月２４日の新着求人で、現在公開中の求人になります。詳細な求人票はJOBナビすいたでご覧頂けますので、ご応募をご希望の場合はJOBナビすいたまでご来所ください。
尚、企業様の状況により、求人が終了していることもございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 1
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Ea-875 産業用機械の製作 正社員 02   製造業 吹田市東御旅町 8：00～17：00 日祝 1 不問 要 普通自動車運転免許（AT限定不可） 170,000円～190,000円

Ea-876 アルミサッシの加工・組立 正社員以外 02   製造業 吹田市南吹田 9：00～17：30 日祝 1 不問 162,400円
（時給1,000円×7.25時間×22.4日）

Ea-877 試作品製造CAD/CAMオペレーター 正社員 02   製造業 守口市梶町 9：00～18：00 土日祝他 40 3号のｲ 2 不問 180,000円～300,000円

Ea-878 機械加工CAD/CAMオペレーター 正社員 02   製造業 大阪市淀川区田川北 8：30～17：15 日他 2 不問 経験者優遇 220,000円～420,000円

Fc-218 (障）商品の発注・発送・管理 パート 13   医療・福祉 大阪市淀川区西中島
10：00～15：00
13：00～18：00

日祝 5 不問 時給：936円～1,000円

Fc-219 商品の発注・発送・管理 パート 13   医療・福祉 大阪市淀川区西中島
１０：００～１８：００の間の3～
4時間程度

日祝 3 不問 時給：936円～1,000円

Fc-220 介護職員 パート 13   医療・福祉 吹田市岸部中
13：00～16：00
9：00～14：00
14：00～18：00

シフト制 1 不問 ヘルパー2級・初任者研修以上 あれば尚良し 時給：970円

Fc-222 製造部（ウレタンスポンジ加工） パート 02   製造業 吹田市江坂町

9：00～15：00
14：00～17：30
9：00～17：30の間
の3時間以上

土・日・祝 他 59 1号 1 不問 時給：950円～1,000円

Fc-223 検品作業（製造部） パート 02   製造業 吹田市江坂町

9：00～15：00
14：00～17：30
9：00～17：30の間
の3時間以上

土・日・祝 他 59 1号 1 不問 時給：950円～1,000円

Fc-224
技工物の受渡しのお手伝い
（配送補助）

パート 02   製造業 吹田市岸部南
8：30～18：00の間の３時間
（以上）

土日祝他 3 不問 要 普通自動車免許（ＡＴ限定可） 時給：1,000円～1,200円

Fc-225 歯科技工補助作業 パート 02   製造業 吹田市岸部南
9：00～18：00の間の２時間
（以上）

土日祝他 3 資格要 歯科技工士 時給：1,050円～1,500円

Fc-226 面接相談専門員 パート 14   その他 吹田市泉町 9：30～17：30 火土日祝他 1 経験+資格要
生活保護業務（現業員または面接相談員）の経験を3年以上有する者
社会福祉主事

時給：2,154円

Fc-227 商品管理 パート 05   卸売・小売業 吹田市芳野町
8：30～17：30
8：30～17：30の間の6時間
（程度）

土日祝他 1 不問 時給：1,000円

Fc-228 設営 （千里体育館） パート 11   その他サービス業 豊中市新千里東町
7：00～13：00
11：30～19：00

他 2 不問 時給：936円

Fc-229 警備員（千里体育館） パート 11   その他サービス業 豊中市新千里東町 15：45～21：45 他 1 不問 時給：936円

Fc-230 清掃（千里体育館） パート 11   その他サービス業 豊中市新千里東町 7：00～10：00 他 2 不問 時給：936円

Fc-231 (障）高齢者向けお弁当屋での作業 パート 13   医療・福祉 吹田市原町 9：00～14：30 他 2 不問 障害者枠 時給936円

Fc-232 介護職(デイサービス） パート 13   医療・福祉 摂津市桜町
8：30～17：30の間の8時間
(程度）

日他 3 不問 時給：962円～1,017円

Fc-233 訪問介護ヘルパー パート 13   医療・福祉 摂津市桜町
8：00～19：00の間の2時間
(以上）

他 3 資格要 ヘルパー2級または介護職員初任者研修修了 時給：1,312円～1,730円

※２０１９年４月２４日～２０１９年５月２４日の新着求人で、現在公開中の求人になります。詳細な求人票はJOBナビすいたでご覧頂けますので、ご応募をご希望の場合はJOBナビすいたまでご来所ください。
尚、企業様の状況により、求人が終了していることもございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 2
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Fc-234 訪問介護ヘルパー パート 13   医療・福祉 摂津市桜町
8：00～19：00または8：00～
19：00の間の4時間(以上）

他 3 資格要 ヘルパー2級または介護職員初任者研修修了 時給：982円～1,017円

Fc-235 調理員 パート 13   医療・福祉 摂津市桜町
5：30～14：00
8：30～17：00
10：30～19：00

他 3 不問 時給：952円円～970円

Fc-236 電子機器の検査 パート 02   製造業 吹田市南金田
13：00～17：00
9：00～17：00の間の4～5時
間程度

土日祝 1 経験要 はんだコテを使用した作業経験 時給：940円

Fc-237 マンション管理員（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市青葉丘北 9：00～17：00 日祝他 2 不問 時給：940円

Fc-238 清掃作業員(吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市片山町 7：00～9：30 シフト 2 不問 時給：936円

Fc-239 （障）軽作業、手に職が付く作業 パート 13   医療・福祉 摂津市千里丘 9：00～15：00 土日祝他 64 3号のﾆ 10 不問 時給：936円～1,100円

Fc-240 アルミサッシの加工・組立 パート 02   製造業 吹田市南吹田
10：00～15：00
13：00～17：30

日祝 1 不問 子育両立支援 時給：1,000円

Fc-241 交通誘導警備（北摂エリア） パート 01   建設業 北摂エリア 8：15～17：15 日祝他 18 2号 10 不問 交通誘導警備検定2級お持ちの方は資格手当支給 時給：1,062円

Ga-211 データ入力（パート） パート 02   製造業 吹田市岸部南
9：00～18：00の間の２時間
（以上）

土日祝他 3 不問 時給：1,000円～1,200円

Ga-212 事務員 パート 08   専門・技術サービス業 吹田市垂水町
9：00～17：00の間
の5時間（程度）

土日祝他 1 経験要 就業経験要 （職種は問いません） 時給：950円～1,200円

Ga-213 一般事務 パート 11   その他サービス業 吹田市南金田 9：00～17：15 土日祝他 1 経験要
事務経験のある方。
普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚良し

時給：950円～1,050円

Ga-214
ネットショップ運営スタッフ
（ウェブ制作）

パート 05   卸売・小売業 吹田市末広町
10：00～14：00
又は9：00～17：00の間の４
時間（以上）

土日祝 4 経験要 Ｗｅｂページ制作経験者またはイラストレーター（Ａｄｏｂｅ）経験者 時給：1,200円

Ga-215 一般事務 パート 07   不動産業 吹田市昭和町
9：00～13：00
13：00～17：00
9：00～17：00（土日）

他 1 不問 時給：1,000円～1,200円

Ga-216 経理事務 パート 07   不動産業 吹田市昭和町

9：00～13：00
13：00～17：00
18：00～22：00
9：00～17：00（土日）

他 1 不問 時給：1,000円～2,000円

※２０１９年４月２４日～２０１９年５月２４日の新着求人で、現在公開中の求人になります。詳細な求人票はJOBナビすいたでご覧頂けますので、ご応募をご希望の場合はJOBナビすいたまでご来所ください。
尚、企業様の状況により、求人が終了していることもございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 3


