
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
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免許

配慮求人 その他 賃金（税込）

Aa-013 一般事務 正社員 13   医療・福祉 宝塚市美幸町 8：30～16：45 他 59 1号 2 不問 180,000円～310,000円

Aa-015 購買 正社員 02   製造業 大阪市淀川区三国本町 9：00～17：45 土日祝 1 不問 174,900円～234,400円

Aa-016 経理事務 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区 9：00～18：00 日祝他 2 不問 170,000円～180,000円

Aa-017 調剤事務/建都MY薬局 正社員 05   卸売・小売業 吹田市岸部南 9：00～19：30 日祝他 2 不問 175,400円

Aa-018 事務職 正社員 07   不動産業 吹田市山田南 9：00～18：00 土日祝他 1 不問 要
ワード・エクセルでのデータ入力程度
（イラストレーター使用できれば尚良し）
普通自動車免許（AT可）

184,000円

B-693 現場監督者または補助 正社員 01   建設業 吹田市青葉丘南 8：30～17：30 日祝他 59 1号 2 不問 280,000円～330,000円

B-694 積算業務・工事関係書類作成業務（正社員） 正社員 01   建設業 吹田市青葉丘南 8：30～17：30 土日祝 59 1号 1 経験要 250,000円～300,000円

B-695 積算業務・工事関係書類作成業務（契約社員） 契約 01   建設業 吹田市青葉丘南 8：30～17：30 土日祝 1 経験要 250,000円～300,000円

B-696 栄養士（障害者施設における） 正社員 13   医療・福祉 宝塚市美幸町 8：30～16：45 他 59 1号 1 資格要 栄養士免許 180,000円～310,000円

C-738 営業 正社員 02   製造業 吹田市千里丘西 8：30～17:30 土日祝 1 不問 要 普通自動車免許（MT） 230,000円～350,000円

C-739 スーパーマーケットでの店舗販売スタッフ 正社員 05   卸売・小売業 高槻市大蔵司
7：30～16：00
11：00～20：00

他 5 不問 215,000円～320,000円

C-740 スーパーマーケットでの店舗販売スタッフ 正社員 05   卸売・小売業 茨木市元町
7：30～16：00
11：00～20：00

他 5 不問 215,000円～320,000円

C-741 スーパーマーケットでの店舗販売スタッフ 正社員 05   卸売・小売業 吹田市片山町
7：30～16：00
11：00～20：00

他 5 不問 215,000円～320,000円

Eb-112 機能訓練指導員 正社員 13   医療・福祉 吹田市岸部北 8：30～17：30 土日 1 資格要 要
柔道整復師　　　デイでの経験あれば良い
ペーパードライバー不可

230,000円

Eb-113 介護職員・ヘルパー 正社員 13   医療・福祉 吹田市岸部北 8：30～17：30 土日他 1 資格要 要 初任者研修修了者または介護福祉士 200,000円

Eb-114 保育業務及びその他付随業務 契約 13   医療・福祉 吹田市津雲台

7：00～16：00
8：00～17：00
9：00～18：00
10：00～19：00の間の8時間(程度)

年間カレンダーに
よるシフト
（ほぼ週休二日）

1 資格要
184,800円～201,600円
（月額換算 月21日で計算）
【時給：1,100円～1,200円】

Eb-115 清掃 （吹田江の木町） 嘱託 11   その他サービス業 吹田市江の木町 7：00～15：30 土日祝 1 不問 要
現場責任者等の経験者　優遇
普通自動車運転免許（AT限定可） 必須

161,750円～190,150円

Eb-116 介護職員（ケアスタッフ） 正社員 13   医療・福祉 宝塚市美幸町

7：00～15：15
8：30～16：45
11：00～19：15
12：45～21：00
17：00～9：00

他 59 1号 2 不問 18歳未満の深夜業禁止（2号） 180,000円～310,000円

JOBナビすいた　求人一覧 １２月分 （２０１９年１２月２４日現在）

※２０１９年１１月２５日～２０１９年１２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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JOBナビすいた　求人一覧 １２月分 （２０１９年１２月２４日現在）

Eb-117 防熱工事（現場作業員） 正社員 01   建設業 吹田市南吹田 8：00～17：00 他 40 3号のｲ 4 不問 要 250,000円～400,000円

Eb-118 製造 正社員 02   製造業 大阪市淀川区三国本町 9：00～17：45 土日祝他 2 不問 溶接・機械加工他経験あれば尚良 174,900円～234,400円

Eb-119 空調メンテナンス 正社員 08   専門・技術サービス業 吹田市江坂町 8:45～17:30 日祝他 40 3号のｲ 2 不問 要 200,000円～270,000円

Eb-120 警備員（淀川区・東淀川区・吹田市）60歳以上 正社員 11   その他サービス業 吹田市他
8：00～17：00
9：00～18：00
21：00～5：00

他 60 3号のﾆ 5 不問 169,840円～187,000円

Eb-121 製造部（ｳﾚﾀﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ加工） 正社員 02   製造業 吹田市江坂町 8：30～17：30 日・祝 他 40 3号のｲ 1 不問 160,000円～250,160円

Eb-122 変圧器製造スタッフ 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 8：15～17：15 土日祝他 59 1号 1 不問
免許・資格は不問ですが、TIG・アーク・ガス溶接や
電気技術の資格者は歓迎します

150,000円～230,000円

Eb-123 建設現場片付け作業 正社員以外 01   建設業 大阪市東淀川区東中島 8：00～17：00 日祝 20 不問 273,650円～358,850円

Eb-124 建設現場片付け作業 正社員以外 01   建設業 大阪市淀川区西中島 8：00～17：00 日祝 20 不問 273,650円～358,850円

Eb-125 役員付運転手 正社員 08   専門・技術サービス業 吹田市江坂町 9：00～18：00 土日祝他 1 経験要 要 役員付運転手経験、普通自動車運転経験5年以上 300,000円～300,000円

Eb-126 作業員 正社員以外 14   その他 茨木市真砂2丁目 8：45～17：00 土日祝他 1 不問 150,000円～150,000円

Eb-127 マンション管理員（吹田市） 契約 07   不動産業 吹田市広芝町
8：00～12：00
9：00～17：00

火祝日 1 経験要 簡単なパソコン操作 120,600円

Fc-437 デイサービス送迎ドライバー（ぐれ～ぷデイ） パート 13   医療・福祉 吹田市岸部北
8：00～10：00
12：00～14：00
16：00～18：00

日他 1 不問 要 普通自動車運転免許（AT限定可） 時給：970円～1,000円

Fc-438 介護職員・ヘルパー パート 13   医療・福祉 吹田市岸部北 8：30～17：30 土日他 1 資格要 要 時給：1,080円

Fc-439 看護職員 パート 13   医療・福祉 吹田市岸部北 8：30～17：30 土日他 1 不問 要 時給：1,750円

Fc-440 機能訓練指導員 パート 13   医療・福祉 吹田市岸部北 8：30～17：30 土日 1 資格要 要
柔道整復師　　デイでの経験あれば良い
ペーパードライバー不可

時給：1,200円

Fc-441 ドライバー パート 13   医療・福祉 吹田市岸部北 8：30～17：30 土日 1 不問 要
デイでの経験あれば良い
ペーパードライバー不可

時給：970円～1,000円

Fc-442 製造 パート 02   製造業 吹田市内本町 8：30～17：00
日・他
会社指定日

1 不問 時給：970円

Fc-443 保育業務及びその他付随業務 パート 13   医療・福祉 吹田市津雲台 8：00～13：00
年間カレンダーに
よるシフト
（ほぼ週休二日）

1 資格要 時給：1,100円～

※２０１９年１１月２５日～２０１９年１２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-444 清掃 （吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市江の木町 7：00～11：30 土日祝他 2 不問 時給：964円

Fc-445 清掃 （吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市垂水町 6：30～10：30 土日祝 1 不問 時給：964円

Fc-447 警備員(マンションの補修工事警備など） パート 11   その他サービス業 吹田市他 8：00～17：00 シフト 18 2号 3 不問 時給：965円

Fc-448 簡単な歩行者の誘導業務など（警備員：定年制なし） パート 11   その他サービス業 吹田市他 8：00～17：00 シフト 18 2号 3 不問 時給：965円

Fc-449 歩行者・自転車等の誘導業務※警備員<６０歳以上> パート 11   その他サービス業 吹田市他 8：00～17：00 シフト 60 3号のﾆ 5 不問 時給：965円

Fc-450 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：970円～1,000円

Fc-451 調理員 パート 08   専門・技術サービス業 吹田市広芝町 8：30～16：00 日祝他 1 資格要 調理師/栄養士何れか 時給：1,100円

Fc-452 調理補助 パート 08   専門・技術サービス業 吹田市広芝町 8：30～16：00 日祝他 1 不問 時給：1,000円

Fc-453 歯科医院、医療機関への配達 パート 13   医療・福祉 吹田市清水 8：30～14：00 土日祝 2 不問 要 時給：964円

Fc-454 運転手・千春会（デイケアセンター岸辺） パート 13   医療・福祉 吹田市岸部新町
8：00～10：00
15：00～17：00

シフト制 4 不問 要 普通自動車運転免許（ＡＴ可） 時給：970円

Fc-455 CAD職 パート 08   専門・技術サービス業 吹田市南金田 8：45～17：45の間の7時間（以上） 土日祝他 1 経験要 CAD操作が出来る方（Auto 　CAD） 時給：1,500円

Fc-456 ビル内清掃業務(吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市南吹田 7：00～10：30 火木土日 1 不問 時給：1,050円

Fc-457 （障）100均商品の袋詰めや梱包 パート 13   医療・福祉 吹田市豊津町
10：00～15：00
9：00～18：00の間の5時間（程度）

土日他 1 不問 障害者枠 時給：964円

Fc-458 （障）ｵﾌｫｽﾜｰｸ/印刷物の封入や郵送準備（施設外就労） パート 13   医療・福祉 大阪市北区
10：00～15：00
9：00～18：00の間の4時間（程度）

土日他 1 経験要 障害者枠 エクセル・ワードの基本操作 時給：964円

Fc-459 （障）100均商品の袋詰めや梱包（大阪市北区） パート 13   医療・福祉 大阪市北区
10：00～15：00
9：00～18：00の間の4時間（程度）

土日他 2 不問 障害者枠 時給：964円

Fc-460 （障）ｵﾌｫｽﾜｰｸ/軽作業ｽﾀｯﾌ（大阪市北区） パート 13   医療・福祉 大阪市北区
10：00～15：00
9：00～18：00の間の4時間（程度）

土日他 2 不問 障害者枠 時給：964円

Fc-461 就労支援員 パート 13   医療・福祉 吹田市豊津町
10：00～15：30
9：00～18：00の間の4時間（程度）

土日他 2 経験+資格要 時給：1,100円～1,200円

Fc-462 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
又は9：00～17：00の間の3時間（以上）

土日祝他 1 不問 時給：970円～1,000円

※２０１９年１１月２５日～２０１９年１２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



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）

JOBナビすいた　求人一覧 １２月分 （２０１９年１２月２４日現在）

Ga-294 和菓子の販売（吹田店） パート 05   卸売・小売業 吹田市元町 8：30～20：00の間の7時間（程度） シフト制 1 不問 時給：965円

Ga-295 和菓子の販売（豊津店） パート 05   卸売・小売業 吹田市垂水町 8：30～20：00の間の7時間（程度） シフト制 1 不問 時給：965円

Ga-296 和菓子の販売（デュー阪急山田店） パート 05   卸売・小売業 吹田市山田西 9：00～21：00の間の5時間（程度） シフト制 1 不問 時給：965円

Ga-297 和菓子の販売（エキスポシティ店） パート 05   卸売・小売業 吹田市千里万博公園 10：00～21：00の間の7時間（程度） シフト制 1 不問 時給：965円

Ga-299 シューズ販売 パート 05   卸売・小売業 吹田市山田南 10：00～19：00の間の5時間程度 シフト制 1 不問 時給：1,000円

Ga-300 通販事務＆軽作業 パート 11   その他サービス業 吹田市南金田 9：00～18：00の間の5～8時間程度 土日祝 1 不問 子育両立支援 時給：1,100円

Ga-301 診療補助／平日午後診・土曜日 パート 13   医療・福祉 大阪市東淀川区
16：00～19：30
8：30～12：30

日祝他 1 不問 パソコン入力程度 時給：1,000円～1,030円

Ga-302 診療補助 パート 13   医療・福祉 大阪市東淀川区
8：30～12：30
16：00～19：30

日祝他 1 不問 時給：970円～1,030円

Ga-306 事務 パート 02   製造業 吹田市千里丘西 8:30～12：00 土日祝他 1 不問 弥生販売経験者あれば尚良 時給：1,000円～1,200円

Ga-307 事務職 パート 02   製造業 吹田市泉町 9：00～18：00の間の6時間（以上） 土日祝他 1 経験要
仕事内容欄の実務経験者
ワード・エクセルでの表作成、表計算程度

時給：1,000円～1,300円

Ga-308 事務職 パート 07   不動産業 吹田市山田南
9：00～18：00
9：00～17：00
10：00～16：00

土日祝他 1 不問
パソコン操作
（ワード・エクセルでの文書作成・表作成・表計算程度）

時給：980円～1,050円

Ga-309 （障）テレフォンオペレーター パート 13   医療・福祉 吹田市豊津町
10：00～15：00
9：00～18：00の間の5時間（程度）

土日他 1 不問 障害者枠 時給：964円

Ga-310 （障）企業リスト作成業務 パート 13   医療・福祉 吹田市豊津町
10：00～15：00
9：00～18：00の間の5時間（程度）

土日他 1 不問 障害者枠 時給：964円

Ga-311 （障）絵本製作 パート 13   医療・福祉 吹田市豊津町
10：00～15：00
9：00～18：00の間の5時間（程度）

土日他 1 不問 障害者枠 時給：964円

Ga-312 （障）LINE（ﾗｲﾝ）スタンプの制作 パート 13   医療・福祉 吹田市豊津町 9：00～18：00の間の5時間（程度） 土日他 1 不問 障害者枠 時給：964円

Ga-313 （障）ｵﾌｨｽﾜｰｸ/ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ事務（施設外就労） パート 13   医療・福祉 大阪市北区
10：00～15：00
9：00～18：00の間の5時間（程度）

土日他 1 経験要 障害者枠 エクセル・ワードの基本操作 時給：964円

Ga-314 （障）企業リスト作成業務（北区） パート 13   医療・福祉 大阪市北区
10：00～15：00
9：00～18：00の間の5時間（程度）

土日他 1 不問 障害者枠 時給：964円

※２０１９年１１月２５日～２０１９年１２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。 4


