
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
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経験
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自動車
免許

配慮求人 その他 賃金（税込）

A-893 経理事務（大阪） 正社員 05   卸売・小売業 吹田市豊津町
9：00～17：45
7:00～20:00の間の8時間

日祝他 35 3号のｲ 1 不問 パソコン操作ができる方 190,000円～300,000円

A-895 一般事務 契約 05   卸売・小売業 吹田市垂水町 9：00～18：00 水日祝 － － 1 経験要 Excel、Wordの使用経験 180,000円

A-896 ECサイトの運営及び営業事務 正社員以外 05   卸売・小売業 吹田市豊津町 9：00～18：00 日祝他 － － 1 経験要 Webｼｭｯﾌﾟ運営及びPhotoshop、Illustrator、Excelの作業 経験要 230,000円～287,500円

A-897 受発注事務、営業、梱包、出荷、軽作業 正社員 02   製造業 吹田市岸部北 9：00～17：00 土日祝他 － － 1 不問 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）あれば尚可 195,000円

A-898 営業事務スタッフ(正社員） 正社員 05   卸売・小売業 吹田市江の木町 9：00～18：00 日祝 38 3号のｲ 2 不問 165,000円～194,000円

A-899 営業事務／大阪支店 正社員 05   卸売・小売業 大阪市北区中津 9：00～17：30 土日祝他 59 1号 1 資格要 要 社会人経験　　普通自動車運転免許（ＡＴ限定可） 188,300円～211,300円

A-900 事務系総合職 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 35 3号のｲ 2 不問 180,000円～300,000円

B-664 電気通信工事作業 正社員 01   建設業 吹田市南吹田 8：30～17：30 土日祝他 － － 1 不問 電気工事士、電気工事施工管理技士等優遇 210,000円～250,000円

B-665 分析業務兼作業員 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 － － 1 経験要 金属分析業務 200,000円～300,000円

B-666 社内ＳＥ 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 － － 1 経験要 社内SEの実務経験　IT全般の広い知識と経験、言語知識 200,000円～300,000円

C-706 営業職（アパレル） 正社員以外 05   卸売・小売業 吹田市豊津町 9：00～18：00 日祝他 － － 1 不問
アパレル業界での実経験者は優遇
パソコン操作（基本的なエクセル・ワード・メール）

195,500円～287,500円

C-707 営業職 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 37 3号のｲ 1 不問 要 185,000円～315,000円

C-708 ルート営業/医療法人・法人 正社員 05   卸売・小売業 大阪市西区京町堀 9：00～18：00 土日祝他 34 3号のｲ 1 不問 要 普通自動車運転免許（AT限定可） 197,000円～220,500円

C-709
ルート営業/医療法人・法人
(茨木営業所）

正社員 05   卸売・小売業 茨木市玉櫛 9：00～18：00 土日祝他 34 3号のｲ 1 不問 要 普通自動車運転免許（AT限定可） 197,000円～220,500円

Ea-836 分譲マンション通勤管理員（吹田市） 正社員 07   不動産業 吹田市山田東
10：00～18：00
9：00～17：00
9：00～18：00

木他 － － 1 不問 161,928円

Ea-837 お弁当の宅配・事務作業 正社員 13   医療・福祉 吹田市原町 8：00～17：30 シフト制 － － 1 資格要 原付免許 200,000円～230,000円

Ea-838
保安業務（交通誘導警備・雑踏警備）
東淀川区

正社員以外 01   建設業 大阪市東淀川区東中島
8：00～17：00
20：00～5：00

他 18 2号 10 不問 193,600円～300,400円

Ea-839
保安業務（交通誘導警備・雑踏警備）
淀川区

正社員以外 01   建設業 大阪市淀川区西中島
8：00～17：00
20：00～5：00

他 18 2号 10 不問 193,600円～300,400円

Ea-840 警備業管理業務（東中島） 正社員以外 01   建設業 大阪市東淀川区東中島
8：00～17：00
20：00～5：00

他 18 2号 2 不問 230,000円～300,000円

JOBナビすいた　求人一覧４月分（２０１９年４月２３日現在）

※２０１９年３月２５日～２０１９年４月２３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-841 警備業管理業務（西中島） 正社員以外 01   建設業 大阪市淀川区西中島
8：00～17：00
20：00～5：00

他 18 2号 2 不問 230,000円～300,000円

Ea-843 清掃（マネージャー） 契約 10   生活関連サービス業 吹田市千里山東
9：00～17：30
8：45～17：15

土日祝 60 1号 2 不問 要 子育両立支援 180,000円～210,000円

Ea-844 高齢者デイサービス（南金田）介護職員 準社員 13   医療・福祉 吹田市南金田 8：30～19：00の間の8時間 シフト制 － － 2 不問 要 172,000円～210,000円

Ea-845 グループホーム介護職員 準社員 13   医療・福祉 吹田市寿町

9：00～18：00
7：00～16：00
11：00～20：00
17：00～9：30

他 18 2号 2 不問 174,000円～224,500円

Ea-846 訪問介護　常勤ヘルパー 準社員 13   医療・福祉 吹田市寿町 9：00～18：00 シフト － － 3 資格要 ヘルパー2級以上又は介護職員初任者研修修了者 180,000円～220,500円

Ea-847 訪問介護　サービス提供責任者 準社員 13   医療・福祉 吹田市寿町 9：00～18：00 シフト － － 3 資格要 介護福祉士（必須） 220,000円～260,000円

Ea-848 ビルの清掃作業（中央区） 正社員以外 11   その他サービス業 大阪市中央区北浜
6：30～15：30
6：30～14：00

日祝他 － － 1 不問
日給：6,600円
（月額換算：165,000円）
　月平均労働日数：24.4日

Ea-850 生産管理 正社員 02   製造業 吹田市江の木町
8：30～17：15
20：30～5：15

日他 18 2号 1 不問 要
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
フォークリフト免許尚良

162,000円～252,000円

Ea-851 CAD職 契約 08   専門・技術サービス業 吹田市南金田 8:45～17:45 土日祝他 － － 1 経験要 CAD操作できる方（AutCAD） 242,400円

Ea-852 金属裁断作業 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 － － 2 不問 200,000円～300,000円

Ea-853 金属研磨作業 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 － － 2 不問 200,000円～300,000円

Ea-854 金属商品に関する倉庫作業及び物流業務 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 30 3号のｲ 2 不問 要 200,000円～300,000円

Ea-855 金属スリッター加工技術者 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 － － 2 経験要 金属加工経験 200,000円～300,000円

Ea-856 運転手兼作業員 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 － － 2 経験+資格要 要 トラック運転業務経験　中型自動車免許、フォークリフト運転資格 200,000円～350,000円

Ea-857 金属商品梱包・包装関連作業 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 － － 2 不問 200,000円～300,000円

Ea-858 ドラム缶洗浄作業 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 30 3号のｲ 2 不問 180,000円～250,000円

Ea-859 粉砕作業 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 － － 2 不問 200,000円～300,000円

Ea-860 洗浄清掃作業員 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：30～17：00 日祝他 － － 2 不問 200,000円～300,000円

Ea-861 デリバリー及び営業サポート業務（茨木営業所） 正社員以外 05   卸売・小売業 茨木市玉櫛 9：00～18：00 土日祝他 － － 1 不問 要 高齢者（60才以上）
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
60歳以上の方も応募歓迎

176,000円

※２０１９年３月２５日～２０１９年４月２３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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Ea-862 大阪高等裁判所の日常清掃（大阪市北区） 正社員以外 11   その他サービス業 大阪市北区 7：00～17：00 土日祝他 － － 3 不問 経験者優遇 154,160円～196,800円

Ea-863 土木 （吹田市） 契約 01   建設業 吹田市東御旅町 8：00～17：00 日祝 － － 10 不問 住込可　　履歴書不要
215,600円
（日給：11,000円）

Ea-864 土木 （尼崎市） 契約 01   建設業 尼崎市小中島 8：00～17：00 日祝 － － 10 不問 住込可　　履歴書不要
215,600円
（日給：11,000円）

Ea-865 土木 （東住吉区） 契約 01   建設業 大阪市東住吉区 8：00～17：00 日祝 － － 10 不問 住込可　　履歴書不要
215,600円
（日給：11,000円）

Ea-866 土木 （東大阪市） 契約 01   建設業 東大阪市長田東 8：00～17：00 日祝 － － 10 不問 住込可　　履歴書不要
215,600円
（日給：11,000円）

Fc-191 軽作業 パート 02   製造業 吹田市泉町
11：00～18：00
又は上記の間の4～5時間

土日祝 － － 1 不問 子育両立支援 時給：950円

Fc-192 お弁当の配達・店内作業 パート 13   医療・福祉 吹田市原町
9：30～12：30
13：30～17：00
9：30～17：00

シフト制 － － 1 資格要 原付免許 時給：1,000円～1,200円

Fc-194 ケアマネージャー（介護支援専門員） パート 13   医療・福祉 吹田市山手町
9：00～17：00のうち
3時間以上

土日祝 64 1号 1 資格要
介護支援専門員・認定調査員研修（取得見込含む）、
自転車乗れる方

時給：1,134円～1,319円

Fc-195 （障）軽作業および通販事業 パート 13   医療・福祉 吹田市泉町
10：00～15：00の間の
4時間（程度）

日祝他 － － 10 不問
縫製や編み物が出来る方歓迎
PCによる通信販売経験者歓迎

時給：936円～1,246円

Fc-196 軽作業 パート 02   製造業 吹田市南金田 9：30～17：00
土日祝
（会社カレンダーによる）

－ － 1 不問 時給：940円

Fc-197 マンション共用部クリーンスタッフ（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市千里山西
9：00～15：00
9：00～13：00

日祝他 － － 2 不問 時給：936円

Fc-198 分譲マンションの通勤管理員（藤白台） パート 11   その他サービス業 吹田市藤白台 16：00～20：00 水木金土 － － 1 不問 時給：950円

Fc-199 ビルの清掃作業（中央区） パート 11   その他サービス業 大阪市中央区北浜 7：00～10：00 日祝 － － 1 不問 時給：945円

Fc-200 ビル内清掃(吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市広芝町 6：30～10：30 土日祝 － － 1 不問 時給：1,000円

Fc-201
テナント部・マンション部の
日常清掃/吹田市

パート 11   その他サービス業 吹田市江坂町 9：00～15：00 日祝他 － － 2 不問 時給：1,000円

Fc-202
大阪モノレールの基地
清掃作業（吹田市）

パート 11   その他サービス業 吹田市千里万博公園

6：30～10：45
13：30～16：30
6：30～11：00
8；00～11：00

他　シフト制 － － 2 不問 時給1,000円～1,100円

Fc-203 軽作業 パート 02   製造業 吹田市岸部中 9：00～17：00 日祝他 － － 2 不問 時給：950円～1,200円

Fc-204 日本万国博覧会記念公園内清掃全般（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市千里万博公園 7：30～16：00 水他 － － 3 不問 時給：940円

Fc-205 日本万国博覧記念公園内建物清掃（吹田市／午後） パート 11   その他サービス業 吹田市千里万博公園 13：00～17：00 水他 － － 1 不問 時給：940円

※２０１９年３月２５日～２０１９年４月２３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
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Fc-206 病院の建物清掃（吹田市津雲台） パート 11   その他サービス業 吹田市津雲台 17：00～20：00 他　シフト制 － － 1 不問 時給：950円～1,000円

Fc-207 駐車場管理業務 パート 07   不動産業 大阪市淀川区
12：15～18：15
17：30～23：30
23：00～8：00

他　シフト制 18 2号 3 経験要 簡単なパソコン操作 時給：950円

Fc-208 駐車場管理業務 パート 07   不動産業 大阪市淀川区
12：30～18：00
17：45～23：15
23：00～8：00

他　シフト制 18 2号 3 経験要 簡単なパソコン操作 時給：950円

Fc-209 施設清掃（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市昭和町 6：30～9：00 水他 － － 1 不問 時給：1,030円

Fc-210 調理補助（吹田市） パート 05   卸売・小売業 吹田市垂水町
9：00～16：30
17：00～20：00

他  （シフトにより） － － 1 不問 時給：936円～950円

Fc-211 清掃員 パート 09   宿泊・飲食サービス業 吹田市江の木町
11：00～15：00の間の
2時間程度

他 － － 2 経験要 家事経験 時給：1,000円～1,100円

Fc-212 清掃作業員(吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市岸部新町
6：30～12：00
15：00～19：00
8：00～17：00

他 － － 60 不問 高齢者（60才以上） 経験者優遇 時給：980円～1,100円

Fc-213 厨房スタッフ パート 13   医療・福祉 吹田市南吹田

7：00～14：00
15：00～20：00
又は7：00～0：00の間の
1時間以上

他　ｼﾌﾄ制 － － 1 不問 時給：940円

Fc-214 検査助手・受付 パート 13   医療・福祉 吹田市片山町
9：00～18：30
9：30～18：00

木他 59 1号 1 不問 時給：1,000円～2,000円

Fc-215 看護師 パート 13   医療・福祉 吹田市片山町
9：00～18：30
9：30～18：00

木他 59 1号 1 資格要 正看護師 または 准看護師 時給：1,600円～2,800円

Fc-216 視能訓練士 （ORT) パート 13   医療・福祉 吹田市片山町
9：00～18：30
9：30～18：00

木他 59 1号 1 資格要 視能訓練士 時給：1,800円～2,800円

Fc-217 デイサービスセンターでの送迎業務（きしべ） パート 13   医療・福祉 吹田市岸部北
8：30～10：30
16：00～18：00

日他 － － 2 不問 要 普通自動車運転免許（ＡＴ可） 時給：984円

Ga-204 営業事務スタッフ パート 05   卸売・小売業 吹田市江の木町
9：00～18：00の間の
6時間（以上）

日祝 － － 2 不問 簡単なパソコン操作できれば尚良し 940円～1,100円

Ga-205 事務補助 パート 05   卸売・小売業 吹田市江坂町 13：00～17：00 土日祝 － － 1 不問 時給：1,100円

Ga-206 入力業務・電話受付 パート 11   その他サービス業 吹田市金田町
10：00～16：00
10：00～17：00

土日祝 － － 1 不問 パソコンスキル （文字入力・文章作成） 時給：950円

Ga-207 一般事務 パート 12   教育・学習支援業 吹田市津雲台
9：00～17：30の間の
5時間（程度）

他
月2回程度 土・日・祝
勤務有り

－ － 2 経験要

外国人支援に関する職務経験またはボランティア経験のある方
ワード、エクセルでの資料作成が可能で事務処理経験のある方
（日本語指導経験や日本語教育に関する知識ある方歓迎
　外国語ができる方歓迎）

時給：940円～980円

Ga-208 受付 パート 13   医療・福祉 吹田市竹谷町 8：00～12：00 木日祝 － － 1 不問 電子カルテ採用のため簡単なPC操作できる方 時給：940円

Ga-209 会計事務（アシスタント） パート 11   その他サービス業 大阪市淀川区
9：00～18：00
10：00～16：00

土日祝 － － 1 不問 PC基本操作は入力程度　　未経験者可 時給：1,050円

Ga-210 一般事務（パート） パート 12   教育・学習支援業 吹田市山手町 10：00～16：00 土日祝他 － － 2 経験要 事務職経験要 時給：1,100円

※２０１９年３月２５日～２０１９年４月２３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


