
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-997 事務局長 契約 12   教育・学習支援業 吹田市津雲台
9：00～22：00の間の
8時間（程度）

他 1 経験要
大学相当の教育機関卒業以上
法人運営、管理職等の実務経験5年以上

280,000円

A-998 一般事務兼店頭接客 正社員 05   卸売・小売業 大阪市淀川区西中島 9：00～17：00 土日祝他 40 3号のｲ 1 不問 210,000円

A-999 生産管理職 正社員 02   製造業 吹田市芳野町 8：20～16：40 土日他 60 1号 1 不問
化学メーカーでの経験があれば尚可
危険物取扱主任者乙４類あれば尚可

161,000円～306,544円

Aa-000 一般事務職・来客受付事務職 正社員 11   その他サービス業 吹田市豊津町 9：00～17：30 土日祝 30 3号のｲ 2 不問 234,420円

Aa-001 経理事務職・来客受付事務職 正社員 11   その他サービス業 吹田市豊津町 9：00～17：30 土日祝 2 経験要 請求書処理・伝票処理・振込業務 234,420円

Aa-002 経理事務職・来客受付事務職（管理職候補） 正社員 11   その他サービス業 吹田市豊津町 9：00～17：30 月8日休 2 経験要 請求書処理・伝票処理・振込業務 347,920円

Aa-003 経理事務職（管理職） 正社員 11   その他サービス業 吹田市豊津町 9：00～17：30 月8日休 2 経験要 請求書処理・伝票処理・振込業務 450,000円

Aa-004 経理事務 正社員 03   情報通信業 大阪市北区曽根崎新地 9：00～18：00 土日祝他 60 1号 1 経験要 エクセル・ワード：中級レベル 180,000円～200,000円

Aa-005 一般事務 正社員 05   卸売・小売業 吹田市南吹田 8：45～17：45 土日祝他 1 不問 秘書検定あれば尚可 178,000円～188,000円

Aa-006 経理事務スタッフ（大阪本社） 正社員 13   医療・福祉 大阪市北区 9：00～18：00 土日祝 2 経験+資格要 実務経験３年以上  日商簿記3級 234,400円～302,400円

Aa-007 事務（急募） 正社員 08   専門・技術サービス業 大阪市中央区大手通 9：00～18：00 土日祝他 1 不問 助成金業務経験者優遇 200,000円～260,000円

Aa-008 一般事務 正社員 05   卸売・小売業 大阪市北区大淀中 9：00～18：00 土日祝他 59 1号 1 不問 事務経験者優遇 180,000円～250,000円

Aa-009 一般事務 正社員 05   卸売・小売業 大阪市中央区 9：30～18：30 土日祝他 1 経験要 事務経験 200,000円～250,000円

Aa-010 一般事務 正社員 05   卸売・小売業 吹田市五月が丘南 9：00～17：30 土日祝他 1 経験要 事務経験 220,000円～235,000円

Aa-011 総務・一般事務 正社員 01   建設業 吹田市南吹田 9：00～18：00 土日他 1 経験要 パソコン操作 200,000円～400,000円

B-688 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

B-689 電気通信技術職 正社員 03   情報通信業 吹田市南吹田 9：00～17：00 日祝他 2 不問 要 高卒以上 240,000円～270,000円

B-690 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-691 保守サービス（工作機械及びレーザマシン） 正社員 11   その他サービス業 吹田市南金田 8：30～17：15 土日祝 35 3号のｲ 2 不問 要 電気系・機械系の高校卒 200,000円～300,000円

B-692 機械設計 正社員 02   製造業 吹田市青葉丘北 8：30～17：30 土日祝 1 経験要 要
AUTCAD経験・仕事の内容クリアできる能力
経験者優遇　　・普通自動車免許

230,000円～360,000円

JOBナビすいた　求人一覧 １１月分 （２０１９年１１月２４日現在）

※２０１９年１０月２５日～２０１９年１１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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C-731 配送及び営業 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 7：30～16：30 水日祝他 2 不問 要 220,000円～260,000円

C-732 営業（不動産） 正社員 07   不動産業 吹田市江坂町 10：00～19：00 他 （シフト制） 35 3号のｲ 2 不問 要 普通自動車免許（AT限定可） 240,000円～450,000円

C-733
スーパーマーケットでの店舗販売スタッフ
（吹田市片山店）

正社員 05   卸売・小売業 吹田市片山町
7：30～16：00
11：00～20：00

他（シフト制） 5 不問 200,500円～320,000円

C-734
スーパーマーケットでの店舗販売スタッフ
（茨木市茨木店）

正社員 05   卸売・小売業 茨木市元町
7：30～16：00
11：00～20：00

他（シフト制） 5 不問 200,500円～320,000円

C-735
スーパーマーケットでの店舗販売スタッフ
（高槻市　高槻店）

正社員 05   卸売・小売業 高槻市大蔵司
7：30～16：00
11：00～20：00

他（シフト制） 5 不問 200,500円～320,000円

C-736 営業職 正社員 02   製造業 吹田市岸部南 9：00～18：20 日祝他 45 3号のｲ 3 不問 要 普通自動車免許（AT限定可） 250,000円～350,000円

C-737 セールス 正社員 02   製造業 吹田市青葉丘北 8：30～17：30 土日祝 1 不問 要 普通自動車免許 270,000円～450,000円

Eb-076 自動車部品製造作業員 正社員 02   製造業 吹田市江の木町
8：30～17：15
20：30～5：15

土日他 18 2号 2 不問
・省令1号　59歳まで　・記載内容仕事経験あれば尚可
・床上クレーン5ｔ以上、玉掛あれば尚良し

161,000円～300,000円

Eb-077 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

・フォークリフトの実務経験者優遇
・普通自動車運転免許（AT限定可）
・フォークリフト免許尚良
・1号　定年年齢60歳のため　　59歳まで

161,000円～300,000円

Eb-078 マンション管理員（吹田市） 契約 07   不動産業 吹田市長野西
10：00～18：00
9：00～17：00
9：00～18：00

土日祝他 1 経験要 簡単なパソコン操作 139,700円～139.700円

Eb-079 ホームヘルパー　ガイドヘルパー 正社員 13   医療・福祉 箕面市半町 9：00～18：00 他 2 経験+資格要
原付バイクに乗れる方。介護福祉士、介護職員初任者研修修了者
もしくは実務者研修修了者

240,000円～300,000円

Eb-080 ホームヘルパー　ガイドヘルパー 正社員 13   医療・福祉 吹田市内本町 9：00～18：00 他 2 経験+資格要
原付バイクに乗れる方。介護福祉士、介護職員初任者研修修了者
もしくは実務者研修修了者

250,000円～340,000円

Eb-081 管理者 正社員 13   医療・福祉 箕面市半町 9：00～18：00 他 1 資格要 介護福祉士及び原付バイク免許 240,000円～310,000円

Eb-082 サービス提供責任者（箕面） 正社員 13   医療・福祉 箕面市半町 9：00～18：00 他 1 資格要 介護福祉士及び原付バイク免許 235,000円～305,000円

Eb-084 グループホーム介護職員（正社員） 正社員 13   医療・福祉 吹田市寿町
9：00～18：00
7：00～16：00
11：00～20：00

シフト 18 2号 2 不問 175,000円～225,000円

Eb-085 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

Eb-086 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

Eb-087 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 8：30～17：30 シフト 2 不問 要 175,000円～210,000円

Eb-088 放課後等デイサービス　児童相談員 準社員 13   医療・福祉 吹田市南金田 9：30～18：30 シフト 2 経験+資格要 児童指導員または児童福祉事業に3年以上従事 177,000円～225,000円

Eb-089 給食調理員 正社員以外 14   その他 吹田市内のいずれかの小学校 8：00～16：30 土日祝他 4 不問
月額：125,280円
（日給：7,830円）

※２０１９年１０月２５日～２０１９年１１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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Eb-090 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

Eb-091 製造工業作業員 正社員 02   製造業 吹田市芳野町
6：05～14：25
14：05～22：10
21：55～6：15　　他

土日他 40 3号のｲ 2 不問 交代制勤務可能な方・フォークリフト免許あれば尚可 161,000円～306,544円

Eb-092 製造オペレーター 正社員 02   製造業 吹田市芳野町 8：00～17：00 日祝他 50 3号のｲ 2 不問 フォークリフト資格者優遇 195,440円～201,600円

Eb-093 軽作業 契約 02   製造業 吹田市江坂町 8：30～17：30 土日祝他 60 3号のﾆ 1 不問 160,000円～200,000円

Eb-094 店舗運営管理業務／吹田市 正社員 11   その他サービス業 吹田市岸部南
8：30～17：00
15：30～0：00

他　　　8日／月
シフト制

40 3号のｲ 5 不問 18歳以上の応募に限る　　（深夜業務があるため、省令2号） 234,420円

Eb-095 店舗運営管理業務／吹田市 正社員 11   その他サービス業 吹田市岸部南
8：30～17：00
15：30～0：00

他　　　8日／月
シフト制

18 2号 5 経験要 パチンコ店での接客業務経験（年数問わず） 264,170円～302,560円

Eb-096 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 子育両立支援
162,400円
（時給1,000円×7.25時間×
22.4日）

Eb-097
都市ガス配管工及び配管工見習い
（大阪ガス・京都南部エリア）

正社員 01   建設業
高槻市・枚方市・京都市南部
その周辺

8：15～17：15 日祝他 2 資格要 要
実務経験者・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

230,000円～356,500円

Eb-098 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-099
都市ガス配管工責任者
（大阪ガス）

正社員 01   建設業
高槻市・枚方市・京都市南部
その他周辺

8：15～17：15 日祝他 2 経験+資格要
実務経験者・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）
大阪ガス外管工事資格（作業長・上級）

345,000円～460,000円

Eb-100 美容師 正社員 10   生活関連サービス業 吹田市山手町
9：00～19：00
9：00～18：.00

月他 35 3号のｲ 3 資格要 美容師免許 184,500円～300,000円

Eb-101 施工 （化粧フィルム貼り工事） 幹部候補 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 8：00～17：30 日祝他 30 3号のｲ 1 不問 要 247,500円～252,800円

Eb-102 施工 （化粧フィルム貼り工事） 未経験者 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 8：00～17：30 日祝他 30 3号のｲ 2 不問 要 247,500円～252,800円

Eb-103 施工 （化粧フィルム貼り工事） 期間雇用 正社員以外 02   製造業 吹田市南吹田 8：00～17：30 日祝他 1 不問 要 247,500円～252,800円

Eb-104 ホームヘルパー（サービス提供責任者） 正社員 13   医療・福祉 吹田市青山台 8：30～17：00 日他 2 経験+資格要 要 150,000円～255,000円

Eb-106 *急募*警備員 正社員 11   その他サービス業 淀川・東淀川・吹田市等
8：00～17：00
9：00～18：00
21：00～5：00

他 60 3号のﾆ 10 不問 169,840円～187,000円

Eb-107 セキュリティスタッフ （吹田市） 正社員 11   その他サービス業 吹田市岸部南
9：00～22：00
10：00～23：00

他 18 2号 2 不問 189,600円～189,600円

Eb-108 交通誘導警備員/大阪市 正社員 11   その他サービス業 大阪市内及び近郊 8：00～17：00 日祝他 18 2号 5 不問 190,800円～212,000円

Eb-109 交通誘導警備員/大阪市(60歳以上対象） 正社員 11   その他サービス業 大阪市内及び近郊 8：00～17：00 日祝他 60 2号 5 不問 190,800円～212,000円

Eb-110 機械組立て、改造、メンテナンス 正社員 02   製造業 吹田市青葉丘北 8：30～17：30 土日祝 1 不問 要 普通自動車運転免許 200,000円～320,000円

※２０１９年１０月２５日～２０１９年１１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
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Eb-111 電気制御機器の組立て、改造、メンテナンス 正社員 02   製造業 吹田市青葉丘北 8：30～17：30 土日祝 1 不問 要 経験者優遇、普通自動車免許 200,000円～320,000円

Fc-411 軽作業 パート 11   その他サービス業 吹田市千里万博公園 8：30～16：45 日他 1 不問 日給：9,000円～10,000円

Fc-413 倉庫作業など パート 02   製造業 吹田市南吹田
4：00～10：00
10：00～17：00

水日祝 18 2号 3 不問 時給：1,100円～1,200円

Fc-414 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
16：00～19：00
他　計4パターン

他　シフト制 2 経験要 経験者優遇 時給：980円～1,100円

Fc-415 高齢者デイサービス　送迎ドライバー（吹田市） パート 13   医療・福祉 吹田市南金田 8：00～18：00 日他 1 不問 要 ハイエース運転できる方 時給：970円～1,000円

Fc-416 組立作業員 パート 02   製造業 吹田市芳野町 9：00～16：00 土日祝他 3 不問 子育両立支援 工場作業経験あれば尚良し 時給：964円

Fc-417 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 子育両立支援 歯科技工士 時給：1,050円

Fc-418 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 子育両立支援 普通自動車免許（AT限定可） 時給：1,000円～1,200円

Fc-419 交通誘導警備員（北摂エリア） パート 01   建設業 吹田市・高槻市・枚方市他 9：00～18：00 日祝他 18 2号 4 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

Fc-420 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-421 システムエンジニア パート 02   製造業 大阪市淀川区
9：00～18：00の間の
5時間（以上）

土日祝 2 経験要 VB,C,JAVA,PHP等の知識や使用経験がある方 時給：1,500円～2,500円

Fc-422 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-423 美容師 パート 10   生活関連サービス業 吹田市山手町
9：00～19：00の間の
2時間（以上）

月他 2 資格要 美容師免許 時給：1,060円～1,200円

Fc-424 ホームヘルパー パート 13   医療・福祉 吹田市青山台
8：30～19：30の間の
1時間以上

シフト 2 経験+資格要 旧2級ヘルパー以上　在宅介護経験 時給：964円～1,500円

Fc-425 ホームヘルパー パート 13   医療・福祉 吹田市内本町
9：00～19：00の間の
4時間程度

シフト 3 資格要 ホームヘルパー1・２級　介護福祉士　知的ガイドヘルパー 時給：1,200円～1,800円

Fc-426 ホームヘルパー パート 13   医療・福祉 箕面市半町
9：00～19：00の間の
4時間程度

シフト 5 資格要 ホームヘルパー1・２級　介護福祉士　知的ガイドヘルパー 時給：1,200円～1,800円

Fc-427 分譲マンション清掃員（桃山台5丁目） パート 11   その他サービス業 吹田市桃山台 9：00～12：00 土日祝他 1 不問 時給：980円

Fc-428 補助軽作業 パート 02   製造業 吹田市南吹田 8：15～17：15 土日祝 2 不問 時給：970円

Fc-429 清掃作業員（南吹田体育館） パート 11   その他サービス業 吹田市南吹田 7：00～15：30 他 1 不問 時給：970円～1,000円

Fc-430 マンション管理（吹田市） パート 07   不動産業 吹田市江の木町
13：00～19：00
9：00～12：00

日他 1 経験要 簡単なパソコン操作 時給：965円

※２０１９年１０月２５日～２０１９年１１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



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 １１月分 （２０１９年１１月２４日現在）

Fc-431 マンション管理（吹田市） パート 07   不動産業 吹田市五月が丘東 9：00～16：00 日他 1 経験要 簡単なパソコン操作 時給：1,000円

Fc-432 交通誘導警備員/大阪市 パート 11   その他サービス業 大阪市内及び近郊 8：00～17：00 日祝他 18 2号 5 不問 時給：1,125円～1,250円

Fc-433 清掃／吹田市山田東 パート 11   その他サービス業 吹田市山田東 9：00～16：00 日祝他 1 不問 時給：965円

Fc-434 配送部員（ドライバー） パート 05   卸売・小売業 吹田市江の木町
6：30～18：00の間の
6時間（程度）

日祝他　月2回水曜日 2 不問 要 普通自動車運転免許（AT限定可） 時給：1,000円～1,300円

Fc-435 配送アルバイト（大阪物流センター） パート 07   不動産業 吹田市南金田 9：00～17：00 土日祝 2 不問 要 時給：1,400円

Fc-436 設営撤去現場及び倉庫内作業アルバイト（高槻市） パート 07   不動産業 吹田市南金田 9：00～17：00 土日祝 2 不問 時給：1,000円～1,200円

Ga-282 事務・電話応対 パート 08   専門・技術サービス業 吹田市山手町 9：00～18：00 土日祝他 2 不問 要 エクセル、ワード、オートCADが出来れば尚良 時給：1,000円～1,200円

Ga-283 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 1 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：970円

Ga-284 一般事務 パート 07   不動産業 吹田市山田西
9：00～14：00
13：00～17：00

土日祝 2 不問 時給：970円

Ga-285 営業事務 パート 02   製造業 吹田市江坂町 9：00～17：30 土日祝 1 不問 時給：1,000円

Ga-286 診療補助／平日午前午後および土曜日 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 経験+資格要 パソコン入力程度 時給：970円～1,030円

Ga-287 一般事務 パート 07   不動産業 吹田市江坂町
10：00～17：00の間の
3時間以上

シフトによる 1 不問 子育両立支援 時給：1,100円～1,300円

Ga-288 事務 パート 07   不動産業 吹田市千里山東
9：30～19：00の間の
4時間以上

一般事務 1 不問 子育両立支援 時給：1,000円～1,300円

Ga-289 販売（小売） パート 05   卸売・小売業 吹田市片山町
8：00～20：00の間の
3時間以上

応相談 2 不問 時給：964円～1,030円

Ga-290 事務アシスタント（経理部） パート 08   専門・技術サービス業 吹田市江坂町 9：00～17：00 土日祝他 2 資格要 子育両立支援 簿記3級程度・（PC基本操作ワード・エクセル） 時給：1,000円～1,200円

Ga-291 事務アシスタント（監査部） パート 08   専門・技術サービス業 吹田市江坂町 9：00～17：00 土日祝他 2 資格要 子育両立支援 簿記3級程度・（PC基本操作ワード・エクセル） 時給：1,000円～1,200円

Ga-292 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-293 一般事務の補助 パート 14   その他 吹田市片山町

①8：45～17：00
②9：00～16：00
③10：00～17：00
④10：00～16：00
⑤10：00～14：00

土日祝他 20 不問
時給：1,060円　①、⑤
時給：1,000円　②、③、④

※２０１９年１０月２５日～２０１９年１１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。 5


