
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）

Aa-175 営業事務 正社員 02   製造業 吹田市江坂町 8：30～17：30 日・祝・その他 30 3号のｲ 2 不問 高卒以上（必須） 200,000円～250,000円

Aa-176 （正）事務職 （来客対応業務他） 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 1 不問 パソコン入力 175,000円～180,000円

Aa-177 警備員の配置業務（管制官） 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 18 2号 1 不問 要 必須：普通自動車運転免許 230,000円～300,000円

Aa-178 助成金申請業務等 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 1 不問
あれば尚可：助成金申請の知識、
                  普通自動車運転免許

200,000円～230,000円

Aa-179 経理事務 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 2 不問 エクセル、ワードへの入力作業 175,000円～180,000円

Aa-180 経理　管理職候補 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 1 不問 あれば尚可：決算業務の実務経験 200,000円～250,000円

Aa-181 事務職 正社員 13   医療・福祉 摂津市桜町 9：00～18：00 その他 45 3号のｲ 1 不問
あれば尚可：日商簿記3級、
                 パソコンの基本操作が出来る方

176,200円～192,400円

Aa-182 事務職員（非常勤） 非常勤 13   医療・福祉 摂津市桜町 9：00～18：00 その他 1 不問 167,444円

Aa-183 製造部／品質管理・検品 正社員 02   製造業 吹田市江坂町 8：30～17：30 日・祝日・その他 59 1号 1 不問 180,000円～225,000円

B-762 現場管理 正社員 01   建設業 吹田市原町 8：30～17：30 日・祝日・その他 40 3号のｲ 1 不問 要 PC操作入力程度必要 250,000円～280,000円

B-763 歯科技工士 正社員 02   製造業 吹田市岸部南 9：00～18：00 日・祝日・その他 59 1号 3 資格要 必須：歯科技工士 250,000円～400,000円

JOBナビすいた　求人一覧１１月分（２０２１年１１月２４日現在）

※２０２１年１０月２５日～２０２１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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B-764 工事監督（機器据付） 正社員 01   建設業 吹田市寿町
8：00～17：00
8：00～14：30

日・その他 35 3号のｲ 5 不問 あれば尚可：普通自動車運転免許 200,000円

C-803 総務職（営業） 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 44 3号のｲ 1 不問 要
必須：普通自動車運転免許、
        基本的なエクセル操作

200,000円～230,000円

C-804 営業（リーダー候補） 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 44 3号のｲ 3 不問 要
必須：普通自動車運転免許、
        基本的なエクセル操作

230,000円～300,000円

C-805 管制営業（警備員の配置業務） 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 2 不問 要 必須：普通自動車運転免許 230,000円～300,000円

C-806 営業職 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 2 不問 要 必須：普通自動車運転免許 200,000円～230,000円

C-807 営業職 正社員 02   製造業 吹田市岸部南 9：00～18：20 日・祝日・その他 59 1号 3 不問 要 必須：普通自動車運転免許 250,000円～350,000円

Eb-620 水道器具等の製造 正社員 02   製造業 吹田市幸町 9：00～17：00 日・祝・その他 45 3号のｲ 2 不問 自動車運転免許あれば 210,000円～273,000円

Eb-622 物流業務 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 9：20～18：00 日・祝日・その他 45 3号のｲ 3 不問 要
必須：普通自動車運転免許（AT限定可）
         あれば尚可：フォークリフト免許

180,000円～230,000円

Eb-623 制作兼軽作業 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 8：50～17：30 日・祝日・その他 45 3号のｲ 2 不問 あれば尚可：普通自動車運転免許 180,000円～230,000円

Eb-624
介護職員（特別養護老人ホーム）/
正社員

正社員 13   医療・福祉 吹田市岸部中

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

その他 64 1号 2 不問 子育両立支援 201,000円～236,000円

Eb-625
警備員＊60歳以上急募
（淀川区・東淀川区・吹田市）

正社員 11   その他サービス業
淀川区・東淀川区・吹
田市の各現場等

8：00～17：00
9：00～18：00
21：00～5：00

その他 60 3号のﾆ 2 不問
高齢者

（60才以上）
170,710円～186,620円

※２０２１年１０月２５日～２０２１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-626
警備員　淀川・東淀川・吹田
（定年なし・未経験者可）

正社員 11   その他サービス業
淀川区・東淀川区・吹
田市その他大阪市内
の各現場等

8：00～17：00
21：00～5：00

その他 18 2号 2 不問 170,710円～186,620円

Eb-627
警備員　60歳以上
（淀川区・東淀川区・吹田市）

正社員 11   その他サービス業
淀川区・東淀川区・吹
田市他

8：00～17：00
9：00～18：00
21：00～5：00

その他 60 3号のﾆ 2 不問
高齢者

（60才以上）
170,710円～186,620円

Eb-628 警備マネージャー候補 正社員 11   その他サービス業 大阪府内の各現場
8：00～17：00
9：00～18：00
21：00～5：00

その他 44 3号のｲ 2 不問 170,710円～186,620円

Eb-629 警備員指導教育責任者1号・2号 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 18 2号 2
経験+資

格要
必須：教育指導又は管制業務全般の実務経験
警備員指導教育責任資格1号・2号

200,000円～250,000円

Eb-630 社用車運転手 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区西中島 9：00～18：00 日・祝日・その他 1 不問 要
あれば尚可：役員車の運転経験
必須：普通自動車運転免許

200,000円～230,000円

Eb-631 放課後デイサービスの保育士 常勤社員 13   医療・福祉 吹田市寿町
9：00～18：00
10：00～19：00

日・その他 2 資格要
必須：保育士
あれば尚可：普通自動車運転免許

170,000円～185,000円

Eb-632 放課後デイサービスの児童指導員 常勤社員 13   医療・福祉 吹田市寿町
9：00～18：00
10：00～19：00

日・その他 2 資格要

必須：介護福祉士
あれば尚可：介護職員実務者研修修了者、
　　　　　　　  介護職員初任者研修修了者、
                  普通自動車運転免許
　　　（1）児童福祉施設での経験（2年以上）
　　　（2）障害福祉サービスでの経験（2年以上）

175,000円～185,000円

Eb-633 就労移行支援職業指導員/吹田市 正社員 13   医療・福祉 吹田市朝日町 9：00～17：00 土・日・祝日・その他 64 1号 1 不問 150,000円～200,000円

Eb-634 ウレタンスポンジ切断加工 正社員 02   製造業 吹田市江坂町 8：30～17：30 日・祝日・その他 45 3号のｲ 1 不問 180,000円～275,000円

Eb-635 アルミサッシの加工・組立 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 9：00～17：30 日・祝・その他 40 3号のｲ 1 不問 162,400円～162,400円

※２０２１年１０月２５日～２０２１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-636 常勤介護職員 正社員 13   医療・福祉 吹田市山手町
08：00～17：00
09：00～18：00
10：30～19：30

その他 59 1号 2 不問
ホームヘルパー2級　or
介護職員初任者研修修了者

200,000円～273,000円

Eb-637 介護職 正社員 13   医療・福祉 吹田市山田北

09：00～18：00
07：00～16：00
11：00～20：00
17：30～9：30

その他　４週８休 59 1号 3 不問 182,800円～212,600円

Eb-638 電気工事の作業員（有資格） 正社員 01   建設業 吹田市寿町
8：00～17：00
8：00～14：30

日・その他 35 3号のｲ 5 資格要 必須：第二種電気工事士 220,000円～260,000円

Eb-639 電気工事の作業員（資格不問） 正社員 01   建設業 吹田市寿町
8：00～17：00
8：00～14：30

日・その他 35 3号のｲ 5 不問 200,000円

Eb-640
ルート集配ドライバー（３ｔ・４ｔ）
固定ルート配送

正社員 04   運輸業 茨木市南目垣
01：00～10：00
13：00～22：00

その他　週休２日制 64 1号 5 不問 準中型自動車免許 310,000円～380,000円

Fc-969 クリーンスタツフ（吹田市）水道局 パート 11   その他サービス業 吹田市南吹田 07：00～10：30 土・日・祝日 2 不問 時給：992円

Fc-971 調理補助 パート 11   その他サービス業 吹田市日の出町 17：30～22：30 日祝他 1 不問 時給：1,000円

Fc-972 ホームヘルパー（あす～る吹田） パート 13   医療・福祉 吹田市岸部中
9：00～18：00の間の
4時間以上

その他 3 資格要 子育両立支援
必須：介護職員初任者研修修了者、
         ホームヘルパー2級いずれか

時給：1,494円～1,975円

Fc-973 清掃（吹田市南金田1-13） パート 11   その他サービス業 吹田市南金田 6：30～15：00 火・木・土・日 ・祝日 1 不問 時給：1,000円

Fc-974 清掃スタッフ（吹田市豊津町） パート 11   その他サービス業 吹田市豊津町 6：30～9：30 土・日・祝日 1 不問 時給：1,000円

Fc-976 精肉加工 パート 05   卸売・小売業 吹田市江の木町 9：00～18：00 日・祝日・その他 2 不問 時給：1,000円～1,500円

※２０２１年１０月２５日～２０２１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
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Fc-977 工場内作業 パート 05   卸売・小売業 吹田市江の木町
10：00～13：00
13：00～17：00

日・祝日・その他 5 不問 時給:1,000円～1,100円

Fc-978 病院内清掃業務 パート 11   その他サービス業 吹田市岸部新町
9：00～18：00の間の
8時間程度

その他 2 不問 時給：1,050円

Fc-979
水処理設備の運営管理・
メンテナンス

パート
08   専門・技術サービス
業

吹田市春日
7：00～22：00の間の
8時間

週休２日制　毎週
（週１日以上）

64 1号 2 不問 要
水処理や設備メンテナンスに関する職務経験
あれば尚可

時給：1,500円～2,000円

Fc-980
警備スタッフ（吹田・摂津市他）
60歳以上限定

パート 11   その他サービス業
吹田市・摂津市その他
大阪市内の各現場

8：00～17：00 その他 60 3号のﾆ 1 不問 時給：992円

Fc-981
警備スタッフ 60歳以上全力採用／
定年なし

パート 11   その他サービス業
淀川区・東淀川区・
吹田市その他大阪市
内の各現場

8：00～17：00 その他 60 3号のﾆ 1 不問 時給：992円

Fc-982
警備員（淀川・東淀川・吹田・その
他）

パート 11   その他サービス業
淀川区・東淀川区・
吹田市その他大阪市
内の各現場

8：00～17：00 その他 18 2号 1 不問 時給：992円

Fc-983 日常清掃 パート 11   その他サービス業 吹田市豊津町
9：00～18：00の間の
8時間程度

火水金土日 1 不問 時給：992円

Fc-984 歯科技工士補助作業 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・祝日・その他 3 資格要 必須：歯科技工士 時給：1,050円～1,500円

Fc-985
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・祝日・その他 3 要 必須：普通自動車運転免許 時給：1,000円～1,200円

Fc-986 工場内軽作業（吹田市） パート 10   生活関連サービス業 吹田市岸部中
8：30～17：30
9：00～17：00

その他 3 不問 時給：992円～1,092円

Fc-987 工場内軽作業（吹田市）／短時間 パート 10   生活関連サービス業 吹田市岸部中
9：00～13：00
13：00～17：00

その他 5 不問 時給：992円～1,092円

※２０２１年１０月２５日～２０２１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
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Fc-988 日常清掃スタッフ パート 11   その他サービス業 吹田市南吹田
9：00～12：00
又は13：00～16：00の
間の3時間程度

日・その他 1 不問 時給：1,000円

Fc-989 老人ホームの調理補助 パート 13   医療・福祉 吹田市南金田
6：00～19：00の間の
4時間以上

その他 1 不問 時給：992円

Fc-990 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：1,219円

Ga-478 一般事務 パート 05   卸売・小売業 吹田市江の木町
9：00～18：00
10：00～16：00

水・土・日・祝 1 不問 時給：1,000円～1,500円

Ga-479 社会保険の手続き事務 パート 11   その他サービス業 吹田市江坂町
8：50～17：50の
5時間程度

土　日　祝日 1 不問

ワード、エクセル、メールソフト、専用ソフトを
使用しますので、PCを使える方

社会保険手続き経験者はスキルを確認し
優遇します

時給：1,050円～1,500円

Ga-481 製造部/品質管理・検品 パート 02   製造業 吹田市江坂町
9：00～17：30
又は9：00～17：30の
間の4時間以上

土・日・祝日・その他 59 1号 5 不問 時給：1,000円～1,200円

Ga-482 経理事務員 パート
08   専門・技術サービス
業

吹田市高城町 9：00～16：30 土・日・祝日 1 不問 子育両立支援 必須：PCスキル　あれば尚可：経理実務経験 時給：1,000円～1,300円

Ga-483 一般事務・データ入力事務 パート 14   その他 吹田市片山町
9：00～17：00
 又は5時間以上

土・日・祝日 80 不問 PC入力　・　スマホ入力もあり 時給：1,010円～1,060円

※２０２１年１０月２５日～２０２１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。 6


