
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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配慮求人 その他 賃金（税込）

Aa-217 品質管理 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：00～17：00 その他 40 3号のｲ 1 不問 167,320円～204,000円

Aa-218 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 9：00～18：00 その他 18 2号 2 不問 要 230,000円～300,000円

Aa-219
経理職（総合管理ｾﾝﾀｰ）
新設部門

正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区 9：00～18：00 日・祝・その他 2 不問 要
あれば尚可：決算業務の実務経験
PCスキル：基本的なエクセルの入力

200,000円～250,000円

Aa-220 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 土・日・祝・その他 2 不問
PCスキル：エクセル入力における一定レベルの処理
スピード

175,000円～180,000円

Aa-221 総務事務（人事労務） 正社員 13   医療・福祉 大阪市浪速区
8：00～17：00
8：30～17：30
9：00～18：00

日・祝・その他 59 1号 1 不問
あれば尚可：求人票記載の仕事内容いずれかの経
験
あれば尚可：普通自動車免許

220,000円

Aa-222 一般事務 正社員以外 11   その他サービス業 吹田市朝日町 9：00～17：00 土・日・祝 1 不問 パソコン操作できる方 140,000円

B-777 環境測定、分析及び建物調査 正社員 08   専門・技術サービス業 吹田市垂水町 8：00～17：00 日・祝・その他 40 3号のｲ 1 不問 要 自動車運転免許　必須　AT限定不可 200,000円～240,000円

C-825 営業職、固定ルート集配 正社員 11   その他サービス業 吹田市南吹田 8：30～17：30 土・日・祝 35 3号のｲ 1 不問 要 普通自動車免許（AT限定可） 192,500円～209,300円

C-826 営業 正社員 05   卸売・小売業 吹田市津雲台 8：30～17：30 土・日・祝 45 1号 2 不問 要 必須：普通自動車免許 200,000円～240,000円

C-827 営業職 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 7：00～16：00 水・日　その他 45 3号のｲ 1 不問 要
あれば尚可：ルート営業経験
必須：普通自動車免許（AT限定不可）

187,000円～214,000円

C-828 営業 正社員 11   その他サービス業 大阪市淀川区 9：00～18：00 土・日・祝・その他 18 2号 3 不問 要 PCスキル：基本的なエクセル操作 180,000円～200,000円

Eb-745 ビルメンテナンス業務及び管理業務 正社員以外 11   その他サービス業 吹田市垂水町 8：00～17：30 土・日　その他 1 不問 200,000円～200,000円

JOBナビすいた　求人一覧７月分（２０２２年７月２４日現在）

※２０２２年６月２５日～２０２２年７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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Eb-746 軽作業 正社員 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 要 普通自動車免許（AT限定不可） 220,000円

Eb-747 物流業務 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 9：20～18：00

土・日・祝日
（7～8、12～2月の毎
週土曜休み。繁忙期
の土曜出勤）

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-748 制作兼軽作業 正社員 02   製造業 吹田市南吹田 8：50～17：30

土・日・祝日
（7～8、12～2月の毎
週土曜休み。繁忙期
の土曜出勤）

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-749 食品製造（玉子焼き） 正社員 02   製造業 吹田市岸部中 8：00～17：00 その他 45 3号のｲ 1 不問 167,320円～203,000円

Eb-750 歯科助手 正社員以外 13   医療・福祉 吹田市末広町
9：00～12：00
14：30～19：30
14：00～17：00

木・日・祝日 1 不問 180,000円～200,000円

Eb-751 製缶工 正社員 02   製造業 吹田市岸部南 8：00～17：00 土・日・その他 2 不問
あれば尚可：アーク溶接技能・玉掛・床上捜査指揮ク
レーン(５ｔ未満)

200,631円

Fd-125 マンション清掃 パート 11   その他サービス業 吹田市岸部中
9：00～12：30
9：00～11：00
9：00～10：00

火・水・木・土・日 ・そ
の他

1 不問 時給：1,000円

Fd-126 マンション清掃 パート 11   その他サービス業 吹田市津雲台
13：00～15：00
13：00～14：00

水・木・土・日・その他 1 不問 時給：1,000円

Fd-127 清掃業務　岸部新町 パート 11   その他サービス業 吹田市岸部新町 7：30～11：00 火・木・土・その他 1 不問 時給：1,000円～1,100円

Fd-128 清掃業務　　垂水町 パート 11   その他サービス業 吹田市垂水町 8：00～13：00 土・日　その他 1 不問 時給：1,200円

Fd-129 清掃業務　　佐竹台 パート 11   その他サービス業 吹田市佐竹台 11：00～14：00
月・水・木・土・日
・その他

1 不問 時給：1,000円

Fd-131 清掃（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市江の木町 7：00～14：45 日・その他 2 不問 時給：1,000円

※２０２２年６月２５日～２０２２年７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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Fd-132 福祉訪問業務 パート 11   その他サービス業 吹田市幸町 9：00～17：30 土日他 1 不問 要 普通自動車及び原付バイクの運転ができること 時給：1,172円

Fd-133
（障）お弁当の盛付、パソコン作業、その
他軽作業

パート 13   医療・福祉 吹田市原町
9：00～14：00
11：00～16：00

シフト制 2 不問 障害者枠 時給：992円

Fd-134
（障）インターネットでの作業（ネットショッ
プ等）

パート 13   医療・福祉 吹田市原町
9：00～14：00
11：00～16：00

シフト制 2 不問 障害者枠 時給：992円

Fd-135 施設の営繕・清掃・植栽管理 パート 13   医療・福祉 吹田市山手町
10：00～17：00の間の
3時間程度

土・日・祝日 1 不問
日曜大工や植木の世話がご趣味の方のご応募を歓
迎します。

時給：1,030円

Fd-136 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 普通自動車免許（AT限定不可）あれば尚可 日給：10,000円

Fd-137 食品製造（玉子焼き） パート 02   製造業 吹田市岸部中
9：00～17：00の間の
5時間以上

その他 1 不問 時給：1,000円～1,100円

Fd-139
警備スタッフ・簡単な声がけ
（吹田市・淀川・東淀川）

パート 11   その他サービス業
吹田市・淀川区・東淀
川区及び近畿地区の
各現場

8：00～17：00
9：00～18：00
現場により多少変動

その他 18 2号 1 不問 要 時給：992円

Fd-140 調理補助及びホール・洗い場 パート 09   宿泊・飲食サービス業 吹田市元町
10：30～14：30
18：00～22：00

月曜　他 2 不問 時給：1,000円

Fd-141 スーパーでの駐車場誘導警備業務 パート 11   その他サービス業 吹田市新芦屋下
9：00～18：00
10：00～19：00

月・水・木・金・その他 18 2号 2 不問 時給：1,000円～1,200円

Fd-142 歯科衛生士(パート) パート 13   医療・福祉 吹田市末広町
9：00～19：00の間の
3時間以上

木・日・祝日 1 資格要 必須：歯科衛生士 時給：1,400円

Fd-143
ホール・会議室・教室の設営 及 清掃
受付含

パート 12   教育・学習支援業 吹田市朝日町 8：00～13：00
その他
（勤務は週2日程度）

1 不問 必須：PC入力 時給：1,000円

Fd-144 清掃作業 パート 11   その他サービス業 吹田市朝日町 9：00～17：00 土・日・祝日 1 不問 時給：1,000円

※２０２２年６月２５日～２０２２年７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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Ga-518 入出荷の検品業務 パート 05   卸売・小売業 大阪市淀川区西三国
9：00～16：00の間の
6時間程度

日　祝日　その他 2 不問 時給：1,000円～1,050円

Ga-519 一般事務 パート 01   建設業 摂津市千里丘

10：00～17：00
または
9：00～18：00の間の
6時間程度

その他 1 不問 Word、Excel の基本操作ができること 時給：1,200円

Ga-520 一般事務（入金パート）/大阪北支店 パート 05   卸売・小売業 吹田市幸町 9：00～13：00 土・日・その他 1 不問 時給：992円

Ga-521 一般事務 パート 11   その他サービス業 吹田市朝日町 9：00～16：00 土・日・祝日 60 3号のﾆ 1 不問 時給：1,000円

※２０２２年６月２５日～２０２２年７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


