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カブシキガイシャ アクシス
QRコード

株式会社Axis

https://en-gage.net/axis-obankoban/

スーパーやショッピングモールなどの商業施設の
店舗内にて不用品の鑑定・査定・買取を行う仕事
です。
お客様がお買い物の前後に気軽に立ち寄れるよ
うな雰囲気作りを大切にしています。同じ催事場
に行く機 会も多く、「また来てるのね」とお声がけ
いただくこともあります。知 識より人 柄・やる気が
大切なお仕事です。

雇用形態

正社員

勤務場所

大阪市中央区安土町２丁目５－５本町明大ビル４F

勤務時間

10:00 ～ 19:00（実働8時間・休憩1時間）

休日・休暇

給与

あ

募集職種

か

さ

催事イベント運営スタッフ

た

※催事場所・イベントにより異なります。

※現場への直行直帰があります。

な

隔週土曜日＋毎週日曜日＋祝日
◇ 有給休暇（半年後から10日取得）◇ 夏季休暇 ◇ 年末年始休暇
月給：250,000円～300,000円 + インセンティブ
（※想定年収 3,000,000円 ～ 6,000,000円）
※試用期間2ヵ月間：22万円（契約社員）
※試用期間終了後：25万円＋インセンティブ支給
※インセンティブは、2カ月後から発生します。
※上記額にはみなし残業代（月40時間分60,000円分）を含みます。
超過分は全額支給します。

待遇

社会保険／雇用保険／労災保険／有給休暇／
交通費全額支給（マイカー通勤OK！）／ 歩合給有／ 昇給・昇格有

備考

学歴・資格不問 ／ 未経験者歓迎

代表者
創立年月
資本金

ま

や

代表取締役 菊地 徹

ら

2016年 7月
30,000,000円

従業員数

34人

事業内容

貴金属・ブランド・お酒・切手・ゲーム機などの不用品の買取・販売

所在地

は

〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル4F
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カブシキガイシャアクターリアリティー
QRコード

株式会社アクターリアリティー

あ

https://www.aqtor.co.jp/

大阪・東京・名古屋を中心に、自社パッケージ
開発・出向開発・請負開発・サーバーホスティ
ング事業・メディカル事業を展開しています。
WEB開発・スマートフォン開発・業務系アプリ
ケーション開発（C#・Java）・自動車ECU開発・
回路設計・機構設計・組込開発等に積極的に
取り組んでいます。

か

さ

雇用形態

募集職種

正社員

①業務系システム開発
②インフラエンジニア
③ソフト開発リーダー

勤務場所

大阪本社：大阪市都島区東野田町4-7-23 サンビル京橋

勤務時間

【①②③】9:00～18:00 （休憩時間 12:00～13:00）

休日・休暇

給与

【年間休日】 120日以上
■完全週休2日制（土曜・日曜）／ ■祝日
■夏季休暇／ ■年末年始休暇／ ■有給休暇／ ■慶弔休暇
①250,000円～450,000円
②200,000円～450,000円
③350,000円～550,000円

備考

※左記金額にはみなし残業代（月 30時間37,369円～84,081円分）を含みます。

■昇給年1回（4月）■賞与年2回（8月・1月 ※業績・個人考課によります）
■各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）■交通費全額支給(当社規定)
■時間外手当■イベント年4回（お花見、ボウリング大会、ソフトボール大会、BBQ）
【必須スキル・経験】
①業務系システムの開発経験３年以上
②サーバー・ストレージ・ネットワーク・データベースなどの設計・構築経験３年以上
③言語問わずプロジェクトリーダー・サブリーダー経験
組込系・業務系・Web系アプリケーション開発の経験
C、C++、C#、Java、PHP、.NET、Delphi、SAP、Android等
代表者

創立年月
資本金

益井 繁

は

ま

や

平成18年7月7日
30,000,000円

ら

従業員数

160人

事業内容

■技術事業 ソフトウェア開発事業（・制御系組込み設計開発／・業務系アプリケーション開発
／・Webシステム設計開発／・Webコンテンツ開発／・ネットワーク、サーバー設計構築／・評価
検証業務／・携帯メール配信システム『モバぴっと』／・ホームページ制作）
■技術事業 ハードウェア開発事業（・自動車設計開発／・電気電子機器設計開発／・航空機設
計開発／・海外商品開発／・評価検証業務）

所在地

な

※左記金額にはみなし残業代（月 30時間46,712円～84,081円分）を含みます。

※左記金額にはみなし残業代（月 30時間65,396円～102,765円分）を含みます。
※給与額は経験・能力・プロジェクトに応じて決定します。※みなし残業代超過分は全額支給します。
※社歴や年齢などに関わらず、仕事の成果やクライアントからの評価に応じて、正当に評価を反映しています。

待遇

た

〒534-0024 大阪市都島区東野田町4丁目7番23号 サンビル京橋7F
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カブシキガイシャアクターリアリティー
QRコード

株式会社アクターリアリティー

あ

https://www.aqtor.co.jp/

大阪・東京・名古屋を中心に、自社パッケージ
開発・出向開発・請負開発・サーバーホスティ
ング事業・メディカル事業を展開しています。
WEB開発・スマートフォン開発・業務系アプリ
ケーション開発（C#・Java）・自動車ECU開発・
回路設計・機構設計・組込開発等に積極的に
取り組んでいます。

正社員

勤務場所

大阪本社：大阪市都島区東野田町4-7-23 サンビル京橋

勤務時間

【④⑤】9:00～18:00 （休憩時間 12:00～13:00）

休日・休暇

給与

募集職種

④ＩＴ系人材営業
⑤総務事務

雇用形態

か

さ

た

な

【年間休日】120日以上
■完全週休2日制（土曜・日曜）／■祝日
■夏季休暇／■年末年始休暇／■有給休暇／■慶弔休暇
④200,000円～400,000円

※左記金額にはみなし残業代（月 30時間37,369円～74,738円分）を含みます。超
過分は全額支給します。※給与額は経験・能力に応じて決定します。

は

⑤180,000円～250,000円

※左記金額にはみなし残業代（月 14時間17,432円～月30時間46,712円分）を含
みます。超過分は全額支給します。※給与額は経験・能力に応じて決定します。

待遇

備考

■昇給年1回（4月）■賞与年2回（8月・1月 ※業績・個人考課によります）
■各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
■交通費全額支給(当社規定)
■時間外手当■イベント年4回（お花見、ボウリング大会、ソフトボール大会、BBQ）

ま

【必須スキル・経験】
④法人営業経験
⑤給与計算・入退社手続・雇用保険、社会保険手続・健康診断手配・備品購入、管理・社内行事の企
画・電話応対、来客対応の事務経験(主に給与計算)３年以上
代表者

創立年月
資本金

や

益井 繁
平成18年7月7日
30,000,000円

ら

従業員数

160人

事業内容

■技術事業 ソフトウェア開発事業（・制御系組込み設計開発／・業務系アプリケーション開発
／・Webシステム設計開発／・Webコンテンツ開発／・ネットワーク、サーバー設計構築／・評価
検証業務／・携帯メール配信システム『モバぴっと』／・ホームページ制作）
■技術事業 ハードウェア開発事業（・自動車設計開発／・電気電子機器設計開発／・航空機設
計開発／・海外商品開発／・評価検証業務）

所在地

〒534-0024 大阪市都島区東野田町4丁目7番23号 サンビル京橋7F
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かぶしきがいしゃあすく ふくしじぎょうぶ きらめきかい

株式会社アスク 福祉事業部 きらめき会

QRコード

あ

https://kirameki-kai.com/about/

障がいのある方が、自 立を目 指しながら、毎
日を楽しく過ごせるように支 援するお仕 事で
す。日 中の生 活 介 護「あうー」とショートステイ
「あまやどり」を運営しています。
資格や経験は必要ありません。人のお世話を
するのが 好 きな 方 は 是 非 一 度 ご 検 討 くださ
い！
利用者さまと職員が家族のように過ごせる施
設づくりを目指し一緒に働きましょう！

雇用形態

正社員

勤務場所

〒575-0003 大阪府四條畷市岡山東3丁目9−5

勤務時間

【シフト制】① 9時00分～18時00分 ／ ②10時00分～19時00分
③（夜勤）19時00分～09時00分（仮眠休憩 4.5時間）

休日・休暇

給与

募集職種

支援員

さ

た

な

週休2日シフト制、祝日、年末年始、 GW、お盆等振休あり
月給 160,000円〜
（基本給160,000円〜＋ 家族手当 20,000円）
・家族手当については全員支給。昇給、処遇改善手当あり
・深夜割増手当あり
※介護職員初任者研修修了者、社会福祉主事、保育士、介護福祉士については、
別途それぞれ資格手当があります

待遇

か

は

ま

社会保険／雇用保険／労災保険／
賞与あり（年1回支給）／退職金共済加入／退職金制度あり（勤続3年以上）
未経験者歓迎、普通自動車免許取得者優遇、勤務シフトについては希望を考慮し
ます。団地から徒歩圏内での通勤が可能です

備考
代表者

長倉 健太郎

創立年月

平成元年10月

資本金

90,000,000円

ら

従業員数

55人(内 福祉事業部きらめき会は14人）

事業内容

本業：製造業（試作やリサイクル事業）
福祉事業部：障がい者施設運営

所在地

や

わ

〒575-0003 大阪府四條畷市岡山東3丁目9−5
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カブシキガイシャ アワハウス
QRコード

株式会社アワハウス

https://ourhouse.co.jp/

私たちは社会全体を同じ家に集う仲間であると
考えています。 障害があろうが無かろうが「楽し
さ」も「悲しみ」も感じながら利用者やご家族様と
共に生きたい。それが“私たちの家”「アワハウス」
です。
主な業務は、利用者のご自宅等に訪問し生活全
般の介 護などを通して、利 用 者の目 標でもある
豊かな人生を目指す支援になります。

正社員 ※試用期間6ヶ月

勤務場所

①サービス提供責任者：本社（在宅勤務推奨）
②一般職員：主に現場または本社

勤務時間

10:00 ～ 19:00（9：00 ～ 18：00） ※実働8時間・休憩1時間

給与

待遇

募集職種

か

さ

①サービス提供責任者
②一般職員

雇用形態

休日・休暇

あ

或いはサービス提供時間によるシフト制

た

な

完全週休2日日制（✳シフトにより休日曜日を固定）
年末年始（12/31-1/3）・夏季休暇あり

月給215,000円～ ※みなし残業代（14850円〜25700円/10時間分）含む。

は

※超過分は法定通り支給します。
※給与は経験・スキル・保有資格等を考慮し、面談の上決定します。

雇用保険／厚生年金／健康保険／労災保険
交通費5万円/月まで支給
資格手当、処遇改善手当、特定処遇改善手当あり

ま

◇応募資格（職種によって異なります。）

備考

①サービス提供責任者：介護福祉士
②一般職員：介護職員実務者研修、介護職員初任者研修
◇学歴不問
※試用期間中も契約条件に変わりありません。
代表者

創立年月
資本金

代表取締役 前田一成
1992年10月

ら

10,000,000円

従業員数

148名（内、常勤72名）

事業内容

訪問介護事業（障がい者部門）、高齢者部門研修、講座・研修部門、システム開発部門
等

所在地

や

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 1-6-1 JMFビル西本町01 8F
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カブシキガイシャウイルテック

株式会社ウイルテック

QRコード
https://www.willtec.jp/

ウイルテックはエンジニア・製造工場における請負、受
託 、EMS、 派 遣 などのアウトソーシングを 担 う 製 造
サービス企業です。
アウトソーシング業 界では珍しい自 社 工 場をもつモノ
づくりカンパニーとして東証二部に上場し、時代に求め
られるスキルを持った人財を育成することで、メーカー
企業様の技術力や製造力における ”課題解決” を行う
会社として成長していきます。

雇用形態
勤務場所
勤務時間

休日・休暇

無期雇用
※但し入社後最大6カ月間の
有期契約を締結

募集職種

か

さ

製造・工場、機械オペレーター

た

大阪市住之江区平林北 1-2-150
京阪門真市駅、地下鉄北加賀屋駅、JR尼崎駅、阪神大物駅、近鉄布施駅
※上記の各駅から無料送迎バスあり
【交替制】①8:30～20:30（実働9.5H）
（休憩9:30～10:00／12:00～12:45／14:45～15:15／17:00～17:45）
②20:30～8:30（実働9.5H）
（休憩21:30～22:00／0:00～0:45／2:45～3:15／5:00～5:45）

な

4勤2休シフト
は

給与

月給制 208,543円～

待遇

業績連動賞与 年2回／交通費[規定支給]上限150,000円/月

※入社月＋ 5ヵ月間は試用期間として契約社員雇用 :時間給1,282円の支給とする。

昇給制度／通勤手当 ※規定あり／時間外手当／出張手当／休日出勤手当
社会保険完備 ※2ヶ月未満の短期就労希望の場合は除く
保養所あり／大型テーマパーク利用／
映画・フィットネス・ショッピングなど100万件以上の会員割引サービス
※退職金制度はありません

備考

あ

ま

未経験大歓迎／学歴不問／※会社規定により65歳定年制です。

や
代表者
創立年月
資本金

代表取締役社長 宮城 力
1992年(平成4年) 4月
128,250,000円

従業員数

グループ連結：5,265名 (2021年3月末現在)
ウイルテック単体：4,021名 (2021年3月末現在)

事業内容

製造請負事業/製造派遣事業/製造装置受託事業/機電系技術者派遣事業/
修理サービス事業/海外事業
労働者派遣事業許可番号(派)27-180027
有料職業紹介事業許可番号27-ユ-180017

所在地

〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号
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カブシキガイシャウイルテック

株式会社ウイルテック

QRコード
https://www.willtec.jp/

ウイルテックはエンジニア・製造工場における請負、受
託 、EMS、 派 遣 などのアウトソーシングを 担 う 製 造
サービス企業です。
アウトソーシング業 界では珍しい自 社 工 場をもつモノ
づくりカンパニーとして東証二部に上場し、時代に求め
られるスキルを持った人財を育成することで、メーカー
企業様の技術力や製造力における ”課題解決” を行う
会社として成長していきます。

雇用形態

募集職種

無期雇用

あ

か

さ

製造・工場、機械オペレーター

た
勤務場所
勤務時間

休日・休暇

給与
待遇

備考

京都府京田辺市
最寄駅：JR大住駅 徒歩20分
【交替制】①8：30～20：30（実働10H）
（休憩10:10～10:25 12:00～12:45 15:10～15:25 17:00～17:45）
②20：30～8：30（実働10H）
（休憩2H）

な

4勤2休シフト
月給制 196,158円～【月収例】 263,900円程度

は

※入社月+2ヵ月間は契約社員での雇用となり時給 1,100円+手当での支給とする。
業績連動賞与 年2回／交通費[規定支給]上限150,000円/月
昇給制度／通勤手当 ※規定あり／時間外手当／出張手当／休日出勤手当
社会保険完備 ※2ヶ月未満の短期就労希望の場合は除く
保養所あり／大型テーマパーク利用／
映画・フィットネス・ショッピングなど100万件以上の会員割引サービス
※退職金制度はありません

ま

未経験大歓迎／学歴不問／※会社規定により65歳定年制です。

や
代表者
創立年月
資本金

代表取締役社長 宮城 力
1992年(平成4年) 4月
128,250,000円

従業員数

グループ連結：5,265名 (2021年3月末現在)
ウイルテック単体：4,021名 (2021年3月末現在)

事業内容

製造請負事業/製造派遣事業/製造装置受託事業/機電系技術者派遣事業/
修理サービス事業/海外事業
労働者派遣事業許可番号(派)27-180027
有料職業紹介事業許可番号27-ユ-180017

所在地

〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号
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ら

わ

カブシキガイシャウイルテック

株式会社ウイルテック

QRコード
https://www.willtec.jp/

ウイルテックはエンジニア・製造工場における請負、受
託 、EMS、 派 遣 などのアウトソーシングを 担 う 製 造
サービス企業です。
アウトソーシング業 界では珍しい自 社 工 場をもつモノ
づくりカンパニーとして東証二部に上場し、時代に求め
られるスキルを持った人財を育成することで、メーカー
企業様の技術力や製造力における ”課題解決” を行う
会社として成長していきます。

雇用形態

募集職種

無期雇用

あ

か

さ

スマホ画面の軽作業
た

勤務場所

勤務時間
休日・休暇

給与
待遇

備考

大阪府堺市（グリーンフロント堺内）にある大手メーカーの工場
最寄駅：JR「堺市駅」・南海「堺駅」「堺東駅」・地下鉄「住之江公園駅」からバスで
15分
通勤方法：バス
【交替制】①8：30～20：40（実働10H）
（休憩：2時間10分 20分⇒50分⇒20分⇒40分に分けて取得）
②20：30～翌8：40（実働10H）
（休憩：2時間10分 20分⇒50分⇒20分⇒40分に分けて取得）

な

4勤2休／4勤2休シフト
月給制 189,600円～【月収例】 266,100円程度

は

※入社月+2ヵ月間は契約社員での雇用となり時給1,100円+手当15,800円での支給とする。
業績連動賞与 年2回／交通費[規定支給]上限150,000円/月
昇給制度／通勤手当 ※規定あり／時間外手当／出張手当／休日出勤手当
社会保険完備 ※2ヶ月未満の短期就労希望の場合は除く
保養所あり／大型テーマパーク利用／
映画・フィットネス・ショッピングなど100万件以上の会員割引サービス
※退職金制度はありません

ま

未経験大歓迎／学歴不問／※会社規定により65歳定年制です。

や
代表者
創立年月
資本金

代表取締役社長 宮城 力
1992年(平成4年) 4月
128,250,000円

従業員数

グループ連結：5,265名 (2021年3月末現在)
ウイルテック単体：4,021名 (2021年3月末現在)

事業内容

製造請負事業/製造派遣事業/製造装置受託事業/機電系技術者派遣事業/
修理サービス事業/海外事業
労働者派遣事業許可番号(派)27-180027
有料職業紹介事業許可番号27-ユ-180017

所在地

〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目3番1号
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ら

わ

エバーコートカブシキガイシャ

エバーコート株式会社

QRコード

あ

http://www.e-c.co.jp/index1.html

食品用をはじめ、雑貨用など幅広く対応できる
「ドライラミネート」という包装フィルムの製造に
おいて業界随一のシェアを誇る企業です！
身近なところでは、レトルトカレーのボイル用袋
が代表格。
便利な買い置き食品のおいしさを保つ技術に
近づくお仕事を、新しく始めてみませんか。

か

さ
雇用形態

正社員

勤務場所

＜転勤なし＞ 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-6-76

勤務時間

シフト制［1］8:00～17:10
※配属部署により夜勤有（20:00～翌5:00、交替制）
※残業有（月平均40時間、残業代別途支給）

休日・休暇

給与

募集職種

技能工

土・日・祝（会社カレンダーにより出勤の場合有）
★年間休日115日
◇ 夏季休暇 ◇ 年末年始休暇

た

な

は

月給190,000円～280,000円（※想定年収：3,800,000円～）
［1］月給19万円～28万円 ※経験・能力による
☆試用期間1ヵ月～3ヵ月有
（時給1000円～ ※経験・能力による）

ま
待遇

備考

昇給有、賞与年2回（業績による）、交通費支給（月5万円迄）、各種社会保険
完備、退職金制度有
◇ 雇用保険／厚生年金／健康保険／労災保険
◇ 資格取得支援・手当てあり

や

学歴不問 / 未経験OK
代表者

創立年月
資本金

代表取締役 三島 滿
1960年4月1日
2000万円

従業員数

55名（パート・アルバイト含む）

事業内容

ラミネート加工全般

所在地

ら

わ

〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-6-76
Copyright © 2022 NPO 法人 HELLOlife All Rights Reserved.

エバーコートカブシキガイシャ

エバーコート株式会社

QRコード

あ

http://www.e-c.co.jp/index1.html

食品用をはじめ、雑貨用など幅広く対応できる
「ドライラミネート」という包装フィルムの製造に
おいて業界随一のシェアを誇る企業です！
身近なところでは、レトルトカレーのボイル用袋
が代表格。
便利な買い置き食品のおいしさを保つ技術に
近づくお仕事を、新しく始めてみませんか。

か

さ
雇用形態

正社員

募集職種

勤務場所

＜転勤なし＞ 〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-6-76

勤務時間

8:00～17:10 （休憩70分 実働8時間）
※残業有（月平均10時間、残業代別途支給）

一般事務

た

な
休日・休暇

給与

待遇

備考

土・日・祝（会社カレンダーにより出勤の場合有）
★年間休日115日
◇ 夏季休暇 ◇ 年末年始休暇
月給187,500円～200,000円（※想定年収：2,800,000円～）
☆試用期間3ヵ月有
同条件
昇給有、賞与年2回（業績による）、交通費支給（月5万円迄）、各種社会保険
完備、退職金制度有
◇ 雇用保険／厚生年金／健康保険／労災保険
◇ 資格取得支援・手当てあり
高卒以上 / Word・Excel操作ができる方

代表者
創立年月
資本金

ま

や

代表取締役 三島 滿
1960年4月1日

ら
2000万円

従業員数

55名（パート・アルバイト含む）

事業内容

ラミネート加工全般

所在地

は

わ

〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見1-6-76

Copyright © 2022 NPO 法人 HELLOlife All Rights Reserved.

カブシキガイシャ エフティー
QRコード

株式会社エフティー

あ

https://en-gage.net/ft-kitashinchi-harami/

私たちは、牛肉の“はらみ”に特化した
創作焼肉専門店『北新地はらみ』を出店していま
す。
高級イタリアンやフレンチ出身のシェフが
今までになかったはらみ料理を提供します。

か

さ

今後もさらに出店を計画しています。

雇用形態

正社員

募集職種

勤務場所

大阪市中央区道頓堀1-7-8（最寄駅：各線「なんば」駅）
※引っ越しを伴う転勤はありません。

勤務時間

10時～22時のシフト制（実働 8時間・休憩1時間）

店舗運営スタッフ

た

な
休日・休暇

週休2日制（月7〜8日以上の休日：シフト制）
夏季休暇／年末年始休暇／慶弔休暇
有給休暇（半年後10日分取得）

は
給与

月給 280,000円 ～ 400,000円
（※想定年収 3,600,000円 ～ 5,000,000円）

待遇

雇用保険／厚生年金／労災保険／健康保険
交通費支給あり
短期昇給あり

備考

学歴・資格不問
未経験者歓迎

代表者
創立年月
資本金

や

代表取締役 武村 英弘
2019年9月

ら

3,000,000円

従業員数

10名（うちアルバイト6名）（2021年4月時点）

事業内容

北新地はらみ（焼肉店）の運営

所在地

ま

〒541-0012 大阪市中央区安土町2-5-5- 本町明大ビル

Copyright © 2022 NPO 法人 HELLOlife All Rights Reserved.

わ

カブシキガイシャ オージートソウコウジ
QRコード

株式会社オージー塗装工事

あ

http://ogtoso.com/index.html

経営ビジョンは、Oh！ Good Painter！
良い仕事師と言われるように！
当社は会社創業より30年の歴史が築いた、業界
随一の技術力と対応力があります。未経験、無
資格からOK！資格支援制度もあるため、興味
がある方は一度職場見学してみませんか？

雇用形態

正社員

勤務場所

〒536-0024 大阪市城東区中浜3-24-8

勤務時間

1日 8時間（休憩1時間） 6：00 ～ 15：00

休日・休暇

給与

募集職種

か

さ

【現場職】橋梁塗装補修作業・電
力鉄塔現場の作業

た

※現場への直行直帰があります。

※変形労働時間制 変形労働時間制の単位：1年単位

年間休日数：105日
休日：日曜日，祝日，その他（雨天時など）
夏季休暇／年末年始
6ヶ月経過後の年次有給休暇日数：10日

な

は

月給 25～50万円
※別途残業代支給
（ただし、現場から直帰の場合は残業代に含まれません。）

ま
待遇

各種社会保険完備／有給休暇
※入社後すぐの地上作業期間（日給1万2千円～1万5千円）

備考

年齢：不問 ／資格・必要経験：不問
学歴：高校以上が必須
代表者

や

代表取締役 杉野 政史

創立年月

昭和62年

資本金

3,500万円

ら

従業員数

18名（協力会社を含めて常時52名の施工体制）

事業内容

鋼構造物塗装（橋梁・ダム）、建築構造物塗装（マンション・一般住宅）、ブラスト工事。主
に官公庁・関西電力・大阪ガス発注工事の塗装施工管理。

所在地

〒536-0024 大阪府大阪市城東区中浜3-24-8
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カブシキガイシャオージートソウコウジ
QRコード

株式会社オージー塗装工事

あ

http://ogtoso.com/index.html

経営ビジョンは、Oh！ Good Painter！
良い仕事師と言われるように！
当社は会社創業より30年の歴史が築いた、業界
随一の技術力と対応力があります。未経験、無資
格からOK！資格支援制度もあるため、興味があ
る方は一度職場見学してみませんか？

雇用形態

正社員

勤務場所

〒536-0024 大阪市城東区中浜3-24-8

勤務時間

1日 8時間（休憩1時間） 6：00 ～ 15：00

休日・休暇

給与

募集職種

か

さ

【管理職】橋梁塗装補修作業・電
力鉄塔現場の作業

た

※現場への直行直帰があります。

※変形労働時間制 変形労働時間制の単位：1年単位

年間休日数：105日
休日：日曜日，祝日，その他（雨天時など）
夏季休暇／年末年始
6ヶ月経過後の年次有給休暇日数：10日

な

は

月給 30～50万円（固定残業代含む） ※経験者面談の上決定
※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず 30時間分を、月 5万円支給
※上記を超える時間外労働分は追加で支給
（ただし、現場から直帰の場合は残業代に含まれません。）

ま
待遇

各種社会保険完備／有給休暇
※入社後すぐの地上作業期間（日給1万2千円～1万5千円）

備考

年齢：不問 ／資格・必要経験：必須
学歴：高校以上が必須
代表者

や

代表取締役 杉野 政史

創立年月

昭和62年

資本金

3,500万円

ら

従業員数

18名（協力会社を含めて常時52名の施工体制）

事業内容

鋼構造物塗装（橋梁・ダム）、建築構造物塗装（マンション・一般住宅）、ブラスト工事。主
に官公庁・関西電力・大阪ガス発注工事の塗装施工管理。

所在地

〒536-0024 大阪府大阪市城東区中浜3-24-8
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わ

シャカイフクシホウジンオオサカギョウメイカン オオサカギョウメイカンビョウイ ン

社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院

QRコード

あ

https://www.gyoumeikan.or.jp

当法人は此花区100年以上の歴史をもち、地
域住民が心の絆を実現できる法人を目指して
います。JR西九条駅から徒歩3分の好立地！
急 性 期・回 復 期・慢 性 期の幅 広い医 療に加
え、介護サービスに至る医療・看護・介護を展
開するグループ病院です。
当院では、できるだけ部署間の垣根を作らず、
みんなで協力し合えるよう、スタッフ間のコニュ
ニケーションも緊密にし、運営しています。

雇用形態

正社員

勤務場所

〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条5丁目4-8

勤務時間

①7時00分～15時30分 ／ ②8時30分～17時00分
③12時00分～20時30分
④16時30分～翌朝9時00分（夜勤なしも可）

休日・休暇

給与

募集職種

①看護補助

か

さ

た

な

週休2日シフト制（年間休日 122日）
月給21,4250円〜 ※介護福祉資格者は239,250円〜
※夜勤手当 7,000円／回
※扶養手当（規定による）
配偶者 16,000円 ／ 子 5,000円／人
※通勤手当（実費支給・上限あり：45,000円）
※資格・経験を考慮します。

待遇

社会保険／雇用保険／労災保険／有給休暇／慶弔休暇
賞与あり（年2回支給 4.6ヶ月分（前年度実績：業績連動）

備考

資格不問、未経験者歓迎
代表者

創立年月

は

ま

や

理事長 古城 資久
1952年5月

ら
資本金

18,000,000円

従業員数

927人

事業内容

大阪暁明館病院、訪問看護ST、訪問ヘルプ、デイケア、通所介護ケアプラン、福祉用具貸与の
各センター、西九条クリニック（泌尿器科・血液透析）、地域包括支援センター、あかつき（老健施
設）

所在地

〒554-0012 大阪市此花区西九条5丁目4-8
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カブシキカイシャオオマエセイサクジョ

株式会社大前製作所

QRコード
https://omae-ss.co.jp

「お 客 様に 笑（よろこ）んでいただける商 品を 創 りま
す」を経営理念として、金属加工業、とりわけ本社工
場ではパイプ曲げ加工を柱にパイプ製品、河内工場
（同 市 本 庄）では板 金・製 罐 加 工をおこなっていま
す。ものづくりに興味があり、コツ コツ物事に取り組
める人にオススメです。このプロジェクトで入 社した 2
名の先輩も大活躍していますので、先輩たちと一緒
に会社を盛り上げてください！

①金属加工職
②製造事務職

雇用形態

正社員
※試用期間3ヶ月

勤務場所

大阪府東大阪市本庄 2丁目4番5号 河内工場

勤務時間

平日 8:00～17:00／ 土曜 8:00～17:00
（うち休憩90 分、残業有り月平均時間 35 時間）

募集職種

か

さ

た

な

土曜（製造職のみ会社カレンダーによる）・日曜・祝祭日・年末年始・夏期休暇・
有給休暇（付与時期：初年度 入社6ヶ月後10日）

休日・休暇

給与

あ

①金属加工職：月給制 210,000 円 〜
②製造事務職：月給制 170,000 円 〜
※試用期間は時間給で 1,000 円／時間
【通勤手当】最高月額 20,000 円まで
【残業代】 1,250 円／時

ま

待遇

社会保険、雇用保険、賞与あり（昨年実績 年3回）、
産休・育児休暇、介護休暇

備考

・未経験大歓迎！！
・製造・CADの操作方法など懇切丁寧に教えます。
代表者

創立年月

は

や

大前 陽一
昭和26年2月

ら
資本金

1,000万円

従業員数

24名

事業内容

金属製品 パイプ曲げ加工、レーザ加工、溶接加工

わ
所在地

本社工場：大阪府東大阪市高井田中 3丁目13番2号
河内工場：大阪府東大阪市本庄 2丁目4番5号
Copyright © 2022 NPO 法人 HELLOlife All Rights Reserved.

シャカイフクシホウジンサンロクカイトクベツヨウゴロウジンホームキヨタキラクラクエン

あ

社会福祉法人山麓会 特別養護老人ホーム

清滝らくらく苑（他2施設）

雇用形態

正規雇用

※試用期間3ヶ月

http://www.sanrokukai.com

四條畷市清滝で高齢者介護施設を中心に事業展開
しています。「〇〇らくらく苑」という名前で、特別養護
老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設、デイ
サービス、ショートステイを中 心に 10か所の高 齢 者
介護事業を展開しています。

か

高齢者一人ひとりと向き合い、 “その人らしい暮らし ”
を作る仕事。スタッフのほとんどが業界未経験から活
躍 しています。 資 格 取 得 も 手 厚 くサポートいたしま
す。

さ

募集職種

介護スタッフ
た

勤務場所

【清滝らくらく苑】大阪府四條畷市清滝中町 1-3
【南野らくらく苑】大阪府四條畷市大字清瀧 771-1
【雨塚らくらく苑】大阪府四條畷市大字清瀧 511-1

勤務時間

7:00～16:00 ／ 10:00～19:00 または 10:30～19:30（勤務地により異なる）
12:00～21:00 ／ 21:00～翌7:00（基本夜勤）

休日・休暇

月9日（2月は8日）年間107日 2年目より108日

給与

総支給額（基本給＋手当） 215,975円～234,175円

は

＋交通費、住宅手当（当社規定に限る）、扶養手当（当社規定に限る）
■基本給：165,000～170,000円
【夜勤手当（ 1回あたり）】 5,185円～5,235円（月5回程度）
【介護福祉士資格手当】 5,000円 【介護福祉士処遇改善資格手当】 3,000円
【処遇改善加算金】 1時間あたり 58円（1ヵ月約10,000円）
【処遇改善加算皆勤手当】 10,000円 【特定処遇改善加算手当】 5000円～10000円

待遇

な

社会保険／雇用保険／賞与あり（年 3回 ※初年度は 1回）／
処遇改善加算金（毎月の処遇改善加算金以外に人事考課にて年に 3回支給）／
年末年始手当／有給休暇／介護休暇／産前産後休暇／育児休暇／
慶弔休暇／マイカー通勤 OK（無料P）／大阪府民間共済会（退職金等制度）

備考

ま

や

入職後の健康診断費用免除（初回給与時に支給）
代表者

理事長 田中 敏弘

創立年月

平成15年11月13日

従業員数

160名（令和元年現在）

ら

第一種社会福祉事業（特別養護老人ホームの経営）

事業内容

所在地

第二種社会福祉事業（老人短期入所事業の経営、老人デイサービスセンターの経営、老人介
護支援センターの経営、老人居宅介護等事業の経営）
大阪府四條畷市清滝中町1-3
Copyright © 2022 NPO 法人 HELLOlife All Rights Reserved.

わ

カブシキガイシャキヨミ

あ

株式会社KIYOMI

https://kiyomi-inc.jp/

株式会社 KIYOMIは、大阪府寝屋川市で就労継続支
援事業を展開。
だれもが活躍できる社会をモットーに様々な機会を提
供します。
アットホームな雰囲気の中で、みんなで楽しく・真剣に
仕 事に取り組める環 境 作りをしていきたいと思ってい
ます。
「共感できる」という方は、是非当社へご応募下さい ♪

雇用形態
勤務場所

募集職種

正社員

就労支援員／生活支援員
作業療法士／精神保健福祉士

か

さ

た

①大阪府寝屋川市小路南町 20-8
（JR学研都市線 忍ケ丘駅徒歩12分 京阪高倉バス停より徒歩2分）

②大阪府寝屋川市高宮あさひ丘 25-13
（京阪バスあさひ丘住宅駅から徒歩5分）

な
勤務時間

9:00～18:00 休憩60分 実働8時間
※時間外労働あり 月平均1〜2時間

休日・休暇

給与

完全週休2日制 （土・日・年末年始（12/29〜1/3）※祝日は出勤になります。）
★年間休日108日※年次有給休暇、慶弔等特別休暇除く

は

月給200,000円～250,000円（※想定年収：2,500,000円～）（諸手当含む）
☆試用期間6ヵ月有（試用期間中の労働条件：同条件）

待遇

【賃金】資格・経験を考慮／賞与有り（業績による）／交通費支給（上限月1万5000
万円）／皆勤手当（10000円）／資格手当（3000円〜7000円）／処遇改善手当
各種社会保険完備（ 雇用保険・ 厚生年金・ 健康保険・ 労災保険）

備考

学歴不問／未経験OK ※いずれか必須※ 普通自動車免許／AT限定免許
※会社規定により60歳定年制です。
代表者

創立年月
資本金

や

代表取締役 村上智康
平成29年3月1日

ら

300万円

従業員数

18名

事業内容

就労支援事業（しいたけ栽培・観賞魚の育成）
クリーニング事業
飲食業

所在地

ま

〒572-0866 大阪府寝屋川市小路南町20-8
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わ

カブシキガイシャクスノキシコウシャ

株式会社楠紙工社

QRコード
http://www.kusunoki-shikohsya.co.jp/

時代が変化する中、当社では創業より別製の
特注封筒の加工に特化しています。
50年余の技術の蓄積を存分に発揮し、お客様
のあらゆるニーズに最高の品質及び低価格・
短納期での提供が可能です。これからも新技
術・新システムの開発に邁進し、お客様の「あ
りがとう」の一言を少しでも多くいただけるよう、
全社員一丸となりお役立ちに努めます。

雇用形態

募集職種

正社員

あ

か

さ

封筒加工機のオペレーター

た
勤務場所

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南 2-1-22

勤務時間

9:00 ～ 17:30（実働7.5時間・休憩60分）
※定時変動制：通常期 9：00～17：30
閑散期9：00～17：00 ／ 繁忙期9：00～18：15

休日・休暇

な

◇日曜日・祝日 ／◇年末年始休暇・夏季休暇
◇土曜日は月2回ほど出勤(会社カレンダーに依る)
◇年次有給休暇10日(5日分は土曜会社営業日に使用)

給与

月給192,000円
※通勤手当（上限 3万円）
※固定残業代 25,660円～20時間相当分含む

待遇

各種保険完備（雇用保険・厚生年金・労災保険・健康保険）
◇昇給年1回(初年度2回) ◇残業手当(時給換算)
◇皆勤手当10,000円 ◇家族手当 配偶者10,000円 子供1人につき5,000円
◇制服貸与(ロッカーあり) ◇無料健康診断 ◇バイク通勤OK
◇誕生日プレゼント制度(ギフト券)
◇親睦会主催 1月新年会、4月花見、10月バーベキュー、12月忘年会

備考

学歴・年齢・資格・経験：不問
代表者

創立年月

は

ま

や

代表取締役 楠 宏和
昭和40年

ら
資本金

1000万円

従業員数

45名

事業内容

封筒の製造、販売

所在地

わ

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2-1-22
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グッドケアユウゲンガイシヤ

あ

ぐっどケア 有限会社
https://recruit-goodcare.com

雇用形態

正社員 （試用期間2～6ヶ月）

勤務場所

主に障がいをお持ちの方への身体面や生活面での
支援を行っている会社です。 枚方市内に入居施設、
通所施設合わせて 9施設運営をしており、資格が必
須の施設や無資格から勤務していただける施設があ
ります。

か

最 初は未 経 験だった方も、多く活 躍されているので
経験は問いません。利用者様への気持ちと職員同
士のチームワークを大切にして一緒に働いていただ
ける方を募集しています。

さ

募集職種

介護職

た

大阪府枚方市津田元町 2丁目54-5
な

勤務時間

8:30～17:30（休憩1時間）
は

完全週休２日制（土曜・日曜）

休日・休暇

月給220,000円～

給与

ま
待遇

社会保険完備、中小企業退職金共済
リロクラブ加入

備考

未経験OK
応募資格：普通自動車免許 必須
代表者

創立年月
資本金

や

代表取締役 内田智久
2005年 1月

ら

1000万円

従業員数

140人

事業内容

介護保険サービス、障がい福祉に関わるサービス

所在地

大阪府枚方市津田元町2丁目54--5
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コジワンサービスカブシキガイシヤ

あ

コジワンサービス株式会社
https://www.cozyone.co.jp/kaisya/

2010年創業以来、成長を続けているハウスクリーニング・エアコ
ンクリーニングの専門会社です。大阪・神戸・奈良・京都を活動エ
リアとして年間施工実績は3000件以上。約半数がリピーターと
口コミによるご紹介のお客様で業績は好調です。
今回の募集はSNSやWebページ、動画編集、画像編集、コンテ
ンツ制作を通じて当社の魅力を発信するお仕事です。当社のブ
ランディングを一緒にしてみませんか？
私たちと共に活躍してくださる新しい仲間を募集します。

雇用形態

正社員（試用期間2～3ヶ月）

勤務場所

募集職種

事務職（動画編集・SNS運用等）

か

さ

た

大阪府東大阪市三ノ瀬 2-1-15
な

勤務時間

休日・休暇

給与

9:00〜18:00（休憩1時間 実働8時間）
完全週休二日制、年末年始、 GW4日間～、お盆 4日間
※年間休日：117日

は

月給170,000円～250,000円（残業代は別途支給）
ま

待遇

代表者
創立年月
資本金

昇給年1回、賞与年2回（2ヶ月分/年）、制服・備品支給
交通費全額支給※規定による
社会保険完備（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）

や

代表取締役 田中 進
2010年10月6日
300万円

従業員数

正社員11名

ら

事業内容

ハウスクリーニング、エアコンクリーニング、店舗清掃、リフォーム
不動産・オフィスの日常・定期清掃、空室清掃、空き家管理サービス
什器・家具組立・分解・回収サービス、お墓掃除・草引き
その他生活支援サービス

わ

所在地

大阪府東大阪市三ノ瀬2-1-15
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カブシキガイシャシーエスコミュニケーション

あ

株式会社シーエスコミュニケーション
https://www.cs-com.co.jp

パソコンを始め、サーバやルータ等の
ネットワーク機器などを扱い、設計構築から か
運用保守まで幅広く請負い、
DX（デジタルトランスフォーメーション）によっ
て日々進化していく情報化社会を縁の下で
支えるインフラ系のIT企業です。

さ

正社員

勤務場所

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-8 WINビル 8F

勤務時間

フレックス勤務 1日8時間（コアタイム 11:00～15:00）

休日・休暇

募集職種

カスタマーエンジニア
ネットワークエンジニア

雇用形態

た

な

※シフト勤務の場合あり

完全週休2日

※シフト勤務の場合あり

は

月給238,100円〜

給与

※固定残業手当30,100円〜含む（20時間）
※経験・スキル・能力を考慮し優遇
※その他、資格手当、家族手当、役職手当等
※経験者は試用期間がない場合もあります。

ま

待遇

・社会保険／雇用保険／労災保険
・弔慰金保険
・有給休暇／慶弔休暇
・夏季休暇／冬季休暇

備考

応募資格：ITインフラ系エンジニア経験者
代表者

牧草 亮輔

創立年月

1998年8月

資本金

2,000万円

ら

従業員数

100名

事業内容

コンピュータのネットワークシステム及び通信システムの企画、設計、開発、保守、及び
コンサルティング、電気工事業

所在地

や

大阪本社 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-1-8 WINビル 8F
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セッツコウザイカブシキガイシャ

あ

摂津鋼材株式会社
http://www.settsu-kozai.co.jp/

私たちは創業７５年を超える歴史を誇る、薄板コイ
ルセンターとして製鉄所で巻物状に加工された薄
鋼板を切断加工し、電機メーカー及びその外注先
中心に供給しています。
ものづくりに不可欠な素材である鋼板を供給する
社会への使命感。私たちの生活を支える鉄。身近
な製品に姿を変えて、私たちのまわりにたくさんあ
る鉄。このような鉄に関わる会社で一緒に働きませ
んか。
活気あふれる職場で、未経験でも丁寧に指導いた
します。
正社員（※試用期間： 3ヶ月）

勤務場所

【本社】大阪府大東市新田北町 1-14

勤務時間

8:30~17:15（実動時間：7時間55分・休憩時間： 50分）

休日・休暇

募集職種

①生産管理職
②現業職

雇用形態

週休2日（日曜、※土曜は 2〜4日/月 休み） ※年間カレンダーによる
祝日／年末年始／夏季休暇／ GW／有給休暇／慶弔休暇
特別休暇／産休・育休（取得実績あり）※年間休日 :108日
月給 181,270円 〜 271,000円

か

さ

た

な

は

※残業代、別途全額支給
※経験・能力等を考慮のうえ、決定いたします。
※上記には一律手当として、職務手当（ 2万円）、食事手当（ 7,770円）を含みます。

給与

交通費支給（会社規定に準ずる）／雇用・労災・健康保険、厚生年金／住宅手当
家族手当（配偶者： 1万円、子1人：2000円／月）役職手当／皆勤手当／車通勤 OK
駐車場完備／傷病保険あり／昼食弁当補助あり／生活習慣病健診、人間ドック、
がん検診補助、禁煙補助／生命保険（３年目から）／慶弔見舞金／制服貸与
床上操作式クレーン・リフト等の資格免許取得費補助（業務内容に応じて）

待遇

【応募資格】高卒以上 (①生産管理職は簡単な Excel入力ができる程度の PCスキルも)
※職種・業種未経験、社会人未経験歓迎！
※コイルセンター業務経験、普通自動車運転免許、玉掛け技能者（入社後取得・講習費用
は会社負担）、床上操作式クレーン運転技能者の資格があれば尚良し。

備考

代表者

代表取締役社長 長谷川 修

創立年月

1949年（昭和24年）7月16日

資本金

や

ら

3,000万円

従業員数

38名

事業内容

鋼材専門業者として冷延鋼板、各種表面処理鋼板、プレコート鋼板、ステン・非鉄他の
製造・販売を行なっています。

所在地

ま

大阪府大東市新田北町 1-14
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セッツコウザイカブシキガイシャ

あ

摂津鋼材株式会社
http://www.settsu-kozai.co.jp/

私たちは創業７５年を超える歴史を誇る、薄板コイ
ルセンターとして製鉄所で巻物状に加工された薄
鋼板を切断加工し、電機メーカー及びその外注先
中心に供給しています。
ものづくりに不可欠な素材である鋼板を供給する
社会への使命感。私たちの生活を支える鉄。身近
な製品に姿を変えて、私たちのまわりにたくさんあ
る鉄。このような鉄に関わる会社で一緒に働きませ
んか。
活気あふれる職場で、未経験でも丁寧に指導いた
します。

雇用形態

正社員（※試用期間： 3ヶ月）

勤務場所

【本社】大阪府大東市新田北町 1-14

勤務時間

8:30~17:15（実動時間：7時間55分・休憩時間： 50分）

休日・休暇

募集職種

③営業職

週休2日（日曜、※土曜は 2〜4日/月 休み） ※年間カレンダーによる
祝日／年末年始／夏季休暇／ GW／有給休暇／慶弔休暇
特別休暇／産休・育休（取得実績あり）※年間休日 :108日

か

さ

た

な

は

月給 191,270円 〜 281,000円

※残業代、別途全額支給
※経験・能力等を考慮のうえ、決定いたします。
※上記には一律手当として、職務手当（ 3万円）、食事手当（ 7,770円）を含みます。

給与

交通費支給（会社規定に準ずる）／雇用・労災・健康保険、厚生年金／住宅手当
家族手当（配偶者： 1万円、子1人：2000円／月）役職手当／皆勤手当／車通勤 OK
駐車場完備／傷病保険あり／昼食弁当補助あり／生活習慣病健診、人間ドック、
がん検診補助、禁煙補助／生命保険（３年目から）／慶弔見舞金

待遇

【応募資格】高卒以上
※職種・業種未経験、社会人未経験歓迎！
※営業経験、コイルセンター業務経験、普通自動車運転免許、玉掛け技能者（入社後取得
・講習費用は会社負担）があれば尚良し。

備考

代表者

代表取締役社長 長谷川 修

創立年月

1949年（昭和24年）7月16日

資本金

や

ら

3,000万円

従業員数

38名

事業内容

鋼材専門業者として冷延鋼板、各種表面処理鋼板、プレコート鋼板、ステン・非鉄他の
製造・販売を行なっています。

所在地

ま

大阪府大東市新田北町 1-14
Copyright © 2022 NPO 法人 HELLOlife All Rights Reserved.

わ

カブシキガイシャダイマツドケン

株式会社大松土建

QRコード

あ

https://www.daimatu.co.jp

想像以上に多くの人が関わる解体工事事業。
当社では若手の育成はもちろんのこと、技術指導、
資格取得支援など、「人を育てるための取り組み」に
力を入れています。会社のため、家族のため、そして
自分のために技術を経験を積み、ステップアップして
いただきたいと思っています。
資格取得の費用は 100％会社が負担し、社員の成
長をサポートしています。

正社員

勤務場所

【本社】大阪市北区本庄東2-10-15 （①②③）
【中島リサイクルセンター】大阪市西淀川区中島2-12-49 （②③）

勤務時間

【①営業職／②施工管理職】8:30～17:30 ※残業はほとんどありません
【③現場作業員・ドライバー】7：45～17:30 ※残業はほとんどありません

休日・休暇

募集職種

①営業職／②施工管理職
③現場作業員・ドライバー

雇用形態

か

さ

た

な

完全週休２日制 (土曜・日曜)
祝日・夏期・冬期休暇、有給休暇、慶弔休暇、他
は

給与

月給20万7,200円～56万5,000円以上＋各種手当＋賞与年 2回

待遇

賞与有(7月・12月年２回)／交通費支給／時間外手当
退職金制度／社会保険完備／車通勤OK(駐車場完備)
私服勤務OK／国家資格取得支援制度有

備考

※経験・能力・年齢を考慮の上決定します。

【応募資格（①営業職／②施工管理職）】※有資格者優遇！
高卒以上、建築、土木、設備など建設業に携わった経験がある方（作業員、施工管理など）
【応募資格（③現場作業員・ドライバー）】職種・業界未経験歓迎！
普通自動車免許（AT限定不可）※学歴不問
【必要となるスキル・資格】PCスキル（エクセル、ワード、CADなど）／普通運転免許
【歓迎する資格・ご経験】建設工事の施工管理経験／建設現場での作業経験（
PC経験あり） 施工管
理技士資格（1級建築・土木）をお持ちの方優遇！
代表者

創立年月
資本金

や

新城 匡司
1967年6月20日

ら

20,000,000円

従業員数

55名（うち外国人実習生11名）

事業内容

建造物解体撤去工事／斫り工事／アスベスト除去工事（超高圧ウォータージェット）／産
業廃棄物処分業／産業廃棄物収集運搬業／特別管理産業廃棄物収集運搬業／再
⽣
砕石の製造販売／パイロット給油事業

所在地

ま

〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東2-10-15
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カブシキカイシャダイマツドケン

株式会社大松土建

QRコード

あ

https://www.daimatu.co.jp

想像以上に多くの人が関わる解体工事事業。
当社では若手の育成はもちろんのこと、技術指導、資格取
得支援など、「人を育てるための取り組み」に力を入れてい
ます。会社のため、家族のため、そして自分のために技術
を経 験を積み、ステップアップしていただきたいと思ってい
ます。資格取得の費用は 100％会社が負担し、社員の成
長をサポートしています。

雇用形態

正社員

勤務場所

【本社】大阪市北区本庄東 2-10-15

勤務時間

8:30～17:30 ※残業はほとんどありません

休日・休暇

募集職種

バックオフィス

か

さ

た

【アクセス】地下鉄・阪急｢天神橋筋六丁目｣駅～徒歩
8分／地下鉄｢中津｣駅～徒歩10分

完全週休２日制 (土曜・日曜)
祝日・夏期・冬期休暇、有給休暇、慶弔休暇、他

給与

月給19万円～37万円＋各種手当＋賞与年 2回

待遇

賞与有(7月、12月年２回)／交通費支給／時間外手当
退職金制度／社会保険完備／車通勤OK(駐車場完備)
私服勤務OK／国家資格取得支援制度有

備考

【応募資格】
職種・業界未経験、第二新卒、歓迎！
基本的なPCスキル、普通自動車免許（AT限定可）※学歴不問

な

は

※経験・能力・年齢を考慮の上決定します。

代表者
創立年月
資本金

や

新城 匡司
1967年6月20日
20,000,000円

ら

従業員数

55名（うち外国人実習生11名）

事業内容

建造物解体撤去工事／斫り工事／アスベスト除去工事（超高圧ウォータージェット）／産
業廃棄物処分業／産業廃棄物収集運搬業／特別管理産業廃棄物収集運搬業／再
⽣
砕石の製造販売／パイロット給油事業

所在地

ま

〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東2-10-15
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カブシキガイシャタナカショウテン

株式会社田中商店

QRコード

あ

http://tanaka582.sun.bindcloud.jp/index.html

創業50年、地域密着型の会社です。街のインフラを
支える大きな工事から、地域のお客さんの顔が見え
る工事まで、幅広いものづくりに携わっているのが特
徴です。
未経験から入社した人も多く、従業員同士がしっかり
連携し、お互いフォローし合える雰囲気づくりを心掛
けています。
一 期 一 会。人々の暮らしに欠かすことのできないも
のづくりの仕事を、共に目指しましょう。

土木施工・現場管理・
運輸・測量業務

雇用形態

正社員
※試用期間3ヶ月

勤務場所

大阪府四條畷市大字逢坂 582番地（事務所）

勤務時間

8:00～17:00（うち休憩90分、残業有り月平均時間 14時間）
※現場によって集合時間が異なることがあります。

募集職種

か

さ

た

な

日曜・祝祭日・年末年始・夏季休暇・有給休暇

休日・休暇

は
給与

日給月給制 197,800 円 ～ ＋各種手当
【交通費】支給（契約ガソリンスタンドにて 2回／月給油）
※経験・スキル・前給等を考慮し、面談の上決定します。
【支給総額想定：毎月 24万円程度】

ま
待遇

社会保険、雇用保険、
土木施工管理等資格優遇、制服貸し出し

備考

・未経験大歓迎！！
※普通免許要
代表者

創立年月
資本金

や

田中 幸成

ら

昭和39年9月
1,000万円

従業員数

12名

事業内容

土木施工・現場管理・運輸・測量業務

所在地

大阪府四條畷市大字逢坂 582番地
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エヌピーオーホウジンチュウブ

あ

NPO法人ちゅうぶ

https://npochubu.com/

障害者が自分らしく過ごすために生活や人生をサ
ポートし、遊びやライブに行きたい！友 達と飲みた
い！など、みんなが自分の意志で選択できる社会
を一 緒に作っていきます。またバリアフリーを体 感
するまちあるきイベント「なんばおにごっこ」を 2019
年まで毎年開催。 1992年大阪のまちづくり条例に
影 響を与え、バリアフリーを進めるなど、障 害 福 祉
のパイオニア的存在でもあります。

雇用形態

正社員（試用期間3ヶ月）

募集職種

か

さ

障害者支援スタッフ

た
勤務場所

大阪市東住吉区田辺5－5－20

勤務時間

9:00～17:30を基本とした 1カ月単位の変形労働時間制（休憩あり・週平均 41時間以内）
※配属部署により勤務時間は異なります。
※労働時間が各月の法定労働時間数を超える場合、別途残業手当を支給致します。

な

変形労働時間制（週休2日シフト制）※平均、月に 8～9日がお休みです。
休日・休暇

有給休暇、慶弔休暇、出産・育休制度完備
※土日を中心に、部門責任者と相談しながらシフトを組んでいます。
※入社翌日から全員に 5日の有給付与

月給203,000円～236,000円＋別途手当支給（時間外手当、介護手当など）

給与

は

賞与：3.2ヶ月分以上（夏期・冬期）※昨年度実績

待遇

各種社会保険完備（健康・雇用・労災・厚生年金）、スポーツクラブ法人会員（職場から
徒歩5分のスポーツクラブを無料で利用可）、資格取得支援制度
【諸手当】

■交通費支給（月 17,000円まで）、自転車通勤補助あり
■時間外手当
■家族手当 ※健康保険の被扶養者に支給
（子1人目⇒15,000円、子2人目10,000円、子3人目〜5,000円）
■緊急対応手当（急な時間外介護依頼の場合、時給に換算して 25％増の給与を支給）
■宿泊手当（泊りをお願いする場合は、別途 2,000円／1回を支給）

備考

1年に1回、昇給を必ず行っています。評価については、職員でプロジェクトチームを作り、みんなの意見を
聞きながら進めています。「頑張っている姿勢」など目に見えるもの以外も評価対象になり、実際の現場で
働くスタッフならではの意見をふんだんに取り入れています。
代表者

創立年月
資本金

や

尾上浩二

ら

1984年12月1日
ー

従業員数

職員43名、パートスタッフ15名、常勤・非常勤ヘルパー29名、登録ヘルパー105名
合計192名（2020年4月現在）

事業内容

障害者の自立生活のトータル支援

所在地

ま

わ

〒546-0031 大阪市東住吉区田辺 5-5-20
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しゃかいふくしほうじんきたでふくしかい なわてすみれえん

社会福祉法人北出福祉会 なわてすみれ園
http://sumire-kids.sakura.ne.jp/hp2/sp/index.html

四條畷市の西部地域にある保育所型認定こども
園です。保育幼児教育の提供以外にも、地域で
子育てされている方への支援や相談事業を行っ
ています。

か

子どもたちにドンドンと良い経験をさせ、グッと成
長させることが仕事です。興味を引き出す保育内
容を考えて、安全で快適な環境を用意し、子ども
と一緒に保育を行っています。

さ

募集職種

た

雇用形態

正社員

勤務場所

大阪府四條畷市北出町 11番7号 なわてすみれ園

勤務時間

平日 9:00~17:30(基本) ／土曜 9:00~17:30(基本) ※シフト制 7:00~20:00

休日・休暇

給与

保育士（有資格者）

日曜・祝日・隔週土曜日
夏期・冬期 年間 110 日以上 有給休暇(初年度 10 日)
【四大・1 種】月給制 204,045 円
(基本給 180,950 円+調整手当 18,095 円+改善手当 5,000 円)
【短大・2 種】月給制 200,305 円
(基本給 177,550 円+調整手当 17,755 円+改善手当 5,000 円)
【通勤手当】最高月額10,000円まで 【時間外手当】月10,000円程度

は

ま

社会保険、雇用保険、退職共済、産休、育児休暇、介護休暇
賞与あり（年 3 回）、昇給（年 1 回）

待遇
備考

な

・応募資格(四大卒業見込、短大卒業見込、既卒 )
代表者

創立年月
資本金

社会福祉法人北出福祉会なわてすみれ園
中山 航

ら

2015 年 4 月

従業員数

50 名

事業内容

保育所型認定こども園 地域支援事業 社会貢献事業

所在地

や

わ

《法人本部》
大阪府四條畷市北出町11 番 7 号
《なわてすみれ園》
大阪府四條畷市雁屋北町6 番 18 号
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カブシキガイシャビー・アライブ

あ

株式会社ビー・アライブ
https://www.bealive.co.jp/

創立23年、25,000件以上の施工実績があるコロ
ナ消毒・工場の消臭・孤独死・孤立死・独居死の特
殊清掃、消臭、消毒、害虫駆除、原状回復まで行
う専門業者です。

か

経験や学歴は問わず、未経験者歓迎です。
仕 事を通じて生きていることへの感 謝を実 感でき
ますし、お客様に「ありがとう」と涙されることもああ
ります。そんなお客様のお役に立てる仕事を一緒
に頑張りませんか。

さ

雇用形態

正社員（試用期間：6ヶ月）

勤務場所

〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻 1-10-12

勤務時間

6:00～20:00 の内、実働8時間程度（休憩 60分）

休日・休暇

募集職種

特殊清掃・ケアサービス

た

（最寄駅：桃谷駅から徒歩 3分程度）

な

※時間外労働あり／月平均 30 時間

週休2日／シフト制

※年間休日105日（年末年始休暇含む）
※6ヶ月経過後の年次有給休暇日数：10 日

給与

月給200,000円＋諸手当（資格手当・家族手当・管理職手当等）

待遇

交通費一部支給（上限 25000円）、各種保険、制服貸与
◇ 雇用保険／◇ 厚生年金／◇ 健康保険／◇ 労災保険

備考

学歴・経験不問、要普通自動車免許（ AT）

は

※試用期間中の労働条件：同条件
※残業代別途支給

ま

や
代表者
創立年月
資本金

代表取締役 川上哲司
平成15年11月
1000万

ら

従業員数

5名

事業内容

臭気調査／異臭分析および消臭/脱臭施工
細菌検査／細菌分析及び除染・消毒施工
害虫・害獣の防除管理／屋内・外の特殊清掃
革製品のリペアとクリーニング＆カラーリング
生活整理・生前整理・遺品整理／葬送サービス／不動産 売買・仲介

所在地

大阪市北区西天満5-16-3 西天満ファイブビル403号室
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カブシキガイシャブリッジフォー

株式会社ブリッジフォー

QRコード

あ

http://www.bf-g.co.jp

関西を中心に飲食事業を展開しており、
今年も新規店舗オープンに向けて計画中！
常に時代に合わせて変化をしつつ、目の前のお客様
に一生懸命に「おいしい」と「笑顔」を届けるために、ご
縁を大切にし、一つ一つの積み重ねを大切に取り組ん
でいます。
これまでも、これからも変わらぬ感 謝の心で、一 人 一
人のお客様の心に届くサービスをご提供させていただ
きます。

雇用形態

正社員

勤務場所

お好み焼き偶 住道北口店：大阪府大東市赤井1-1-22
お好み焼き偶 吉田駅前店：大阪府東大阪市今米1-2-45

勤務時間

10時～24時のシフト制（実働8時間・休憩1時間）

休日・休暇

給与

募集職種

か

さ

店舗運営スタッフ

た

※店舗によって営業時間が異なります。

■月7～10日（シフト制）
■夏季休暇／■年末年始休暇／■慶弔休暇
■有給休暇（半年後10日分取得）
月給 260,000円 ～ 350,000円
（※想定年収 3,300,000円 ～ 5,000,000円）

な

は

※上記給与に固定残業手当（45時間分・6万5000円 ※月給26万円の場合）を含みます。
時間を超過した場合は、別途支給します。

待遇

■昇給年1回（4月）／■賞与年2回（6月・12月）
■各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
■交通費全額支給／■住宅手当／■制服貸与
■社内イベント（年2回のボーリング大会、夏のBBQ大会など）※現在コロナ対
策のため、自粛中
◇ 雇用保険／労災保険／健康保険／厚生年金
◇ 資格取得支援・手当あり

ま

や
備考

学歴不問 / 未経験OK
代表者

創立年月
資本金

代表取締役社長 大橋恵里子

ら

平成13年7月26日
1000万円

従業員数

335名（パート・アルバイト含む、グループ2社連結）

事業内容

大阪市を中心に飲食店を計13店舗運営。

所在地

〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-1-12
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