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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-985
事務職（訪問看護ステーション内での庶務・経理・医療
事務）

正社員 13   医療・福祉 吹田市岸部南 9:00～17:00
他　　※原則土日休み
　　　　※シフト制

45 3号のｲ 1 不問 188,900円～237,200円

A-986 運営事務正規職（東京・大阪・和歌山） Iキャスト 正社員 13   医療・福祉
東京都港区
大阪市北区
紀の川市古和田

9：00～18：00の間
の8時間（程度）

日祝他 64 1号 3 不問 保育士、経理、労務等経験のある方歓迎 174,000円～323,520円

A-987 （急募）営業事務 正社員 08   専門・技術サービス業 大阪市北区 9：00～17：45 土日祝他 59 1号 1 経験要
営業事務経験2年以上
特に契約書作成、請求業務にかかわった経験

180,500円～267,300円

A-988 一般事務スタッフ（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 - - 2 不問 170,000円～194,000円

A-991 営業事務 正社員 04   運輸業 茨木市南目垣 9：00～18：00 日祝他 - - 2 経験要
PC操作（ワード・エクセル）、事務経験あれば尚良し
普通自動車運転免許あれば尚良し

200,000円

A-992 広報・コーディネーター 正社員以外 13   医療・福祉 大阪市中央区 9：30～18：00 日他 - - 2 不問 ワード・エクセルなどの基本操作 190,000円～240,000円

A-993 品質保証 正社員 02   製造業 吹田市芳野町 9：00～17：30 土日他 69 1号 1 経験要
品質保証業務の経験（化学の知識のある方尚可）
（薬剤師の資格あれば尚可）

178,204円～306,544円

A-994 営業事務 正社員 02   製造業 吹田市芳野町 9：00～17：30 日祝他 - - 1 資格要
（1）日本語（2）英語、中国語、（韓国語可なら尚可）
（1）（2）でコミュニケーションが取れる

161,000円～306,544円

A-995 営業事務 正社員 02   製造業 吹田市江坂町 8：30～17：30 日祝他 40 3号のｲ 2 不問 PCスキル（ワード・エクセル入力レベル） 201,400円～250,160円

B-687 一般総合職 正社員 01   建設業 吹田市江坂町 8:30~17:30 土日祝 35 3号のｲ 2 不問 普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚良し 185,000円～220,000円

C-725 営業 正社員 07   不動産業 吹田市長野西
9：00～18：00
9：00～16：00

日他 38 3号のｲ 1 不問 要 普通自動車免許（AT限定可） 224,000円

C-726 営業（管理者候補） 正社員 07   不動産業 吹田市長野西
9：00～18：00
9：00～16：00

日他 59 1号 1 経験要 要 普通自動車免許（AT限定可） 264,000円～344,000円

C-727 建設機械レンタル営業 正社員 05   卸売・小売業 摂津市東別府
7：30～16：30
8：30～17：30
9：30～18：30

日祝他 35 3号のｲ 10 不問 要 普通自動車免許（AT限定不可） 237,500円～375,200円

C-728 営業職 正社員 05   卸売・小売業 八尾市跡部
7：30～16：30
8：30～17：30
9：30～18：30

日祝他 35 3号のｲ 2 不問 要 普通自動車免許（AT限定不可） 237,500円～375,100円

C-729 カウンター営業 正社員 07   不動産業 吹田市朝日町 10：00～19：00 他 （シフト制） - - 1 不問 要 普通自動車免許（AT可） 200,000円～250,000円

C-730 物流資材職 正社員 02   製造業 吹田市芳野町 9：00～17：30 日祝他 69 1号 1 経験要
・化学知識あれば尚可
・英語で顧客とコミュニケーション取れる方

178,204円～306,544円

Eb-047 空調メンテナンス 正社員 08   専門・技術サービス業 吹田市江坂町 8:45～17:30 日祝他 40 3号のｲ 2 不問 要 200,000円～270,000円

Eb-048 警備員 契約 11   その他サービス業 阪神間の各現場
8：30～17：30
9：00～18：00
10：00～17：00

他 18 2号 10 不問 194,400円～243,000円

Eb-049 技術支援 正社員 02   製造業 吹田市垂水町 9:00～17：20 土日祝 30 3号のｲ 1 不問 CADにて図面作成、電気系の資格あれば尚良し 160,000円～180,000円

Eb-050 商品管理 正社員 05   卸売・小売業 吹田市津雲台 8：30～17：30 土日祝 40 3号のｲ 1 不問 要 240,000円

JOBナビすいた　求人一覧 １０月分 （２０１９年１０月２４日現在）

※２０１９年９月２５日～２０１９年１０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-051 プレスオペレーター 正社員 02   製造業 大阪市東淀川区下新庄 8：30～17：30 日祝他 45 3号のｲ 2 不問 要 普通自動車運転免許（AT限定可） 200,000円

Eb-052 警備スタッフ（定年なし・未経験者OK) 正社員 11   その他サービス業 吹田市他
8：00～17：00
21：00～5：00

他 18 2号 5 不問 169,840円～187,000円

Eb-053 警備スタッフ（淀川区・東淀川区・吹田市） 正社員 11   その他サービス業 吹田市他
8：00～17：00
9：00～18：00
21：00～5：00

他 18 2号 10 不問 169,840円～187,000円

Eb-054 ろ過施設点検、整備作業員 正社員 11   その他サービス業 官庁、工場の各現場（阪神近
辺）

9：00～17：00 他 - - 1 不問 要 普通自動車運転免許（AT限定可） 220,000円～300,000円

Eb-055 土工 （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
233,750円
（日給：11,000円）

Eb-056 土工 （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
233,750円
（日給：11,000円）

Eb-057 土工 （東住吉区） 契約 01   建設業 東住吉区照ヶ丘矢田 8：00～17：00 日祝 - - 10 不問 住込可　　履歴書不要
233,750円
（日給：11,000円）

Eb-058 土工 （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
233,750円
（日給：11,000円）

Eb-059 土工 （尼崎市戸ノ内） 契約 01   建設業 尼崎市戸ノ内町 8：00～17：00 日祝 - - 10 不問 住込可　　履歴書不要
233,750円
（日給：11,000円）

Eb-060 介護職員（正社員） 正社員 13   医療・福祉 吹田市川園町
7：30～16：00
8：00～16：30
9：00～17：30

シフト 59 1号 3 経験+資格要 205,900円～219,100円

Eb-061 建設機械整備 正社員 05   卸売・小売業 摂津市東別府
7：30～16：30
8：30～17：30
9：30～18：30

日祝他 40 3号のｲ 10 不問 要 177,900円～270,000円

Eb-062 配送・車両陸送ドライバー・整備補助 契約 05   卸売・小売業 摂津市東別府 8：30～17：30 日祝他 - - 1 不問 要 中型自動車運転免許 199,680円～216,320円

Eb-063 整備補助 契約 05   卸売・小売業 摂津市東別府 8：30～17：30 日祝他 - - 1 不問 要 中型自動車運転免許 161,408円～167,232円

Eb-064 整備（サービススタッフ） 正社員 05   卸売・小売業 八尾市跡部
7：30～16：30
8：30～17：30
9：30～18：30

日祝他 40 3号のｲ 2 不問 要 普通自動車免許（AT限定不可） 177,900円～270,000円

Eb-065 介護福祉士（デイケア）正社員 正社員 13   医療・福祉 吹田市岸部北 8：30～17：00 日他 - - 2 資格要 要 子育両立支援 介護福祉士・普通自動車免許（AT限定可） 192,700円～204,700円

Eb-066 介護員（デイケア）正社員 正社員 13   医療・福祉 吹田市岸部北 8：30～17：00 日他 - - 2 不問 要 子育両立支援 普通自動車免許（AT限定可） 167,650円～179,650円

Eb-067 支援相談員（正社員） 正社員 13   医療・福祉 吹田市岸部北 8：30～17：00 日他 - - 1 経験+資格要 子育両立支援 介護福祉業界の経験。社会福祉士。 191,100円

Eb-068 倉庫管理 正社員 02   製造業 吹田市東御旅町 8:30～17:30 日他 - - 1 資格要 フォークリフト 167,500円～207,000円

Eb-069 （正）重量機器等設置工事 正社員 08   専門・技術サービス業 神戸市東灘区 7：00～16：00 土日祝 44 3号のｲ 2 不問 要 普通自動車運転免許（AT限定可） 250,000円～270,000円

Eb-070 タイヤ洗い作業員（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 日祝他 - - 20 不問 273,650円～358,850円

※２０１９年９月２５日～２０１９年１０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-071 仕分け作業員（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 日祝他 - - 20 不問 273,650円～358,850円

Eb-072 コンクリート片搬出作業員（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 日祝他 - - 20 不問 273,650円～358,850円

Eb-073 水撒き作業員（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 日祝他 - - 20 不問 273,650円～358,850円

Eb-074 工事現場清掃作業員（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 日祝他 - - 20 不問 273,650円～358,850円

Eb-075 清掃 （吹田市江の木町） 嘱託 11   その他サービス業 吹田市江の木町 7：00～15：30 土日祝 - - 1 不問 要
現場責任者等の経験者　優遇
普通自動車運転免許（AT限定可） 必須

161,750円～190,150円

Fc-368 給食・調理（パート） パート 07   不動産業 吹田市泉町
6：30～14：30
11：00～19：00

他　シフト制 - - 1 不問 時給：970円～1,200円

Fc-369 清掃スタッフ（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 - - 1 不問 時給：964円

Fc-370 清掃（南金田1丁目） パート 11   その他サービス業 吹田市南金田 14：00～16：00 火・木・日 他 - - 1 不問 時給：1,300円

Fc-371 清掃（垂水町） パート 11   その他サービス業 吹田市垂水町
8：00～10：00の間の1
時間

火・木・土・日・祝 - - 1 不問 時給：1,000円

Fc-372 清掃（南正雀） パート 11   その他サービス業 吹田市南正雀
8：00～12：30
8：00～16：30
11：00～19：00

日祝他 - - 1 不問 時給：964円

Fc-373 清掃（垂水町） パート 11   その他サービス業 吹田市垂水町
8：00～11：00
9：00～12：00
10：00～13：00

土日祝 - - 1 不問 時給：1,100

Fc-374 清掃（豊津町） パート 11   その他サービス業 吹田市豊津町
11：00～15：00の間の2
時間（以上）

火・木・土・日 他 - - 1 不問 時給：1,000円～1,150円

Fc-375 事務所ビル清掃（江坂） パート 11   その他サービス業 吹田市江坂町 6：00～9：00 他 - - 1 不問 時給：1,000円

Fc-376 オフィスビル清掃（南吹田） パート 11   その他サービス業 吹田市南吹田
8：30～16：30の間の5
時間（以上）

月・日 他 - - 1 不問 時給：1,100円

Fc-377 清掃（垂水町） パート 11   その他サービス業 吹田市垂水町
8：00～11：00
9：00～12：00
10：00～13：00

土日祝 - - 1 不問 時給：1,100円

Fc-378 設備管理（千里万博公園） パート 11   その他サービス業 吹田市千里万博公園 9：00～18：00 他（現場ローテーション） - - 1 資格要 第二種電気工事士必須 時給：1,300円

Fc-379 容器の洗浄、ダンボールの開梱及び始末他雑用一般 パート 05   卸売・小売業 吹田市江の木町 11:00～15:00 日祝他　隔週水曜休み - - 2 不問 時給：980円～1,300円

Fc-380 生活支援員【急募】 パート 13   医療・福祉 吹田市千里山東
8：30～17：00の間の5
時間（以上）

土・日・祝 - - 3 不問 時給：965円

Fc-381 軽作業 パート 02   製造業 吹田市垂水町
9：00～17：00の間の
3時間以上

土日祝 - - 2 不問 時給：965円～1,200円

Fc-382 マンション管理員・清掃代行 パート 10   生活関連サービス業 京阪神にある管理物件
0：00～23：59の間の2
時間（以上）

物件により異なる 69 1号 3 不問 時給：970円

※２０１９年９月２５日～２０１９年１０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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Fc-384 清掃スタッフ（吹田市山手町） パート 11   その他サービス業 吹田市山手町 7：00～10：00 日祝 - - 2 不問 時給：970円

Fc-385 軽作業 パート 02   製造業 吹田市南吹田
9：00～17：00または上
記時間のうち4時間以
上

土日祝 - - 1 不問 子育両立支援 時給：965円

Fc-386 （障）軽作業 パート 02   製造業 吹田市南吹田
9：00～17：00または上
記時間のうち4時間以
上

土日祝 - - 1 不問 障害者枠 時給：965円

Fc-387 一般機械加工業務 パート 02   製造業 吹田市南正雀 8：00～17：00 土日祝他 - - 1 不問 時給：1,400円

Fc-388 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
9：00～15：00
15：00～20：00

日他 - - 1 経験要 簡単なパソコン操作 時給：1,000円

Fc-389 厨房・給食業務 パート 13   医療・福祉 吹田市南吹田 15：30～19：30
パート・アルバイト規定に
よる

- - 1 不問 時給：964円

Fc-390 警備スタッフ（淀川区・東淀川区・吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市他
8：00～17：00
9：00～18：00

シフト 18 2号 10 不問 時給：965円

Fc-391 郵便物等の二輪車による配達 パート 11   その他サービス業 吹田市穂波町 8：00～16：45 シフト - - 6 不問 時給：1,120円～1,680円

Fc-392 印刷スタッフ パート 02   製造業 吹田市豊津町
9：00～15：00
9：00～17：30
13：00～17：30

日祝他 - - 2 不問 時給：964円～1,000円

Fc-393 分譲マンション管理人スタッフ パート 11   その他サービス業 吹田市広芝町 9：00～12：00 月日祝他 - - 1 不問 時給：1,000円

Fc-394 マンション清掃（吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市佐竹台 9：00～12：00 シフト制 - - 2 不問 時給：970円

Fc-395 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 水曜日 - - 1 不問 時給：1,030円

Fc-396 浄化槽施設作業の補助 パート 11   その他サービス業
官庁、工場の各現場（阪神近
辺）

9：00～17：00 他 - - 3 不問 日給：9,500円～15,000円

Fc-397 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
7：00～21：00の間の4
時間以上

シフト - - 3 不問 時給：1,050円

Fc-398 介護職員（パート） パート 13   医療・福祉 吹田市川園町 8：30～15：30 日他 - - 1 不問 時給：990円～1,020円

Fc-399 （障）軽作業 パート 13   医療・福祉 吹田市江の木町 10：00～15：30 他 - - 5 不問 障害者枠 時給：964円～1,000円

Fc-400 調理補助/大阪市東淀川区 パート 09   宿泊・飲食サービス業 大阪市東淀川区豊里
11：00～13：00
10：00～13：00

土日祝他 - - 3 不問 時給：964円

Fc-402 介護員（デイケア）パート パート 13   医療・福祉 吹田市岸部北
8：30～17：00の間の3
時間（以上）

日他 - - 2 不問 子育両立支援 普通自動車免許（AT限定可）あれば尚良し 時給：1,090円～1,100円

Fc-403 開店前清掃 （吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市千里万博公園 6：45～9：45 他 - - 4 不問 時給：964円

Fc-404 保育士 パート 13   医療・福祉 吹田市千里山虹が丘
7：00～19：00の間
の4時間（以上）

日祝他 - - 2 資格要 保育士資格 時給：1,100円～1,200円

※２０１９年９月２５日～２０１９年１０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
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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 １０月分 （２０１９年１０月２４日現在）

Fc-405 WEB系システム開発エンジニア パート 03   情報通信業 大阪市北区
10：00～19：00の間の3
時間（以上）

土日祝他 - - 2 経験要
プログラミング又はシステム開発経験
EC-CUBEやWordPressなどのソフトウェア　カスタマイズ、インフラエ
ンジニア経験のある方優遇

時給：1,200円～2,000円

Fc-406 病院内清掃/パート パート 11   その他サービス業 大阪市東淀川区
7：00～21：00の間の3
時間以上

日他 - - 3 不問 時給：980円

Fc-407
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 月火木金日祝 - - 1 不問 時給：1,000円

Fc-408 環境調査・分析に関する補助作業 パート 07   不動産業 吹田市垂水町 9：30～17：30 土日祝他 - - 2 不問 時給：1,000円

Fc-409 清掃 （吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市江の木町 7：00～15：30 土日祝他 - - 1 不問 時給：964円

Fc-410 清掃 （吹田市） パート 11   その他サービス業 吹田市江の木町 7：00～11：30 土日祝他 - - 2 不問 時給：964円

Ga-266 一般事務スタッフ（パート） 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　隔週水曜休み - - 2 不問 簡単なPC操作できれば尚良し 時給：970円～1,300円

Ga-267 一般事務 パート 05   卸売・小売業 吹田市高城町 9：00～16：00 土日祝 - - 2 不問 時給：980円

Ga-268 一般事務 パート 05   卸売・小売業 吹田市江の木町
10：00～18：30
10：00～17：00
10：00～16：30

土日祝 - - 2 不問 ネットショップ経験あれば尚良、ネットショップに興味のある方 時給：1,000円

Ga-269 営業事務（パート） パート 03   情報通信業 吹田市江の木町
9：00～18：00の間の3
時間（以上）

土日祝他 - - 2 経験要 ワード、エクセル、メールで文字数字の入力。事務経験のある方。 時給：1,100円～1,200円

Ga-270 事務職員 パート 13   医療・福祉 吹田市古江台 9：00～18：00 他 - - 2 経験要 パソコン  経理経験あれば尚良 時給：1,100円

Ga-271 ゆうパックの仕分け パート 11   その他サービス業 吹田市穂波町
12：00～21：00の間の6
時間

シフト - - 2 不問 時給：990円～1,150円

Ga-272 図書室受付業務等 パート 12   教育・学習支援業 吹田市西御旅町 11：00～19：40 土日祝他 - - 1 経験要
パソコン操作ができる方 （Excelの表作成程度）
司書資格があれば歓迎

時給：970円

Ga-273 （障）ネットショップ販売員 パート 13   医療・福祉 吹田市江の木町 10：00～15：30 日他 - - 5 不問 障害者枠 時給：964円～1,000円

Ga-274 （障）パソコン業務等 パート 13   医療・福祉 吹田市江の木町 10：00～15：30 他 - - 5 不問 障害者枠 時給：964円～1,000円

Ga-275 （障）事務スタッフ・事務補助スタッフ パート 13   医療・福祉 吹田市江の木町 10：00～15：30 日他 - - 5 不問 障害者枠 時給：964円～1,000円

Ga-276 事務職 パート 07   不動産業 吹田市山田南
9：00～18：00の間の4
時間以上

土日祝 - - 1 経験要 要
ワード・エクセルでのデータ入力程度必須。
（イラストレーターが使用できれば尚良し）

時給：980円～1,000円

Ga-277 一般事務 パート 08   専門・技術サービス業 大阪市中央区
9：00～16：00
9：00～17：00

土日祝 - - 1 不問
短大卒業以上
パソコン（ワード・エクセル）で簡単な文章作成が出来る方

時給：1,100円～1,500円

Ga-278 受付事務 パート 13   医療・福祉 吹田市高浜町
8：45～12：45
16：45～19：45

日祝他 - - 1 経験要 パソコン基本操作 時給：1,000円

Ga-279 診療補助／平日午後診・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 不問 パソコン入力程度 時給：970円～1,030円

※２０１９年９月２５日～２０１９年１０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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Ga-280 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 不問 パソコン入力程度 時給：970円～1,030円

Ga-281 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：1,000円

※２０１９年９月２５日～２０１９年１０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


