
『合同企業就職説明会・面接会』　参加企業求人一覧
＊応募ご希望の方は、事前に最寄りのハローワークにて紹介状の交付を受けてください。         

＊求人の詳細は、ハローワークインターネットサービスで求人番号検索をすることによりご確認いただけます。

＊紹介状なしで来られた方もご参加いただけます。(当日申込の受付は15時20分までです。)
　　　　　　　　　　R4.9.2現在

募集職種 雇用形態 求人番号 年齢 経験・免許・資格等 整理番号

営業職 正社員 27180-9847021 40歳以下 普通自動車運転免許必須 1

営業事務 正社員 27180-9848721 59歳以下 事務経験必須 2

経理事務 正社員 27180-9849821 59歳以下 経理事務経験必須 3

機械加工　品質管理　検査業務 正社員 27180-9850421 59歳以下 不問 4

１ｔ・２ｔ近距離ドライバー 正社員 27180-9739321 不問
普通自動車運転免許必須（ＡＴ限定不可）

フォークリフト運転技能者あれば尚可 5

近・中・長距離ドライバー 正社員 27180-9740121 不問
８トン限定中型自動車免許必須

フォークリフト運転技能者あれば尚可 6

オペレーター 正社員 27180-9737521 35歳以下 不問 7

営業社員 正社員 27180-9738421 40歳以下 普通自動車運転免許必須 8

生産管理スタッフ 正社員 27180-9763321 45歳以下 不問 9

工場長候補 正社員 27180-9871121 45歳以下 不問 10

技術員（本社） 正社員 27020-50373321 64歳以下 不問 11

技術員（門真市） 正社員 27020-50372421 64歳以下 不問 12

デイサービスセンター管理職
（ナーシングホーム智鳥）

正社員 27180-9717121 18～59歳
介護職経験必須
介護福祉士必須

普通自動車運転免許あれば尚可
13

機能訓練指導員
（ナーシングホーム智鳥）

正社員 27180-9718021 59歳以下
高齢者へのリハビリ経験必須

理学療法士・作業療法士のいずれか必須
普通自動車運転免許あれば尚可

14

看護職員
（ナーシングホーム智鳥）

パート 27180-9716921 不問 看護師・准看護師のいずれか必須 15

運転手兼軽介護
（ナーシングホーム智鳥）

パート 27180-9723621 不問 普通自動車運転免許必須 16

ケアスタッフ（デイサービスセンター）
（ナーシングホーム智鳥）

パート 27180-9725121 不問 不問 17

ケアスタッフ（特別養護老人ホーム）
（ナーシングホーム智鳥）

パート 27180-9724921 不問 不問 18

介護スタッフ
（大和田ちどり）

正社員 27180-9719721 18～59歳 介護福祉士必須（受験資格でも可） 19

夜間ケアスタッフ
（大和田ちどり）

準職員 27180-9722321 18歳以上

介護経験あれば尚可
介護職員初任者研修修了者あれば尚可

介護福祉士あれば尚可
普通自動車運転免許あれば尚可

20

運転手（送迎）兼　軽介護
（大和田ちどり）

パート 27180-9727721 不問
運転経験（送迎あれば尚よし）

介護職員初任者研修修了者あれば尚可
普通自動車運転免許必須

21

介護スタッフ
（大和田ちどり）

パート 27180-9726021 不問 不問 22

看護職（正職員）
（ケアホームちどり）

正社員 27180-9618321 59歳以下 看護師・准看護師のいずれか必須 23

ケアスタッフ（特別養護老人ホーム）
（ケアホームちどり）

正社員 27180-9620021 18～59歳
介護職経験あれば尚可

介護福祉士必須（受験資格でも可）
24

看護職（パート）
（ケアホームちどり）

パート 27180-9619621 不問 看護師・准看護師のいずれか必須 25

介護職員（特別養護老人ホーム）
（ケアホームちどり）

パート 27180-9621721 不問
介護福祉士あれば尚可

ホームヘルパー２級あれば尚可
26

機械設計 正社員 27180-9510421 59歳以下 普通自動車運転免許あれば尚可 27

設備組立 正社員 27180-9509821 59歳以下 普通自動車運転免許あれば尚可 28

制御設計 正社員 27180-9508721 59歳以下 普通自動車運転免許あれば尚可 29

医薬品の製造作業 正社員 27180-9714321 61歳以下
クリーンルーム内での製造作業経験

３年以上必須 30

医薬品の製造作業 契約社員 27180-9748621 不問 不問 31

医薬品の試験補助 契約社員 27180-9746421 不問
理化学試験や医薬品従事の経験

あれば尚可
32

生産技術職 正社員 27180-9735821 35歳以下 不問 33

業務職（営業） 正社員 27180-9736221 35歳以下 普通自動車運転免許必須 34

E

A

D
株式会社三和歯車

【大阪市都島区高倉町】
【門真市四宮】

企　　業　　名
【就業場所】

株式会社出雲
【門真市四宮】

有限会社森田製針所
【門真市東田町】

社会福祉法人晋栄福祉会
【門真市北島町】
【門真市野里町】
【門真市柳田町】

智頭電機株式会社
【門真市向島町】

G

東和薬品株式会社
【門真市松生町】

※追加募集求人あり
（次ページ参照）

株式会社エヌ・ワイ・ティ
【門真市岸和田】

B

F

C
株式会社広伸
【門真市四宮】

H
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企　　業　　名
【就業場所】

I メンテナンススタッフ 正社員 27180-9569221 59歳以下
建設機械の点検整備経験あれば尚可

普通自動車運転免許必須 35

工場内における板金加工・
工場内軽作業

正社員 27180-9840221 64歳以下 不問 36

マシニングオペレーター・
切削加工技術職（未経験者歓迎）

正社員 27180-9841521 45歳以下 不問 37

溶接工
（溶接の技術は一生もの！！未経験者歓迎）

正社員 27180-9842421 45歳以下 不問 38

営業 正社員 27180-9869421 64歳以下
板金・製缶・レーザー加工・ブレーキの

知識あれば尚可
普通自動車運転免許（AT限定不可）必須

39

K トラックセールスドライバー 正社員 27180-9688721 59歳以下

車の運転に興味があり、
交通ルールを遵守できる知識必須
普通自動車運転免許あれば尚可
準中型自動車免許あれば尚可

40

技術者（機械操作）《経験者》守口市 正社員 27180-9575821 59歳以下 機械操作の経験必須 41

技術者（機械操作）守口市 正社員 27180-9577521 35歳以下 不問 42

技術者（機械操作）《経験者》大東市 正社員 27180-9580121 59歳以下 機械操作の経験必須 43

技術者（機械操作）大東市 正社員 27180-9578421 35歳以下 不問 44

介護福祉士
（はーとぴあ）

正社員 27180-9709121 59歳以下 介護福祉士必須
（介護福祉士取得後５年以上の方）

45

ケアマネージャー
（はーとぴあ）

正社員 27180-9706321 59歳以下
介護支援専門員

（ケアマネージャー）必須
46

支援相談員
（はーとぴあ）

正社員 27180-9705421 59歳以下
支援相談員経験あれば尚可

社会福祉士あれば尚可
47

正看護師
（はーとぴあ）

正社員 27180-9668621 18～59歳 看護師必須 48

介護職
（はーとぴあ）

契約職員 27180-9665521 不問 不問 49

入浴介助スタッフ
（はーとぴあ）

パート 27180-9670721 不問 不問 50

生産管理・資材調達 正社員 27180-10049121 59歳以下 普通自動車運転免許あれば尚可 51

製品設計 正社員 27180-10063621 59歳以下
機械設計の基礎

３D・CAD　２D・CAD必須
普通自動車運転免許あれば尚可

52

品質保証業務 正社員 27180-10105721 59歳以下 普通自動車運転免許あれば尚可 53

生産工程技能者 正社員 27180-10127621 59歳以下 不問 54

機械組立 正社員 27180-10532921 59歳以下 機械組立の経験あれば尚可 55

O 製造スタッフ 正社員 27180-9785721 33歳以下 不問 56

G 一般事務 契約社員 27180-11879321 不問 不問 57

株式会社京伸
【大東市御領】

谷正運輸株式会社
【守口市南寺方東通】

株式会社アクシス
【守口市南寺方中通】

株式会社橋本鉄工所
【守口市菊水通】
【大東市御領】

L

M

J

株式会社リングス
【守口市南寺方南通】

N
山岡金属工業株式会社

【守口市東郷通】
※9/2、一部条件緩和

東和薬品株式会社
【門真市松生町】

追　加　募　集

パナソニック健康保険組合
松下介護老人保健施設

はーとぴあ
【守口市外島町】


