
【感染症対策へのご協力のお願い】
・発熱や風邪の症状、倦怠感があるなど体調に不安のある方は、参加を
ご遠慮ください。（当日、受付にて非接触型体温計により検温を実施
します。37.5℃以上の発熱がある場合は参加をご遠慮いただきます。）

・ご来場の際にはマスクの着用、手洗い・うがいの励行をお願いします。
・会場内にアルコール消毒液を用意していますので、ご使用ください。

参加予定の地元企業 １４社

★お問合せ先★
（平日 8:30～17:15）

・ハローワーク枚方 職業相談部門

TEL 072－841 – 3363
（部門コード4１＃）

※お電話での面接会、セミナーへの参加
申込は、上記問合せ先（ハローワーク
枚方 職業相談部門）へお願いします。

【主催】枚方市、ハローワーク枚方、枚方雇用開発協会
【協力】寝屋川市・交野市・大阪府立北大阪高等職業技術専門校

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止になる場合があります。その際はハローワーク枚方ＨＰにてお知らせいたします。

ビィーゴ（枚方ビオルネ５階）
枚方市岡本町７－１

１３時～１６時

【場所】

【時間】

・面接を受ける企業数分の履歴書（写真付き）
・ハローワーク受付票（登録されている方）
・お持ちの方は紹介状

枚方市
ひこぼしくん

※事前予約制（企業説明のみ希望する場合も予約が必要です）
ハローワーク窓口またはハローワーク枚方へ電話（072-841-3363部門コード４１＃）

※予約枠に空きがあれば当日参加申込可能です。
（当日申込の受付時間は15時20分までです。）

【持ち物】
ハローワーク枚方

ひらぺんさん

アクセスＭＡＰ

枚方市岡本町７－１ 枚方ビオルネ
５階（ビィーゴ）・６階（ハローワーク）

・各種相談会(相談会受付13～15時）

●各種相談会 ※各種相談会は予約不要です
会場：ハローワーク枚方 会議室A （枚方ビオルネ６階）
枚方市就労相談／枚方市
職業訓練校の相談／北大阪高等職業技術専門校

枚方ビオルネ

京阪枚方市駅下車
約２００ｍ

・（株）大阪螺子製作所
・大正精工（株）
・不二産業（株）
・坂本精器（株）
・久門紙器工業（株）
・（株）関西金属工業所
・富士テクノ工業（株）

・アロー建設（株）
・日本通運（株）京都支店
・カワトミフーズ（株）
・京阪ビルテクノサービス（株）
・（社福）聖徳園ひらかた聖徳園
・アイサポート（株）
・（有）わたしの家すやま

詳細は裏面をご覧ください
ハローワーク枚方HPにも掲載中

URL https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/list/hirakata/news_topics_00011.html



事業所名（就業場所） 職種 雇用形態 募集年齢 求人番号 整理
番号

① アロー建設 株式会社
（枚方市香里ケ丘）

リフォーム営業 フルタイム(正社員) 64歳以下 27130-13836111 ①ーa
リフォーム現場管理 フルタイム(正社員) 28歳以下 27130-13837711 ①ーb
リフォーム現場管理 フルタイム(正社員) 64歳以下 27130-13838811 ①ーc
建築デザイナー フルタイム(正社員) 64歳以下 27130-13839211 ①ーd
営業事務 フルタイム(契約社員) 不問 27130-13843911 ①ーe

②
日本通運 株式会社 京都支店
（枚方市、京都市、久御山町、
長岡京市等）

構内スタッフ フルタイム(正社員) 61歳以下 26020-22405411 ②ーa
ドライバー フルタイム(正社員) 61歳以下 26020-22407311 ②ーb
リフトオペレーター フルタイム(正社員) 61歳以下 26020-22409911 ②ーc
ドライバー フルタイム(期間社員) 不問 26020-22410711 ②ーd
リフトオペレーター フルタイム(期間社員) 不問 26020-22411811 ②ーe
構内作業 フルタイム(期間社員) 不問 26020-22413511 ②ーf

③ カワトミフーズ 株式会社
（枚方市菊丘町）

一般事務 フルタイム(正社員) 40歳以下 27130-13901411 ③ーa
営業及び配達 フルタイム(正社員) 40歳以下 27130-13869911 ③ーb
営業事務 パート 不問 27130-13870711 ③ーc
食品の加工 パート 不問 27130-13871811 ③ーd

④

京阪ビルテクノサービス
株式会社
（枚方市岡東町、枚方市駅周辺、
吹田市千里）

警備員（施設警備） フルタイム(時給契約社員) 18歳以上 27130-14074511 ④ーa

警備員（交通誘導） フルタイム(時給契約社員) 18歳以上 27130-14076011 ④ーb

設備技術職（万博公園） フルタイム(契約社員) 不問 27130-14073211 ④ーc

⑤

社会福祉法人聖徳園
ひらかた聖徳園
（枚方市香里ケ丘、
枚方市長尾元町）

ホームヘルパー フルタイム(正社員) 18歳～59歳 27130-13845711 ⑤ーa
看護業務（訪問看護ステーション） フルタイム(正社員) 59歳以下 27130-13861711 ⑤ーb

リハビリ業務（訪問看護ステーション） フルタイム(正社員) 59歳以下 27130-13865411 ⑤ーc
介護業務（特別養護老人ホーム） フルタイム(正社員) 18歳～59歳 27130-13867311 ⑤ーd
受付・事務補助 パート 不問 27130-14126111 ⑤ーe
訪問看護事務 パート 不問 27130-13868611 ⑤ーf
ホームヘルパー パート 18歳以上 27130-13846811 ⑤ーg
看護業務（訪問看護ステーション） パート 不問 27130-13863211 ⑤ーh
リハビリ業務（デイケアセンター） パート 不問 27130-13866011 ⑤ーi

⑥

アイサポート 株式会社
（枚方市東船橋、
枚方市招堤南町、
枚方市村野本町）

介護スタッフ（あきずデイサービス東船橋） フルタイム(正社員) 59歳以下 27130-13927411 ⑥ーa
介護スタッフ（サ高住あきず招提） フルタイム(正社員) 18歳～59歳 27130-13917211 ⑥ーb
介護スタッフ（サ高住あきず招提） パート 不問 27130-13928011 ⑥ーc
介護スタッフ（あきずデイサービス村野） パート 不問 27130-13926511 ⑥ーd
（正・准）看護師
（あきずデイサービス東船橋） パート 不問 27130-13924811 ⑥ーe
（正・准）看護師
（あきずデイサービス村野） パート 不問 27130-13923711 ⑥ーf
リハビリスタッフ／OT・PT
（あきずデイサービス村野） パート 不問 27130-13922111 ⑥ーg
介護スタッフ（あきずデイサービス村野） パート 不問 27130-13921911 ⑥ーh
送迎スタッフ（あきずデイサービス村野） パート 不問 27130-13920611 ⑥ーi
食器洗浄業務（サ高住あきず招提） パート 不問 27130-13918511 ⑥ーj

⑦ 有限会社 わたしの家すやま
（枚方市須山町）

介護支援専門員 フルタイム(正社員) 64歳以下 27130-13965111 ⑦ーa
サービス提供責任者 フルタイム(正社員) 64歳以下 27130-13964911 ⑦ーb
施設介護職員（デイサービス） フルタイム(正社員) 40歳以下 27130-13963611 ⑦ーc

⑧ 株式会社 大阪螺子製作所
（枚方市招堤田近） 自動車部品製造スタッフ フルタイム(正社員) 18歳～59歳 27130-13960411 ⑧ーa

⑨ 大正精工 株式会社
（枚方市春日西町）

機械オペレーター フルタイム(正社員) 18歳～59歳 27130-13904611 ⑨ーa
工程・生産管理 フルタイム(正社員) 59歳以下 27130-13903311 ⑨ーb

⑩ 不二産業 株式会社
（枚方市長尾谷町）

技術者・管理者（洋服のリフォーム） フルタイム(契約社員) 不問 27130-13940711 ⑩ーa
営業及び管理者 フルタイム(契約社員) 不問 27130-13939911 ⑩ーb
ミシン縫製工（洋服のリフォーム） パート 不問 27130-13941811 ⑩ーc

⑪ 坂本精器 株式会社
（枚方市津田山手） 製造管理及び営業 フルタイム(正社員) 40歳以下 27130-13874411 ⑪ーa

⑫ 久門紙器工業 株式会社
（枚方市春日西町） 製造スタッフ フルタイム(正社員) 45歳以下 27130-13967811 ⑫ーa

⑬ 株式会社 関西金属工業所
（枚方市招堤田近） 伸線の製造 フルタイム(契約社員) 不問 27130-13844111 ⑬ーa

⑭ 富士テクノ工業 株式会社
（枚方市春日西町）

ポンプ組立検査・生産技術 フルタイム(正社員) 59歳以下 27130-13905911 ⑭ーa

機械加工 フルタイム(正社員) 18歳～59歳 27130-13912611 ⑭ーb

★求人一覧表★


