
事業所名 所在地 職種 募集人数 年齢 経験・資格等 雇用形態 求人番号

現場軽作業（製品検査） 3 不問 不問 パート 27070-20880061

設備管理及び工場内作業 1 不問 経験者、普通自動車免許 正社員 27070-20878761

工場内軽作業 2 不問 経験者優遇 正社員 27070-20877461

現場軽作業 1 不問 不問 パート 27070-19129161

現場軽作業（剥離） 1 不問 不問 パート 27070-19128961

アクサ生命保険 株式会社 大阪東営業所 【就業場所】八尾市本町1-1-11 商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ 5 64歳以下 不問 正社員 27180-12033961

インタートラスト　株式会社 八尾市八尾木北6-29 プラスチック成型生産管理 1 59歳以下 普通自動車免許 正社員 27070-20123461

イヌイ工業　株式会社 八尾市上尾町4-11-7 工場内作業 2 不問 普通自動車免許 正社員 27070-20757961

機械設計 2 不問 31歳以上は経験3年以上、普通自動車免許 正社員 27070-20615261

購買 2 不問 31歳以上は経験3年以上、普通自動車免許 正社員 27070-20610961

品質管理 1 不問 31歳以上は経験3年以上、普通自動車免許 正社員 27070-20604361

機械組立 2 不問 31歳以上は経験3年以上、普通自動車免許 正社員 27070-20600861

機械加工(旋盤又はマシニングセンター） 2 不問 31歳以上は経験3年以上、普通自動車免許 正社員 27070-20598161

製造（生産） 1 59歳以下 不問 正社員 27070-20956761

製品設計 1 59歳以下 機械製図が読め、ＣＡＤが扱える方 正社員 27070-20954561

品質管理 1 59歳以下 不問 正社員 27070-20953261

生産技術 1 59歳以下 機械製図が読め、ＣＡＤが扱える方 正社員 27070-20951361

技術職 1 35歳以下 普通自動車免許 正社員 27120-6928661

製造職 1 35歳以下 不問 正社員 27120-6927361

営業職 1 35歳以下 普通自動車免許 正社員 27120-6926061

検査補助業務 1 59歳以下 不問 パート 27120-6931861

食品工場での袋詰・検品ライン作業 1 不問 不問 パート 27120-6930761

株式会社　スタートーク 【就業場所】八尾市南本町1-5-3 携帯電話の販売（ａｕショップスタッフ） 1 30歳以下 不問 正社員 27120-6773161

高田紙器　株式会社 八尾市太田新町7-25 営業職 2 不問 普通自動車免許 正社員 27070-20787561

技術 1 不問 不問 正社員 27070-20683761

営業 1 不問 不問 正社員 27070-20682461

建築現場管理 3 45歳以下 普通自動車免許 正社員 27070-20551261

土木施工管理 3 不問 実務経験5年以上、普通自動車免許 正社員 27070-20552561

介護支援専門員 1 59歳以下 介護支援専門員、認知症実践者研修ほか 正社員 27060-30884761

訪問看護師 3 18～59歳 在宅経験者歓迎 正社員 27060-30888061

訪問看護師 2 59歳以下 看護師 パート 27060-30890561

介護福祉士 5 18～59歳 介護福祉士 正社員 27060-30894961

介護福祉士 5 59歳以下 介護福祉士 パート 27060-30897361

介護職員 5 59歳以下 介護職員初任者研修修了者以上 パート 27060-30898661

営業（固定得意先・メーカー営業） 1 59歳以下 普通自動車免許 正社員 27070-20739461

企画・商品開発 1 59歳以下 ＣＡＤ経験 正社員 27070-20736661

作業員 1 35歳以下 不問 正社員 27070-20404261

ルート営業（金属印刷） 1 30歳以下 普通自動車免許 正社員 27070-20405561

接客 7 不問 不問 パート 27070-20873361

寝台車の患者搬送 2 18歳以上 普通自動車免許 パート 27070-20871161

機械加工 1 40歳以下 不問 正社員 27120-6934061

機械軽作業 1 不問 不問 パート 27120-6933161

機械加工 2 不問 経験者優遇 パート 27120-6932961

株式会社　平井製作所 【就業場所】八尾市竹渕3-137 金属プレス工・生産管理者 1 不問 経験者優遇 正社員 27040-25012861

富士電線工業　株式会社 柏原市本郷5-5-48 電線製造補助（編組加工） 3 不問 不問 パート 27120-6929261

株式会社　藤原電子工業 八尾市南木の本2-51 オペレーター（プリント基板加工） 2 45歳以下 普通自動車免許 正社員 27070-20680261

品質管理 1 不問 経験者優遇 正社員 27070-20320361

調理 1 18歳以上 経験者優遇 正社員 27070-20322261

八尾市相生町1-8-43 栄養士 1 不問 栄養士 正社員 27070-20329061

睦工業　株式会社 八尾市八尾木北2-28 生産技術 1 35歳以下 工科高校卒業者（工学部相当の知識） 正社員 27070-21073061

看護師 10 18～35歳 看護師免許 正社員 27070-20626761

保健師 1 40歳以下 保健師免許 正社員 27070-20624561

看護助手 2 不問 不問 正社員 27070-20623261

技術スタッフ（鞄の修理） 3 30歳以下 不問 正社員 27070-20589961

営業（ルート営業） 1 40歳以下 普通自動車免許 正社員 27070-20588861

医療法人 徳洲会
八尾徳洲会総合病院

八尾市若草町1-17

株式会社　ニシムラ 八尾市千塚2-162

株式会社　日中製作所 柏原市大県4-18-1

株式会社　レザーアート 八尾市光南町2-5-1

株式会社　八光殿 八尾市本町3-4-8

八尾市若林町1-76-3

日東金属工業　株式会社 八尾市太田7-16

中川企画建設　株式会社

ナーシングヘルスケア
株式会社

【就業場所】
八尾市北本町4-7

八尾市太田新町6-98

サラヤ 株式会社 大阪工場 柏原市玉手町24-12

彩華化学工業　株式会社 柏原市大正2-8-3
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株式会社　松ちゃん給食

株式会社　光伸 八尾市竹渕東1-23

【就業場所】
八尾市北亀井町1-5-16

株式会社　旭鍍金工業所 八尾市竹渕東3-139

國陽電興　株式会社 八尾市山賀町4-60

ディンク　株式会社


