営業の求人

発行日:1月5日
12月26日～1月5日
受理求人

最新！

お問い合わせは…ハローワーク梅田まで！
電話 06-06-6344-8609 42#
大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第２ビル１６階
ハローワーク梅田の営業時間は…平日 8：30～19：00

土日祝10：00～17：00 （年末年始休み）
平日17：15以降及び土日祝はパソコンによる求人検索及び紹介業務のみ。雇用保険手続き、訓練、求人関係業務の取り扱いはあ
りません。
1 西日本営業スタッフ

2 営業（大阪市淀川区）

3 営業

切削工具などの商品を扱う提案営業 新
規顧客開拓、ユーザーへの直接営業 販
売店様への営業 ※応募される方は、ハ
ローワークから「紹介状」の交付を受けて
下さい。

＊バイオ製品及び検査薬の製造及び販
売の会社での営業の お仕事です ＊大学
や企業、研究所へバイオ製品、検査用試
薬、医療機器の営業活動を行っていただ
きます

・各種産業機械（製鉄・クレーン・物流・自動車生産ライン・食
品機械など）の駆動源となるギヤモータ・モータの営業をお
任せします。 ・代理店を通じて客先である産業機械メーカー
へ自社製品の提案、見積作成と受注手配が主な仕事です。
・外資系ですが、個人ノルマはなく、営業所単位で予算管理
をしています。取引先の約８０％以上が継続顧客です。 ・入
社後は研修期間を経て先輩営業のもとで、製品知識と業務
の流れを覚えてもらいます。

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

資格・経験 不 問

239,600円～351,200円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
10時間
休日 土日他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

280,000円～360,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回4.00月分
時間外
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
10時間
休日 日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 115日

218,200円～285,600円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回5.40月分
時間外
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
5時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 128日

株式会社 不二越

コージンバイオ 株式会社

エス・イー・ダブリュー・オイロドライブ・ジャパン
株式会社

資本金 1607400万円
従業員数 27,000人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号16010- 577781
1月5日受理求人
現在の応募者数2人

資本金 38750万円
従業員数 150人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線西中島南方駅下車徒歩５分
求人番号11040-21912871
12月28日受理求人
現在の応募者数6人

資本金 120000万円
従業員数 100人
就業場所 : 西区
最寄駅 :
求人番号22090- 135381
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

4 営業

5 営業職（総合職）

6 営業（急募）

・各種ゴム、樹脂部品の販売、新規開拓 ・
各種産業機械部品の販売、新規開拓 ・見
積作成、受発注業務 ・遠方出張あり ・海
外企業への販促営業 ・海外出張あり

当社は、メーカ―とユーザーを繋ぐパイプ役として豊富な商
品の中から顧客ニーズに合った精密測定機器を提案・販売
する商社です。取扱アイテムには、ノギスやマイクロメータ等
の測定工具から、顕微鏡や三次元測定機等の測定機器ま
で様々な製品が有ります。営業は基本的にルートセールス
です。お客様とより良い関係を築くために、外勤・内勤が連
携して対応します。受発注・見積といった業務は、当社シス
テムを使用しますので、メール・エクセル・ワードの使用がで
きれば問題ありません。未経験の方も、先輩が指導致します
ので、安心してご応募ください。

製造メーカーへの生産設備の設計・製作や電子機器の設計
開発。また、ドキュメント作成などの各種ソリューション提案
を行います。 具体的には、（１）取引先への訪問（２）客先か
らの依頼内容を社内展開後、技術部門とすり合わせ（３）客
先への見積及び提案※客先への提案には技術部門も同行
〈募集背景〉事業拡大による増員です。 ※コツコツした情報
収集の積み重ねや丁寧な対応が成果につながる仕事です。
★★急募★★

資格・経験

営業経験（業種は問いません） ワード、エクセルが使える方 各種
ＷＥＢ対応 普免（ＡＴ限定可）

パソコン操作（エクセル・ワード） 普免（ＡＴ限定可） ただし、業務に
支障なく運転できる方

Ｅｘｃｅｌ、ｗｏｒｄ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ基本操作 社

202,000円～302,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時20分
時間外
22時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

240,000円～415,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:45歳以下
賞与 年40万円～150万円
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
8時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日

資格・経験 会人経験３年以上
245,000円～310,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回3.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2) 8時00分～17時00分
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 118日

日東商事 株式会社

宇野株式会社

ユースエンジニアリング（株）

資本金 2500万円
従業員数 55人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号27020-81292871
12月26日受理求人
現在の応募者数6人

資格・経験

資本金 9675万円
従業員数 193人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄谷町六丁目駅下車徒歩５分
求人番号27010- 1956081
1月5日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 4500万円
従業員数 98人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号38050- 224481
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

7 営業

8 営業（大阪支店）

9 営業（大阪営業所）

関西電力、中国電力の発電所や日新製
鋼：堺などの客先を 訪問。 クレーンの改
造、修理、メンテナンスの営業活動。

○医療機関への医療機器・医療材料の販
売、商品ＰＲ業務を担当していただきま
す。 主に特定の診療科向け商品のＰＲ、
手術の準備等を行います 初めての方で
も丁寧に指導いたしますので、安心してご
応募ください。

＊当社独自の商品を官公庁・設計事務
所・商社などの 固定得意先に対して企画
提案営業。

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定不可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

234,500円～300,300円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年3回4.20月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時45分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日

173,000円～205,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:30歳以下
賞与 年2回5.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 123日

250,000円～350,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外

株式会社 日本起重機製作所 大阪支店

株式会社 大黒

株式会社 田中

資本金 5000万円
従業員数 60人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄阿波座駅下車徒歩３分
求人番号27030- 15981
1月4日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 3000万円
従業員数 400人
就業場所 : 西区
最寄駅 :
求人番号30010-18834171
12月28日受理求人
現在の応募者数0人

週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 125日

資本金 31000万円
従業員数 90人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四つ橋線四ツ橋駅下車すぐ
求人番号27110- 9230671
12月28日受理求人
現在の応募者数1人

10 大阪市西淀川区／営業

11 営業

12 営業／大阪市北区

＊自社で生産する断熱パネルと関連商品の販
売です。 ＊販売先は、代理店、ゼネコン、サブ
コン、エンジニアリング会社などです。 ＊お客
様のニーズをつかむ提案を行う営業です。 ＊
ルート営業と新規開拓を行います。とびこみ営
業はほぼありません。 ＊営業エリア：代理店：
関西エリア

地方自治体の上水道用水源井戸や大手の
民間企業の 自己水源の掘さく（さく井）工
事、ポンプ設備、 及び脱臭・排ガス設備等
の環境プラント工事の受注活動。 お客様
のニーズを的確に把握し 技術部門と連携を
とって営業活動を行う。

・既存の取引先への訪問 ・価格交渉 ・情
報交換 ・新規得意先の開拓 ＊応募に
は、「ハローワークの紹介状」が必要です

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

207,500円～243,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:34歳以下
賞与 年2回3.60月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
25時間
休日 土日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 120日

212,000円～252,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年3回4.30月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
10時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

300,000円～380,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
10時間
週休２日制 毎 週
休日 土日他
年間休日数 112日

求人者の希望により事業所名は非公開です

三協工業 株式会社 大阪支社

小倉合成工業 株式会社

資本金 30000万円
従業員数 168人
就業場所 : 西淀川区
最寄駅 : ＪＲ東西線御幣島駅下車徒歩７分
求人番号13030- 276781
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 5000万円
従業員数 105人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋線長堀橋駅下車徒歩３分
求人番号27030-47006671
12月26日受理求人
現在の応募者数2人

（甲種危険物取扱者、乙種４類危険
物取扱者優遇）

資本金 5000万円
従業員数 74人
就業場所 : 北区
最寄駅 :
求人番号40060- 399181
1月5日受理求人
現在の応募者数0人

13 技術営業（大阪営業所）

14 技術営業［大阪府大阪市淀川区・兵庫県小野市］

15 営業

立山科学工業に就職後、早くて半日後に、職業能力開発・
人事交流の目的で（株）立山科学モジュールテクノロジーに
在籍出向となります。 電子機器の開発・製造・販売をメイン
とした事業での営業を 行っていただきます。自社商品や自
社技術を軸とした提案が主となり、まずは既存顧客のフォ
ローを行い、将来的には 新規開拓にも取組んでいただきま
す。 ※応募される方は、ハローワークから「紹介状」の交付
を受けて下さい。

○担当エリア内の役所・土木設計コンサ
ルタントに対し、 自社製品等（コンクリート
二次製品）の設計折込活動 を行う。 ＊
担当エリア：配属先による（面接時説明）
＊社用車貸与（ＡＴ車）通勤使用可

取引のあるショップを中心にまわり、オリジ
ナル文具、雑貨などの自社製品を提案し
ていただきます。 ロフト・東急ハンズといっ
た大型店舗の他、雑貨店、書店 にも訪問
します。

資格・経験 営業経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験 優遇 普通一種免許（ＡＴ限定可）

資格・経験

187,000円～250,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.90月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時20分
時間外
20時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日

190,000円～350,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回4.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
20時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 113日

210,000円～220,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 年5万円～90万円
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
(2)10時00分～19時00分
10時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 123日

立山科学工業 株式会社

インフラテック 株式会社

株式会社 マインドウェイブ

資本金 9950万円
従業員数 438人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ大阪駅下車徒歩１０分
求人番号16010- 278481
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

技術営業もしくは設計コンサルタント経験者は

資本金 7300万円
従業員数 627人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : ※上記就業場所のいずれか
求人番号46010- 95381
1月4日受理求人
現在の応募者数1人

販売、接客、営業経験者尚可 普免
（ＡＴ限定可）あれば尚可

資本金 6000万円
従業員数 70人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄長堀橋駅下車徒歩５分
求人番号27030- 303081
1月4日受理求人
現在の応募者数2人

3営業

