厚生労働省

ハローワーク
大阪東を
ご利用ください！

最新！

発行日:2月13日
2月6日～2月9日
受理求人

いますぐ応募できる求人です！
発行日当日に募集中の求人です。決まり次第、
求人は取消されるのでハローワークでご確認ください。

応募前に必ずハローワーク大阪東へお越しください！
★応募には、ハローワークの紹介状が必ず必要です。★
★ハローワークには、ほかにも求人がたくさんあります★
求人の内容について、必ずハローワークでご確認ください。

求人情報にはおおむねの求人条件は記載されますが、家族手当、住宅手当等、ご本人様の状況に左右される手当は情報誌に掲載
されていません。また、昇給や応募要項、試用期間の有無は記載されていません。詳細は、ハローワークでご確認ください。
1 海外営業（化粧品メーカー）／正社員登用あり※実績多数

2 営業（化学工業薬品等）

3 営業

ＯＥＭ事業を担う部署における営業活動 ・海外
（主にアジア圏）の既存クライアント様の担当 ・新
規クライアント様へのアプローチ ・海外における新
規展示会のフォロー ※ＯＥＭ事業・・・発注元企
業の名義やブランド名で販売 される製品を製造す
ること
※出張ベースで海外営業を行っていただきま
す。

化学工業薬品、食品添加物等の販売活動
及び顧客管理、メーカー対応 ルート営業
が主体です

化学工業薬品の販売 ルートセールス及び
新規開拓 ・取扱い品目 貴金属触媒 貴金
属のリサイクル 有機・無機工業薬品など

資格・経験 ・ビジネスレベルの英語

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

月給 230,000円～350,000円

月給 210,000円～255,000円

エクセル・ワードなど基本的なパソコ
ン操作 普免（ＡＴ限定可）

月給 220,000円～400,000円

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 なし
勤務時間 (1) 9時00分～17時40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 125日
資本金 9900万円
従業員数 442人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : ＪＲ／地下鉄玉造駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11374581
2月7日受理求人
現在の応募者数2人

1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:26歳以下
賞与 年2回4.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
10時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 125日
資本金 7330万円
従業員数 55人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄淀屋橋駅下車徒歩３分
求人番号27010-11682481
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時00分
時間外
20時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 125日
資本金 2400万円
従業員数 22人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩７分
求人番号27010-11364381
2月7日受理求人
現在の応募者数5人

4 営業

5 法人営業

6 営業

表面処理、化学薬品の営業販売 ★事業内容★ 大手企
業製造部から個人事業所に至る幅広い表面処理業界に
当社商品を紹介し、顧客から技術的及び人間的信頼を
得る事で市場を切り開いて行く。時に現場立ち会い試験
などの業務も行う。 ☆会社の特長☆ 会社設立以来、順
調に業績を伸ばし続けており、今後も発展が期待出来る
企業です。自由な環境の中、自分の持てる力を発揮し、
より高く飛躍したいと考える方歓迎です。

複合機やパソコン、ビジネスフォン等のオフィ
スに関わる 商品の販売及び顧客管理が主
な業務です。 【具体的には】 ・既存顧客へ
のソリューション営業 当社顧客に対し、ニー
ズや問題点を掘り起し、 改善策をご提示し
ます ・新規顧客開拓

関西地区を中心に自動車、電機関連の
メーカーへのルートセールス

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）
月給 196,300円～290,500円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年2回5.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00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
資本金 4000万円
従業員数 19人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線淀屋橋駅下車徒歩１０分
求人番号27010-11411681
2月7日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

パソコン操作（エクセル・ワード等）
普免（ＡＴ限定可）

月給 230,000円～230,000円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00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 124日
資本金 1000万円
従業員数 7人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩６分
求人番号27010-11262481
2月7日受理求人
現在の応募者数1人

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）
月給 240,000円～300,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年2回3.50月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
30時間
週休２日制 毎 週
休日 土日他
年間休日数 120日
資本金 3000万円
従業員数 30人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 地下鉄北巽下車徒歩５分
求人番号27010-11393881
2月7日受理求人
現在の応募者数1人

ハローワーク大阪東の電話番号は、06-6942-4771職業相談担当へ！

7 ソリューション営業

8 ソリューション法人営業職／システム延命サービスの提案営業

9 建築営業

ＳＥＳ営業を中心に法人営業の業務全般を
お任せします。 ■エンジニア案件に対して、
自社社員もしくは 外部（協力会社）の社員を
提案 ■稼働中案件の進捗管理 ■エンジ
ニア案件の新規開拓 ※新規開拓は基本既
顧客からの紹介が中心です。

・システム延命サービスのコンサルティング
営業 ・お客様の基幹システムを当社製ハー
ドウェア環境へ 移行するサービスの提案営
業 ・現行システムの用途、構成の確認と経
営課題を ヒアリングし、最適なソリューション
を 設計、提案します。

■土地活用の提案営業 収入増や節税対策で土
地の有効活用を検討されている 土地所有者の方
にアパート、賃貸マンションの事業計画を ご提案
するお仕事です。 ・男性、女性を問わず活躍して
います。 ・多くの方が、未経験入社しています。 研
修・サポート充実につき、中途入社のハンデはあ
りません

資格・経験 法人営業経験（業界は問わず）

資格・経験 ＊特記事項欄参照

資格・経験 普免（ＡＴ限定可）

月給 270,000円～356,500円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:不問
賞与 年2回2.90月分
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
30時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日
資本金 9900万円
従業員数 243人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄堺筋本町駅下車徒歩１分
求人番号27010-11714781
2月8日受理求人
現在の応募者数2人

月給 185,000円～400,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:61歳以下
賞与 年1回2.50月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
10時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 115日
資本金 2000万円
従業員数 48人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線堺筋本町駅下車徒歩５分
求人番号27010-12016581
2月9日受理求人
現在の応募者数1人

月給 255,000円～313,400円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年2回5.00月分
勤務時間 (1) 9時30分～18時30分
時間外
(2) 9時00分～18時00分
20時間
週休２日制 毎 週
休日 月日祝他
年間休日数 127日
資本金 480000万円
従業員数 5,575人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : ＪＲ線天王寺駅下車徒歩５分
求人番号27010-11891981
2月9日受理求人
現在の応募者数1人

10 営業

11 営業（建設業）

12 建築板金機械工具の営業

鋼板・建材商品の ＰＲ活動 役所・建設会
社・設計事務所等へのＰＲ活動 （新築・改
修工事を受注する為の打合せ・提案及び
受注後の施工スケジュールの立案・施工
管理）

〇官公庁等への営業 ・公共工事における入札案
件のチェック、官公庁への 対応等 〇営業に係る
事務 ・入札書類の作成 ・社内、官公庁への書類
作成等 〇経験者は即戦力、能力に応じた仕事に
取り組んで 頂きます。 〇未経験の方は営業社員
のサポートをしながら 仕事を覚え、将来には１人
で営業活動を行なって 頂きます。

建築板金機械工具等卸売業 ルートセー
ルスにて販売店をまわり 営業する。 営業
に行かない場合は社内にての 出荷業務
等を行う。

実務経験３年以上 １級建築施工管理技士

資格・経験 一級建築士あれば尚良し 普免（ＡＴ限定

営業経験（建設業界経験の方優遇） 普免

資格・経験 （ＡＴ限定可） 基本的なＰＣスキル（Ｗｏｒｄ・Ｅ

可）

月給 300,000円～400,000円
1人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:不問
賞与 あり
勤務時間 (1) 9時00分～17時30分
時間外
20時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日
資本金 37000万円
従業員数 139人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 地下鉄御堂筋線本町駅下車徒歩１分
求人番号27010-12010281
2月9日受理求人
現在の応募者数0人

13 営業事務と営業ができる方

資格・経験 運転免許（ＡＴ不可）

ｘｃｅｌ）

月給 250,000円～350,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年7回2.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 122日
資本金 9400万円
従業員数 121人
就業場所 : 生野区
最寄駅 : 近鉄今里下車徒歩１０分
求人番号27010-11200681
2月7日受理求人
現在の応募者数2人

月給 210,000円～250,000円
1人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:28歳以下
賞与 年2回1.50月分
勤務時間 (1) 8時40分～17時40分
時間外
10時間
週休２日制 その他
休日 土日祝
年間休日数 112日
資本金 2000万円
従業員数 33人
就業場所 : 東成区
最寄駅 : 中央線深江橋下車徒歩５分
求人番号27010-11661081
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

14 営業推進職（本社）

15 営業職【急募】

営業事務＆営業 営業事務が１０日間（月
末／月初） 残りは営業を実施していただき
ます。

病院（無菌病室及びオペ室等） ドクターへ
の営業出張あり 営業をリードし技術員と
総合的運営をする業務 （原価管理・協力
企業選定等）

建設仕上工事のうち、内装仕上工事における 総合建設会社
（ゼネコン）を主とした元請（得意先）に 対して営業活動及び
現場管理をおこなっていただきます。 営業活動は受注見積、
契約折衝、代金回収、精算業務 現場管理は原価、工程・品
質、安全の各管理及び材料発注、 搬入、職人さんへの指示
等の総称です。 物件として新築（マンション、商業施設、工
場、倉庫、 病院、。老健、官庁、学校等）改修（同上）がありま
す。 経験は不問で丁寧に指導致しますので是非応募して下
さい ＊新規開拓なし

資格・経験 ＩＴ経験１年以上

資格・経験

月給 260,000円～480,000円
2人募集
交通費 実費（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年2回2.00月分
勤務時間 (1) 9時00分～18時00分
時間外
15時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 121日
資本金 2000万円
従業員数 53人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 各線淀屋橋駅下車徒歩５分
求人番号27010-11285681
2月7日受理求人
現在の応募者数2人

病院への営業経験者 普免（ＡＴ限定
可）

月給 250,000円～300,000円
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) 9時00分～17時30分
時間外
30時間
休日 土日祝
週休２日制 毎 週
年間休日数 120日
資本金 5000万円
従業員数 121人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 玉造駅下車徒歩１分
求人番号27010-10744781
2月6日受理求人
現在の応募者数1人

資格・経験

パソコン（エクセル、ワード）が出来
る方 普免（ＡＴ限定可）

月給 215,000円～232,000円
2人募集
交通費 実費（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年2回3.00月分
勤務時間 (1) 8時30分～17時30分
時間外
15時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝
年間休日数 110日
資本金 1000万円
従業員数 26人
就業場所 : 天王寺区
最寄駅 : 下車徒歩分
求人番号27010-11817981
2月8日受理求人
現在の応募者数0人

