
資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:35歳以下 賞与　年180,000円～300,000円  年齢:35歳以下 賞与　年180,000円～300,000円  年齢:44歳以下 賞与　年10,000円～1,000,000円

勤務時間 (1)10時00分～19時00分 時間外 勤務時間 (1)10時00分～19時00分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時15分 時間外

15時間
休日 他 週休２日制 なし 休日 他 週休２日制 その他 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

年間休日数 115日 年間休日数 110日 年間休日数 121日

資本金 1000万円 従業員数 8人 資本金 1000万円 従業員数 8人 資本金 1000万円 従業員数 25人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員1人募集 交通費 一定額 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:35歳以下 賞与　年300,000円～700,000円  年齢:40歳以下 賞与　年100,000円～400,000円  年齢:33歳以下 賞与 年2回4.30ヶ月分

勤務時間 (1)9時00分～17時30分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～17時30分 時間外

20時間 15時間
休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝 週休２日制 毎　週

年間休日数 125日 年間休日数 120日 年間休日数 125日

資本金 3000万円 従業員数 117人 資本金 4900万円 従業員数 102人 資本金 31000万円 従業員数 524人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

求人番号27020-34428131 求人番号27020-34437031 求人番号27020-34466731

244,000円～244,000円 244,000円～244,000円 205,000円～250,000円

1 営業（京橋店） 2 営業 3 営業職

賃貸仲介業務、賃貸マンション案内  ＊Ｐ
Ｃ操作（ワード・エクセル）できる方歓迎 
＊未経験でも一から丁寧に教えます  ＊
試用期間は主に森小路店での勤務になり
ます

賃貸仲介業務、賃貸マンション案内  ＊Ｐ
Ｃ操作（ワード・エクセル）できる方歓迎 
＊未経験でも一から丁寧に教えます

＊電熱ヒーター及び電熱ヒーター周辺機器に関する営業で
す。  取引先への見積作成、提案、交渉、配達、納品などで
す。 飛び込み、ルート営業ではなく、お客様からのお問合せ
に対しての対応が主になります。  お客様のご要望に応じた
一品一様のものづくりをしておりますので、お客様のご要望
をしっかりお伺いし、ニーズに合った製品のご提案～納品す
るまでを担当して頂きます。

株式会社　エムティー 株式会社　エムティー 株式会社　加島

就業場所 : 都島区 就業場所 : 旭区

  不 問  普通自動車運転免許　　必須  簡単な
入力作業できる方

  不 問  普通自動車運転免許　　必須  簡単な
入力作業等できる方

  不 問  普通自動車運転免許　　必
須

就業場所 : 都島区

最寄駅 : 京橋 最寄駅 : 京阪本線森小路 最寄駅 : 大阪メトロ谷町線都島

２～３人で１００名以上のエンジニアのお仕事を担当します
ので １人にかかるやりがいは非常に大きい仕事となります。
お客さまの多様化するＩＴ課題を解決するため、人と技術、当
社が 生み出すソリューションを提案する仕事です。 営業先
は大手ＩＴ企業から中小まで幅広く対応しております。 【営業
の分野】 基幹系・公共系・組込制御系ソフトウェアの設計・開
発・運用保守 に関わる幅広い分野に対しての人と技術の提
案及び受託開発受注

＊ＩＴサービス 人材派遣、受託開発等の提
供に関する企業向けの営業全般  ＊新
規・既存営業

全国のゴルフ場でトップシェア導入実績を誇る基幹システム
「クラブメイト」の営業。  【具体的な業務内容】 お客様に対し
てご要望をヒアリングし、最善の提案を行っていただくソ
リューション営業です。 既にシステムを導入している顧客に
対しても、自社で取り扱いのある他のサービスのご案内も
行っていただきます。 契約～システム導入・入れ替えなど、
一連の流れをご担当いただきます。 ※システム入れ替え時
には夜間に立ち会っていただくこともございます。

5月15日受理求人 5月15日受理求人 5月15日受理求人

4 営業 5 営業 6 法人営業職／大阪市

株式会社　アイ・エス・ディ 株式会社　インターフェイス 富士テレコム株式会社

就業場所 : 中央区 就業場所 : 浪速区 就業場所 : 中央区

  不 問    Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等の文書作成ソフトが
使用できること

  不 問  普通自動車運転免許　　必
須

普通自動車運転免許　　必須 ＡＴ限定可 エク
セル、ワード、パワーポイント

225,000円～400,000円 205,000円～280,000円 235,000円～330,000円

5月15日受理求人 5月15日受理求人 5月10日受理求人

最寄駅 : 大阪メトロ各線本町駅または心斎橋 最寄駅 : 大阪メトロ四つ橋線なんば 最寄駅 : 御堂筋線本町

求人番号27010-26571231 求人番号27030-16498031 求人番号13080-44065931

最新！

発行日:5月15日

5月9日～5月15日

受理求人営業の求人

お問い合わせは…ハローワーク梅田まで！

電話 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 土曜日10：00～17：00 （日曜・休祝日、年末年始休み）
平日17：15以降及び土曜日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。

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。 ＊＊応募にはハローワークの紹介状が必要です＊＊
求人情報には応募要項や試用期間の有無等は記載されていません。詳細をハローワークでご確認ください。



資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:61歳以下 賞与　年100,000円～1,000,000円  年齢:61歳以下 賞与　年100,000円～1,000,000円  年齢:59歳以下 賞与　年440,000円～1,020,000円

勤務時間 (1)9時00分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)10時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)9時30分～17時30分 時間外

休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

年間休日数 113日 年間休日数 114日 年間休日数 125日

従業員数 200人 資本金 100000万円 従業員数 26人 資本金 3000万円 従業員数 7人

現在の応募者数3人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限あり）

 年齢:64歳以下 賞与　年50,000円～600,000円  年齢:40歳以下 賞与　年200,000円～800,000円  年齢:59歳以下 賞与　年490,000円～1,020,000円

勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時00分 時間外 勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外

25時間 20時間 20時間
休日 土日祝他 週休２日制 毎　週 休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 土日祝他 週休２日制 毎　週

年間休日数 125日 年間休日数 117日 年間休日数 122日

資本金 1000万円 従業員数 30人 資本金 1000万円 従業員数 46人 資本金 5000万円 従業員数 192人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数1人

資格・経験 資格・経験 資格・経験

月給 月給 月給

正社員2人募集 交通費 実費支給（上限あり） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし） 正社員1人募集 交通費 実費支給（上限なし）

 年齢:35歳以下 賞与　年300,000円～500,000円  年齢:59歳以下 賞与　年10,000円～500,000円  年齢:34歳以下 賞与 年2回4.80ヶ月分

勤務時間 (1)9時00分～18時00分 時間外 勤務時間 (1)8時00分～16時45分 時間外 勤務時間 (1)8時30分～17時30分 時間外

27時間 20時間
休日 日祝他 週休２日制 その他 休日 土日他 週休２日制 毎　週 休日 土日祝他 週休２日制 その他

年間休日数 115日 年間休日数 110日 年間休日数 120日

資本金 3000万円 従業員数 21人 資本金 2800万円 従業員数 49人 資本金 9860万円 従業員数 454人

現在の応募者数0人 現在の応募者数0人 現在の応募者数0人

営業経験必須、業界経験は不問    普通自動
車運転免許　　必須

営業経験は必須ですが、業界経験は不問です。    普通自動車運
転免許　　必須  社内回覧のメール閲覧程度です。

不動産賃貸仲介、店舗開発のいずれかの経験者  あれば尚可  普通自動車運転

免許　　必須 宅地建物取引士あれば優遇普免（ＡＴ可） Ｗｏｒｄ（文字入力程度）



280,000円～280,000円 280,000円～280,000円 240,000円～400,000円

7 国の制度の法人営業（大阪市） 8 国の制度の法人営業（近畿支社） 9 営業（不動産業）

国の労災保険、雇用保険に加入していない事業所が多数あり、 困っ
ている従業員や知識の不足している経営者が多くいます。 労災保険、
雇用保険は健康保険、厚生年金と同じく国の 強制保険です。あなた
の仕事は制度について説明したうえで 手続きを進めることです。 会社
の健全経営と働く人の労務環境を守る、社会貢献性の高い やりがい
のある仕事です。営業先は中小企業の経営者の方が 中心となりま
す。 入社後３カ月は「研修センター（千葉市中央区）」にて研修を 受け
ていただきます。保険の知識に不安がある方もご安心下さ い。１から
丁寧にお教えします。

労災保険、雇用保険は健康保険、厚生年金と同じく国の
セーフ ティーネットです。あなたの仕事は制度の説明と手続
きのみな らず、コロナウイルス感染と労災保険制度の適用
についての 説明、指導、およびウイルス感染または感染拡
大防止による 離職に伴う手続き、雇用調整助成金の相談、
手続き等雇い入れ に関する業務全般となります 入社後は３
か月間の研修を受けていただき、近畿支社へ配属。 営業先
の業界は自由でこれまでの経験をフルに発揮できます。

＜店舗に特化した仲介のエキスパート＞  話題
のグルメ店・流通業（コンビニ、ドラッグ、衣料
等） サービス業（美容系、スポーツジム、学習
塾等）の出店サポート。  店舗の空室情報の仕
入れの為の、ビルオーナー回り・新規開拓。

最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線西中島南方 最寄駅 : 西中島南方 最寄駅 : 地下鉄堺筋線堺筋本町

求人番号13010-51653431 求人番号13010-51055531 求人番号27010-26066631

雇用保険労災指導協会 社会保険労務士法人　西村社会保険労務士事務所 株式会社　ビルショップ

就業場所 : 淀川区 就業場所 : 淀川区 就業場所 : 中央区

10 建設コンサル営業 11 営業（正社員） 12 新大阪／ソリューション営業（マネージャー候補）

元請の土木コンサルタント会社、ゼネコン
等に、土木構造物の 設計、コンクリート構
造、斜面安定、仮設構造物、施工方法の
計画、設計などの営業を行って頂きます。
 （男女共に活躍できる職場です）

○公共・学校図書館及び書店、文具店等への
図書館用品の営業販売 ○所内で行っている
図書整理業務に関する営業 ○図書館でのア
ウトソーシング業務（ＩＣタグ貼付エンコード電算
化、データ登録他）に関する営業等  主に社用
車を使用した営業になります。

大手メーカー向けに技術サービスを行っている当社で、営業チームを
率いる営業責任者候補を募集しています。 半導体、電気電子、機械
やソフト開発などにおける既存、新規顧客向けソリューション営業を
行っていただきます。客先打ち合わせ、見積り、請求書作成など、エン
ジニアと共に最適なソリューションを顧客へ提供し、未来の「便利」で社
会貢献を果たします。 ＩＴ、半導体（ＬＳＩ）設計から、ＩｏＴ組み込み、車や
航空機設計まで先端技術開発の現場でワクワクした話が出来ます。
◎責任者業務については経験や適性を見ながら徐々にお任せしま
す。 ※半導体営業経験者歓迎 ※技術営業や、半導体技術系のバッ
クグラウンドある方歓迎

5月11日受理求人 5月11日受理求人 5月11日受理求人

株式会社　オフィス　エムエム 株式会社　日本ブッカー 株式会社シーディア　大阪デザインセンター

就業場所 : 中央区 就業場所 : 浪速区 就業場所 : 淀川区

建設コンサルに従事されていた方は歓迎
Ｅｘｃｅｌ、Ｏｕｔｌｏｏｋ使える方

普通自動車運転免許必須 ＡＴ限定可 メール、
エクセル、ワード程度

【必須】下記、いずれかの経験※業界不問 ・半導体メーカーなどでの就業のご経

験、又は技術営業のご経験 ・半導体のエンジニアのご経験      ＥＸＣＥＬ、ＷＯＲＤ

等の基本スキル

215,000円～320,000円 240,000円～280,000円 365,500円～493,500円

5月15日受理求人 5月10日受理求人 5月10日受理求人

最寄駅 : 各線なんば 最寄駅 : 大阪環状線大正 最寄駅 : ＪＲ／大阪メトロ新大阪

求人番号27030-16569931 求人番号13200- 9257831 求人番号27060-16481931

  不 問  普通自動車運転免許必須  Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌの基礎知識があ

り、操作できる方。インターネット検索をよく利用する方
  あれば尚可フォークリフト運転技能者 あれ
ば尚可 普通自動車運転免許　　必須

  不 問  普通自動車運転免許　　必
須

240,000円～410,000円 239,260円～288,110円 245,000円～380,000円

13 営業・人材コーディネーター※経験不
問

14 営業職（ルートセールス） 15 営業職（大阪営業所）

主には既存顧客の担当と、新規顧客の開拓を行います。 必要な知識
と流れは先輩社員に同行しＯＪＴで身に付けて頂きます。また作業現
場のコーディネーターとして人材ビジネスに関する一連の業務をお任
せします。 ◆新規開拓・提案営業◆スタッフ募集（求人企画） ◆企業
のオーダーに対してマッチした人材を紹介 ◆派遣スタッフ・顧客の管
理・フォロー業務 ◆面接会・登録会の実施◆研修セミナーの案内や、
販売用商材を利用した提案営業などの個性を活かした営業ができるよ
うしっかりサポートしますので、安心して取り組んで頂けます。◆社用
車、携帯電話などの営業ツール貸与

金属・樹脂素材の表面処理加工（メッキ加
工）における ルートセールス及び固定客
先管理  ＊主要取引先は、近畿圏の製造
業（自動車部品）等です。

住宅資材関連商品（住宅用耐震接合金物）の営業職です。 
・既存顧客に対して、自社商品の提案を行っていただきま
す。 ・慣れてきたら、新規営業も行って頂きます。  当社は、
建築基準法で使用が定められている商品を製造・販売して
いるメーカーです。 接合金物分野ではＴＯＰ３の中の１社とし
て業界を牽引しています ので、建築業界では知名度があり
ます。  日々の業務は、当社のオリジナル商品の提案営業
になります。

最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅／堺筋線長堀橋 最寄駅 : ＪＲ東西線加島 最寄駅 : 大阪メトロ／中央線／堺筋本町駅／１２番出口

求人番号27030-15775631 求人番号27060-16488731 求人番号08040-10141231

株式会社　クルース 帝国技研　株式会社 株式会社　タナカ住宅資材部門

就業場所 : 中央区 就業場所 : 淀川区 就業場所 : 中央区

5月10日受理求人 5月10日受理求人 5月10日受理求人

3営業


