営業の求人

発行日:5月11日
4月27日～5月10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 06-6344-8609 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 営業

2 大阪市西区／内勤営業

3 大阪市西区／ルート営業

・スーパーなど量販店のそう菜部門や飲
食店へのねり製品そう菜の売り込み、納
品 ・ルートセールス及び新規開拓 ・工場
や営業事務との連絡、調整など 営業地
域：関西圏

〇お客様と打合せをしながら、自社工場と連携を取り、見積
及び納 期確認、納品までを行って頂きます。 〇主な取引業
界・・・工業機械、自動車、医療、福祉、船舶、 航空、半導
体、食品等 〇工場併設の本社にて基本的な商品知識の習
得や営業方法などの 研修を行います。その後も先輩営業社
員が丁寧に指導します。 〇内勤営業なので、男性・女性の
方歓迎します。 〇携帯、パソコン等必要なものは会社が支
給します。

〇お客様と打合せをしながら、自社工場と連携を取り見
積及び納期 確認、納品までを行って頂きます。 〇主な
取引業界・・・工業機械・自動車・医療・福祉・船舶・ 航
空・半導体・食品等 〇工場併設の本社にて基本的な商
品の習得や営業方法などの研修を 行います。その後も
先輩営業社員が同行し、丁寧に指導します。 〇携帯、
タブレット、営業車などの必要なものは会社が支給しま
す。

資格・経験 食品営業

資格・経験

普免

普免あれば尚可

資格・経験

普免

217,000円～402,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:62歳以下
賞与 年100,000円～1,300,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
25時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 110日

166,690円～230,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:62歳以下
賞与 年300,000円～1,000,000円
時間外
勤務時間 (1)8時30分～17時30分
20時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 100日

217,493円～300,098円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:62歳以下
賞与 年300,000円～1,000,000円
時間外
勤務時間 (1)8時30分～17時30分
20時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 100日

株式会社 かね貞

株式会社トライ

株式会社トライ

資本金 6000万円
従業員数 1,650人
就業場所 : 福島区
最寄駅 : ＪＲ大阪環状線野田
求人番号23090- 3815211
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 75人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋線四ツ橋
求人番号33010-13625511
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 1000万円
従業員数 75人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 地下鉄四ツ橋線四ツ橋
求人番号33010-13622711
5月6日受理求人
現在の応募者数2人

4 法人ルート営業（浪速区）

5 企画（法人）営業（大阪支店）【未経験可】

6 営業

・電子部品とその関連商材の営業 上記営
業のアシスタント業務 （ＰＣ操作、商品管理、
電話・ＦＡＸ・メール対応） ＢｔｏＢ（企業間取
引）サイトを活用した営業および アシスタント
業務 ＊新卒者の応募も可能です

主にソフトバンクの携帯電話の販売を行う弊社店舗にて 販
売経験を積んで頂き、ゆくゆくは法人様への コスト削減提案
や店舗開発等の運営までお任せします。 社内研修やＯＪＴ
研修が充実していますので 安心して始めていただけます。
＊慣れるまでは先輩社員が同行します。 ＊個人の携帯電
話キャリアは問いません。 ＊男女共に活躍できる仕事で
す。 ＊未経験の方も歓迎します。 ※店舗勤務を希望される
方は継続勤務可

ＮＴＴ関連商品を中心に、通信機器のリーディング カンパ
ニーとして成長している企業です。 ＊法人営業を対象に、通
信機器の提案営業を担当して 頂きます。（主にＮＴＴ商品）
※社内研修制度で基本から専門分野まで習得できるほか、
先輩社員との同行営業もありますので、営業未経験・ 業界
未経験の方もご応募下さい。 【名古屋本社で研修時の注意
事項※名古屋以外の方】 ＊新入社員研修を本社で２～３週
間程度行いますので、 研修中は出張扱いとなります。 （出
張手当１日１，０００円・交通費支給）

資格・経験 電子部品業界での営業経験

資格・経験

200,000円～260,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:59歳以下
賞与 年120,000円～1,760,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外

250,000円～295,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:44歳以下
賞与 年300,000円～1,200,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
15時間
休日 他
週休２日制 毎 週
年間休日数 110日

210,000円～261,000円
月給
正社員3人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:35歳以下
賞与 年100,000円～1,000,000円
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 土日祝他
年間休日数 125日

株式会社タックスインターナショナル
大阪支店

日本メディアシステム株式会社 関西支店

休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 110日

共立電子産業 株式会社
資本金 4000万円
従業員数 48人
就業場所 : 浪速区
最寄駅 : 大阪メトロ堺筋線恵美須町
求人番号27030-13352611
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

不問

資本金 5000万円
従業員数 300人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ堺筋線長堀橋
求人番号27030-12113911
4月27日受理求人
現在の応募者数0人

資格・経験

普免

資本金 8100万円
従業員数 501人
就業場所 : 中央区
最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線心斎橋
求人番号27030-12707211
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

7 法人営業（未経験者）

8 営業アシスタント（大阪支社）

9 組込系ソリューション営業（経験者）

大手ＩＴ関連企業を中心に新規取引先の開拓や過去
の取引先の 掘り起しといった営業活動を行っていた
だきます。 ノルマ、歩合等はありません。 入社後、
営業マンとしてのマナーや営業アプローチ方法等 先
輩社員がしっかりフォローするので安心して働けま
す。 男性、女性共に活躍をしているチームの一員と
して働いて いただきます。

ホテルを対象とした家電・家具・その他備
品販売の営業 （飛び込み営業一切なし）

制御系・組込系を中心としたＩＴソリューショ
ン営業。新規顧客の開拓～技術者のフォ
ロー等をお任せします。 ノルマ・歩合など
はありません。

資格・経験

不問

資格・経験

普免

資格・経験 組込系営業経験３年以上

220,000円～300,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:35歳以下
賞与 年250,000円～1,500,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
13時間
休日 土日祝他
週休２日制 毎 週
年間休日数 124日

204,188円～204,188円
月給
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40,000円～1,200,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時15分
時間外
20時間
休日 日他
週休２日制 その他
年間休日数 123日

300,000円～500,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年250,000円～1,500,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
13時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 124日

求人者の希望により事業所名は非公開です

株式会社 ジェットシステム

求人者の希望により事業所名は非公開です

資本金 10000万円
従業員数 123人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ東西線北新地
求人番号27020-25174211
5月6日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 18000万円
従業員数 523人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 阪急千里線天神橋筋６丁目
求人番号32010- 6367811
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 123人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ東西線北新地
求人番号27020-25124511
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

10 提案企画営業職員（淀川区）

11 賃貸不動産管理営業担当

12 土木建築基礎工事に関する営業（正社員）

〇総合リフォーム業 新製品プレミアムクリーンを２人１組で
お客様に 企画提案するお仕事です。 〇チラシ・テレアポ・
紹介・ＴＶＣＭ等、反響営業により 業界唯一「飛び込み訪問
をしない塗装会社」を新発想と して、スムーズに営業活動を
行える環境を整えています。 ○運送業、製造業、美容、利
用など他業種にいた方々も活躍しています。社内の研修を
２ヶ月ほど行いますので、不安なく仕事を身につけて頂けま
す。

オーナー様所有の賃貸不動産運営管理 ・空室の
入居促進提案と対策の実行 ・退去後リフォーム
内容の分析・打合せと手配 ・入居者のトラブル対
応 ・家賃滞納者への対応 ・マンション運営状況
分析と改善提案 ・入居者サービスの企画や実行
・マンション運営経費削減の提案 ・マンションの美
化管理

◆◇土木・建築基礎工事に関する営業に
従事していただきます◇◆ ＊全国出張
あり【全国にて施工中であるため】 ＊試
用期間６ヶ月間あり【同条件】 ＊家賃補
助制度あり。（家賃の半額～全額負担）

資格・経験

普免（ＡＴ限定可）

資格・経験

エクセル・ワード入力 マンション管理士あれば尚可 宅地建物取
引士（旧：宅建）あれば尚可 その他の不動産関係資格あれば尚可
普免

資格・経験

普免【ＡＴ限定不可】

184,000円～184,000円
月給
正社員5人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:不問
賞与 年50,000円～500,000円
勤務時間 (1)10時00分～20時30分
時間外
10時間
休日 月他
週休２日制 その他
年間休日数 87日

250,000円～340,000円
月給
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180,000円～590,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
20時間
休日 他
週休２日制 その他
年間休日数 105日

230,000円～500,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年200,000円～800,000円
勤務時間 (1)8時00分～17時00分
時間外
26時間
週休２日制 その他
休日 日祝他
年間休日数 93日

シンニッケンホールディングス株式会社

株式会社 タイセイシュアーサービス

株式会社 オーク

資本金 10000万円
従業員数 550人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 大阪メトロ御堂筋線東三国
求人番号27080- 9524911
4月27日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 2500万円
従業員数 100人
就業場所 : 都島区
最寄駅 : 大坂メトロ谷町線都島
求人番号27020-26027111
5月10日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 2000万円
従業員数 47人
就業場所 : 北区
最寄駅 : 京阪中之島線なにわ橋
求人番号28090- 2007911
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

13 固定客へのルート営業（大阪市淀川区）

14 営業（ホームセンター担当）（本社）

15 派遣営業（ＩＴ業界経験者）

建築、土木の会社へ資材や機械関係の販売及び、レンタル
を 行っています。 ルート的な固定客に、従来品や新製品な
どのＰＲをしていた だきます。先輩社員が同行して、丁寧に
指導いたしますので ご安心ください。 ＊また、商品講習など
もありますので、未経験の方でも 大丈夫です。 ＊新規開拓
はありません 若手社員も多数、活躍しています。 ＜求人票
等に事業所名や就業場所等が掲載されていない場合は、
ハローワークの窓口でご確認ください＞

・各ホームセンターでの作業（納品・売場設
営、営業） ・自社の売場設営作業をしなが
ら商品知識を高め、 相手バイヤーとの商談
を行う ・パソコンでの入力作業あり（ワード・
エクセル） ※業務内容は一から教えますの
で安心して下さい。

エンジニア派遣の提案営業を中心にお任
せします。ノルマ・歩合などはありません。
男性・女性とも活躍するチームの一員とし
て働いて頂きます。 ※下記経験尚可 ・ソ
リューション営業経験

普免（ＡＴ不可）後日限定解除も可
（AT限定不可）

準中型自動車免許あれば尚可 中型自動

資格・経験 車免許あれば尚可 普免（AT限定不可）

資格・経験 業界営業経験３年以上

200,000円～250,000円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:39歳以下
賞与 年400,000円～1,400,000円
勤務時間 (1)9時00分～17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 101日

173,900円～243,750円
月給
正社員1人募集
交通費 実費支給（上限あり）
年齢:40歳以下
賞与 年590,000円～750,000円
勤務時間 (1)8時45分～17時30分
時間外
30時間
休日 日祝他
週休２日制 その他
年間休日数 115日

300,000円～500,000円
月給
正社員2人募集
交通費 実費支給（上限なし）
年齢:59歳以下
賞与 年250,000円～1,500,000円
勤務時間 (1)9時00分～18時00分
時間外
13時間
週休２日制 毎 週
休日 土日祝他
年間休日数 124日

求人者の希望により事業所名は非公開です

三星商事株式会社

求人者の希望により事業所名は非公開です

資格・経験

資本金 5000万円
従業員数 90人
就業場所 : 淀川区
最寄駅 : 阪急「三国」／地下鉄「東三国」
求人番号28010-10877211
5月7日受理求人
現在の応募者数1人

資本金 4600万円
従業員数 179人
就業場所 : 西区
最寄駅 : 大阪メトロ四つ橋線四ツ橋
求人番号27030-12778311
5月7日受理求人
現在の応募者数0人

資本金 10000万円
従業員数 123人
就業場所 : 北区
最寄駅 : ＪＲ東西線北新地
求人番号27020-25185311
5月6日受理求人
現在の応募者数0人

3営業

