
営業【製造・建設業】（営業/ルート営業/技術営業など） 2022/1/20現在

No. 企業名 職種 必要な経験・資格・免許 年齢 就業場所 年間休日

1 創園建設株式会社

営業職
総合建設業における営業全般

■顧客訪問・対応

■見積書の作成

■その他営業に付随する事務処理

※パソコン（ワード・エクセル等）使用あり

経験不問

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

※未経験の方は、入社後現場の見学や営業のサポート等

をして、一から営業のノウハウを学んでもらいます。経験者は

先輩社員との同行から営業活動を始めてもらい、即戦力と

して活躍していただきます。経験者は業種を問わず歓迎し

ます。

59歳以下 城陽市 115

2 株式会社ビジネスポート

Webマーケッター（営業）
・自社のHP作成・運営

・Webを中心としたマーケティング活動

・Webからの問合せ対応

・営業活動

※最終的に応募者のスキル・経験を考慮して決定します。

・HP開発・運用

・Web戦略構築等、職務内容に関連する経験

資格不問

59歳以下 山科区 120

3
岸紙工株式会社

　　宇治田原工場

営業職
ダンボールケース及び内装ケースの販売（既存先のみならず新規開拓も含む）

※近畿圏内が主な営業エリア

※現在は８名の営業員で対応しています

※当面は同行で営業し、関係構築・営業手法を学んでいただきます

パソコンスキル（Excel / Word等が使える方）

普通自動車運転免許（AT限定可）
35歳以下 宇治田原町 100

4
岸紙工株式会社

　　京都工場

営業職
ダンボールケース及び内装ケースの販売（既存先のみならず新規開拓も含む）

※近畿圏内が主な営業エリア

※現在は８名の営業員で対応しています

※当面は同行で営業し、関係構築・営業手法を学んでいただきます

パソコンスキル（Excel / Word等が使える方）

普通自動車運転免許（AT限定可）
35歳以下 南区 100

5 秀峰自動機株式会社

営業
自動化装置の発注を希望されるお客様に、弊社の業務内容や製品を説明するなどして、

受注につなげていく営業の業務に従事していただきます。

※業務に慣れてくれば、新規開拓営業も行っていただきます。

自動化装置の営業経験３年以上

普通自動車運転免許（AT限定可）
59歳以下 宇治市 113

6 イーストライズ株式会社

営業
営業職業務は多岐に渡りますが、主に下記の業務をお願い致します。

・新規取引先開拓、訪問アポ取得、交渉、契約取得、技術者支援、イベント対応、その

他特命業務。

※営業業務は公共交通機関利用となります（免許不要）

・システム開発経験

・システム開発マネジメント経験者

・システム開発営業経験者

上記のいずれかの経験必須

必要なPCスキル：Microsoft Office（Word、Excel、

Powerpoint）

資格不問

59歳以下 下京区 125

7 八幡金属株式会社

営業
当社の営業は納品、受注等、一切得意先によって振り分けをして、自動車関連、精密部

品等に分けて見積より納入まで責任を持って手配できる方を歓迎します。

＊営業はルート営業で、メーカーからの注文により見積書作成し、一貫した営業で納品ま

でとなります。（社内業務3分の２、営業３分の１程）

経験不問

エクセル、ワード出来る方

普通自動車運転免許（AT限定可）

40歳以下 八幡市 105



営業【製造・建設業】（営業/ルート営業/技術営業など）

No. 企業名 職種 必要な経験・資格・免許 年齢 就業場所 年間休日

8 株式会社ステージツー

ルート営業〔京都営業所〕
＊賃貸物件の原状回復やリノベーション工事の提案

＊賃貸物件退去時の立会と、壁や床・室内設備の汚れや破損の点検・確認

＊原状回復に必要な費用の見積

＊見積内容の入居者への説明と管理会社への報告

＊その他、リフォームに付随する業務

経験不問

普通自動車運転免許（AT限定不可）
34歳以下 中京区 105

9 株式会社コイズミデザイン

営業および外注管理
事業拡大に伴い営業の強化を行います。

共に会社を大きく育てていただける方を希望します。

アジアネットワークに強く、アジアの同志と共に活躍できます。

アットホームで明るい環境です。

主に以下の業務をお願いします。

１）設計業務の新規開拓、既存客の管理・営業

２）外注管理

（営業経験者優遇／製造業の営業経験があれば尚

良）

※経験なくとも指導いたします

普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可

59歳以下 中京区 110

10 株式会社テック技販
電子計測器の営業
・各種センサー／試験・検査装置／計測・制御ソフトの営業及びアフターフォロー

・営業先は大手企業の研究室や大学の研究室

工業高校（電気系、機械系）卒、または大学理工学

部・工学部（機械工学／電気・機械）卒の方、尚よし

普通自動車運転免許（AT限定可）

45歳以下 宇治市 115

11 株式会社日光電機製作所
精密機械部品の営業
・新規営業（展示会等での新規商談後の営業）・営業事務・ルート営業及び納品（既

存のお客様への提案営業、サポート）

経験不問※経験者優遇

※理系・文系を問わず、男性社員・女性社員共に活躍中
35歳以下 八幡市 110

12 応用電機株式会社

文系総合職〔営業・電子部品調達・加工品調達〕
＜産業用電子機器の営業＞

・１人１社～５社の顧客を担当するルート営業です。

・受注生産をしますので、顧客と社内の技術・製造部門との橋渡し役をしていただきます。

＜電子部品・加工品調達＞

・材料購入、価格交渉、納期調整

※仕事は希望に応じ決定します

※未経験者歓迎します！

※ものづくりに興味のある方歓迎！！

経験不問

普通自動車運転免許（AT限定可）
39歳以下 城陽市 110

13 株式会社ヤマコー
オーダーメイド商品の営業・設計
・当社WEBサイトを閲覧したお客様への依頼に対して提案、見積作成を行う業務

・お客様に合わせた図面を２D、３DCADを使用し作成

経験不問

※未経験の方も、先輩社員が業務のひとつひとつを丁寧に

お教えします！

普通自動車運転免許（AT限定可）必須

40歳以下 宇治田原町 125

14 京都鰹節株式会社

営業
京都を中心に近畿一円、担当地区内でのルートセールス

・既存顧客への定期訪問、商品配送、商品提案、集金業務、新規取引先の開拓

・取引先：面る、和食、中華、ラーメン等の飲食店全般、ホテル、会館、社員食堂、食品

加工工メーカーなど

※未経験の方の先輩が丁寧に教えます！

経験不問

普通自動車運転免許（AT限定不可）
45歳以下

本社：南区

中京営業

所：中京区

115



営業【製造・建設業】（営業/ルート営業/技術営業など）

No. 企業名 職種 必要な経験・資格・免許 年齢 就業場所 年間休日

15 寿電設株式会社

法⼈営業（ｅソリューションセンター）
・法人の既存お客様向けに、LANなどのネットワーク提案営業が主です。

・提案のほか、見積作成や施工手配・立ち合いも担っていただきます。

＊⾶び込み営業は一切ありません。

＊残業はほぼありませんので、プライベートも充実！

下記経験あれば尚可（未経験者も育成します）

・法人向け営業経験

・PCを使ったプレゼンテーション経験

普通自動車運転免許（AT限定可）

※その他通信関係資格保有者は、優遇します。

59歳以下 伏見区 118

16 株式会社深田商会

営業＜現場担当＞
消防設備の施工管理・点検作業及び管理

・消防設備点検管理業務（契約企業のメンテナンス・管理業務が中心）

・消防設備の施工・設計・積算及び管理他、付帯業務

経験不問

普通自動車運転免許（AT限定可）
30歳以下 右京区 126

17 株式会社長濱製作所

営業
当社はお客様からの注文で部品製造を行う会社です。

初めは現場にて加工技術について学んでいただき、一定の技術と知識を身につけてから既

存のお客様へのルート営業、納品を行っていただきます。

＜具体的な業務＞

・顧客からの問い合わせ対応

・既存顧客、新規顧客（展示会等）への営業、納品

・見積書の作成

・納期確認、社内調整など

経験不問

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

※全くの未経験の方でも大丈夫です。

※会社見学も随時受付ております。お気軽にご連絡くださ

い。

35歳以下 南区 108

18
ELJソーラーコーポレーション株式会

社

太陽光発電システム、蓄電池、オール電化などのエコ商材の営業
エコプランナーとして「どれくらいのメリットがでるのか？」を知っていただくための無料試算を案

内し、より詳しくご説明するためのアポイントメントをいただくお仕事（詳しいご説明は専任ス

タッフが行います）

経験不問

普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可
40歳以下 伏見区 112

19 日本管工業株式会社
建設業の営業
・建設業の営業・得意先の訪問、見積提出・交渉、官庁入札業務

経験不問

普通自動車運転免許
59歳以下 中京区 112

20 テンフィールズファクトリー株式会社

リフォーム営業職
・顧客に対するアポ：問い合わせが合ったお客様に対してアポ取り

・顧客との商談：お客様と商談を行い、ヒアリング及び商材提案

・施工開始までの準備：工事日程や工程・詳細の打合わせ、着工前の近隣挨拶　等

経験不問

普通自動車運転免許（AT限定可）
40歳以下 精華町 125

21 テンフィールズファクトリー株式会社
リフォーム営業課長職
・顧客に対するアポ、顧客との商談、顧客フォロー

・リフォーム事業管理：数名の部下（営業）の教育、管理

1名以上の部下を1年以上持った経験

普通自動車運転免許（AT限定可）
59歳以下 精華町 125

22 株式会社田中ケース

法⼈コンサルティング営業・オリジナルケースの商品企画
法人向パッケージ商品のコンサルティングを行います。京都市近郊の既存客と新規顧客向

けになります。両者ともノルマはありません。

オリジナルケースやパッケージに関する困りごとの相談や新規の問い合わせに適切な既製品

ケースまたは、オーダーメイドケース（化粧箱、アルミケース、宝飾ケース）を企画立案し、提

案して頂くことがメインになります。

不問

※商品企画や商品開発を数年以上経験ある方尚良し

普通自動車運転免許（AT限定可）

※ワード・エクセル・パワーポイントが使える方尚良し

30歳以下 中京区 113


