
Recruit H29/12/28 更新

国際興業大阪グループ 採用情報

区分 職種 雇用形態／賃金 勤務地 募集要項

株式会社国際興業大阪

★急募 人事・労務事務職
正社員

165,000 円～201,000 円

淡路

大阪市東淀川区

次ページ以降に

詳細を掲載

★急募 観光バスの営業事務職
正社員 165,000 円～201,000 円（未経験）

正社員 252,500 円（経験者 基準有り）

淡路

大阪市東淀川区

次ページ以降に

詳細を掲載

★急募 タクシー配車オペレーター

正社員 180,200 円（夜勤有り）

契約社員 180,000 円（夜勤無し）

パート 時給 920 円（昼・夕勤）

淡路

大阪市東淀川区

https://www.kkg-

osaka.jp/recruit/2016/operator.

html

★急募 シャトルバス運転手
契約社員

193,200 円

淡路

大阪市東淀川区

https://www.kkg-

osaka.jp/recruit/2016/bus.html

募集中
タクシー乗務員

※ハイヤー部門登用有り

正社員 240,000 円～

※試採用・育成は別条件

淡路・我孫子

茨木・摂津

https://www.kkg-

osaka.jp/recruit/

募集中 観光バス乗務員

正社員

基本給 181,500 円＋諸手当

※試採用・嘱託は別条件

淡路

大阪市東淀川区

https://www.kkg-

osaka.jp/recruit/2016/bus.html

募集中 自動車整備士
正社員

165,000 円～201,000 円
淡路・我孫子

https://www.kkg-

osaka.jp/recruit/2016/mechanic.h

tml

株式会社国際興業神戸

★急募 ハイヤーの法人営業職
正社員 163,000 円～199,000 円（未経験）

正社員 240,400 円（経験者 基準有り）

神戸

神戸市中央区

次ページ以降に

詳細を掲載

募集中
タクシー乗務員

※ハイヤー部門登用有り

正社員 192,000 円～

※試採用・育成は別条件
神戸・明石

https://www.kkg-osaka.jp/kkg-

kobe/



株式会社国際興業大阪 求人情報

求人区分 人事・労務事務職 ／ 1 名（正社員）

仕事内容
労務・給料計算を中心に担当して頂き、人事採用の業務補助もお願いします。

将来的には、総合職として営業職や管理職等、幅広く活躍して頂きます。

雇用形態 正社員（試採用期間 3 ヶ月有り）

勤務地 本社（大阪市東淀川区東淡路 5-8-38）／阪急 淡路駅 ※マイカー通勤可

資格・条件 経験不問・普通運転免許

待遇

◆賃金

・初任給：165,000 円～201,000 円（初任等級＋年齢・職歴加算）

・諸手当：家族手当・資格選任手当

・交通費：全額支給（年 2 回）

・昇給：年 1 回（職務評価による）

◆賞与：年 2 回（約 3 ヶ月分 ※2016 年実績）

勤務・休日 8 時 15 分～17時 週休 2日

福利厚生

・健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

・資格取得報奨金制度／財形貯蓄制度／退職金制度

・団体保険（ガン保険・医療保険・自動車保険・火災保険 他）

・健康診断（年 2 回）／ストレスチェック（年 1回）

その他

応募・選考

◆応募

まずは、お電話にてお問合せ下さい。

人事課採用係 06-6322-5101（ワケ・ハナダ）

◆選考

①書類選考（履歴書・職務経歴書） ②筆記試験 ③面接（2 回程度）



株式会社国際興業大阪 求人情報

求人区分 観光バスの営業事務職 ／ 1 名（正社員）

仕事内容
まずは、観光バスの仕事を覚えて頂くために、事務を中心に担当して頂きます。

将来的には、総合職として営業職や管理職等、幅広く活躍して頂きます。

雇用形態 正社員（試採用期間 3 ヶ月有り）

勤務地 本社（大阪市東淀川区東淡路 5-8-38）／阪急 淡路駅 ※マイカー通勤可

資格・条件 経験不問・普通運転免許

待遇

◆賃金（未経験者）

・初任給：165,000 円～201,000 円（初任等級＋年齢・職歴加算）

・諸手当：家族手当・資格選任手当

・交通費：全額支給（年 2 回）

・昇給：年 1 回（職務評価による）

◆賃金（経験者）※基準有り

・初任給：252,500 円（初任等級＋職務手当）

・交通費：全額支給（年 2 回）

・昇給：年 1 回（職務評価による）

◆賞与：年 2 回（約 3 ヶ月分 ※2016 年実績）

勤務・休日 8 時 15 分～17時 週休 2日（基本休日＝土日祝 ※交代シフト有り）

福利厚生

・健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

・資格取得報奨金制度／財形貯蓄制度／退職金制度

・団体保険（ガン保険・医療保険・自動車保険・火災保険 他）

・健康診断（年 2 回）／ストレスチェック（年 1回）

その他

応募・選考

◆応募

まずは、お電話にてお問合せ下さい。

人事課採用係 06-6322-5101（ワケ・ハナダ）

◆選考

①書類選考（履歴書・職務経歴書） ②筆記試験 ③面接（2 回程度）



株式会社国際興業神戸 求人情報

求人区分 ハイヤーの法人営業職 ／ 1 名（正社員）

仕事内容
まずは、ハイヤー営業の仕事を中心に担当して頂きます。

将来的には、総合職として運行管理職や管理系事務職等、幅広く活躍して頂きます。

雇用形態 正社員（試採用期間 3 ヶ月有り）

勤務地
神戸営業所（神戸市中央区港島 3-7-2）／ポートライナー中公園駅 徒歩 7分

※マイカー通勤可

資格・条件 経験不問・普通運転免許

待遇

◆賃金

・初任給：165,000 円～201,000 円（初任等級＋年齢・職歴加算）

・諸手当：家族手当・資格選任手当

・交通費：全額支給（年 2 回）

・昇給：年 1 回（職務評価による）

◆賃金（経験者）※基準有り

・初任給：240,400 円（初任等級＋職務手当）

・交通費：全額支給（年 2 回）

・昇給：年 1 回（職務評価による）

◆賞与：年 2 回（約 3 ヶ月分 ※2016 年実績）

勤務・休日 8 時 15 分～17時 週休 2日（基本休日＝土日祝 ※交代シフト有り）

福利厚生

・健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

・資格取得報奨金制度／財形貯蓄制度／退職金制度

・団体保険（ガン保険・医療保険・自動車保険・火災保険 他）

・健康診断（年 2 回）／ストレスチェック（年 1回）

その他 法人営業経験者／運行管理経験者 歓迎

応募・選考

◆応募

まずは、お電話にてお問合せ下さい。

人事課採用係 06-6322-5101（ワケ・ハナダ）

◆選考

①書類選考（履歴書・職務経歴書） ②筆記試験 ③面接（2 回程度）


