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【アカウント法⼈営業】 海外に複数の拠点を保有｜情報、通信機器及び部品販売におけ
る⽇本法⼈
募集職種
採⽤企業名
デルタ電⼦株式会社(台達電⼦)
求⼈ID
1289681
会社の種類
中⼩企業 (従業員300名以下) - 外資系企業
外国⼈の割合
外国⼈ 多数
雇⽤形態
正社員
勤務地
東京都 23区, 港区
最寄駅
京浜東北線

（東京-横浜）、

浜松町駅

給与
400万円 ~ 600万円
ボーナス
給与： ボーナス込み
更新⽇
2022年12⽉09⽇ 03:00

応募必要条件
職務経験
3年以上
キャリアレベル
中途経験者レベル
英語レベル
⽇常会話レベル (英語使⽤⽐率: 25％程度)
⽇本語レベル
ビジネス会話レベル
その他⾔語
中国語： 北京語 - ビジネス会話レベル
最終学歴
⼤学卒： 学⼠号
現在のビザ
⽇本での就労許可が必要です

募集要項
弊社は⽇本現地法⼈として1991年に設⽴し、情報、通信機器及び部品の輸⼊販売と輸出業務を⾏っております。東京本社と
⼤阪⽀店を営業の拠点とし、またお客様の近くにカスタマーサービスセンターを設⽴しています。更に、世界各国から派遣
されたエンジニアが⼩規模のR＆Dチームを組織し、⼤⼿家電メーカー様などと共同で製品開発も⾏っています。
【業務内容】
・弊社において、営業・事業推進をご担当いただきます。
また、クライアントのニーズをヒアリングしながら、サービス開発にも参画いただくことも期待します。

【業務詳細】
・戦略⽴案、企画提案型のコンサルティングセールス
・新規顧客の開拓
・⼤⼿顧客との折衝
・データ分析及び提案営業の実施
・プロモーションの実施
・製品の販売、マーケティング、プロモーション活動の実施
・市場の分析とマーケットポテンシャルの発掘
・サービス紹介、プレゼンテーション
・海外との連携、プロジェクトの落とし込み
・プロジェクトのコミュニケーション及び課題の管理

スキル・資格
【必須（MUST）】
・⽇本語語読み書き話し（ビジネスレベル）
【歓迎（WANT）】
・中国語のスキルをお持ちの⽅
契約期間：期間の定めなし
試⽤期間：あり（6カ⽉）
就業時間：8:55〜18:10（休憩1時間）
休⽇：⼟⽇、祝⽇
残業：あり（平均⽉20時間以内 / ⽉42時間を超える残業代は追加で⽀給）
年収には⽉42時間分の固定残業代⽉6.5万円（年収400万円の場合）〜⽉9.7万円（年収600万円の場合）を含む
社会保険：健康保険、厚⽣年⾦、労災保険、雇⽤保険
受動喫煙防⽌措置：屋内原則禁煙（屋外喫煙場所あり）

会社説明
デルタの企業理念 より良い明⽇のために⾰新的かつクリーンで⾼効率なエネルギーソリューションを提供する
デルタグループは1971 年に設⽴、2002年からスイッチング電源、2006年からはブラシレスDC ファンのグローバルリー
ダーとなりました。スイッチング電源において効率90％以上、通信機器⽤電源では効率98％、さらにPV ⽤パワーコンディ
ショナでは効率99.2% と業界でも⾼⽔準のエネルギー効率の⾼い電源製品を提供しています。
また、96％以上の効率を実現したサーバ⽤電源を開発し、世界初の80PLUS Tianium（チタン）の認定を受けました。
年間売上⾼の6％〜 7％を研究開発に投資し、台湾、中国、ヨーロッパ、インド、⽇本、シンガポール、タイ、⽶国と世界
各地にR&D センターを設けています。当社はこれまで事業や技術、企業の社会的責任（CSR）に対して世界的な賞や認証
を数多く受賞しています。2011 年より権威あるダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ・ワールド・インデックス
TM（DJSI）に選ばれ続け、2015年には、45社のトップ企業の中から「電⼦機器・計測・部品」部⾨のリーダーに選ばれて
います。さらに、連続三年「新興市場指数」（DJSI-Emerging Markets）に選定されました。
2015 年には、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP) で気候パフォーマンスリーダーシップ・インデック
ス（CDLI）に選定されました。デルタは、技術とソリューションの提供を通じ、地球温暖化の防⽌と⼈類の持続可能な未
来のために貢献し続けています。
グループ収益
デルタは2020 年度のグループ連結売上⾼は9.625億⽶ドルとなりました。
Corporate Mission To provide innovative, clean, and energy-efficient solutions for a better tomorrow.
Delta, founded in 1971, is a global provider of power and thermal management solutions. Its mission statement, "To provide
innovative, clean and energy-efficient solutions for a better tomorrow," focuses on addressing key environmental issues such
as global climate change. As an energy-saving solutions provider with core competencies in power electronics and
automation, Delta's business categories include Power Electronics, Automation, and Infrastructure.
Delta offers some of the most energy efficient power products in the industry, including switching power supplies with
efficiency over 90%, telecom power with up to 98%, and PV inverters with up to 99.2% efficiency. We have also developed
the world‘s first server power supply certified as 80 Plus Titanium.
Headquartered in Taiwan, we regularly invest over 8% of our annual sales revenues in R&D and have worldwide R&D
facilities in China, Europe, Japan, Singapore, Thailand, and the U.S
Delta is a frequent recipient of international awards and related recognition for innovation, design, and continuous dedication
to ESG. Since 2011, Delta has been listed on the DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices for 11 consecutive
years. In 2020, Delta was also recognized by CDP with two “A” leadership level ratings for its substantial contribution to
climate change and water security issues and named Supplier Engagement Leader for its continuous development of a
sustainable value chain
In response to the challenge of climate change, Delta will remain committed to the research and development of innovative,
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energy-saving products, solutions and services that contributing substantially to the sustainable development of mankind.
Worldwide Revenues
Delta's consolidated worldwide sales revenue in 2020 was US$9.625 billion.

