
更新日： 2020/5/18

企業名 実施日 時間 業種 職種 案内チラシ 就職情報サイト その他

㈱テクノジャパン 随時公開 随時 技術サービス業

機械設計
電気電子設計

生産技術
プラント施行管理

■ ＜マイナビ＞ 【説明会動画】

＜マイナビ＞

＜リクナビ＞

＜マイナビ＞

＜リクナビ＞

＜マイナビ＞

＜リクナビ＞

＜マイナビ＞

＜リクナビ＞

【説明会動画】

※当該日よりライブ配信

＜マイナビ＞

＜リクナビ＞

＜マイナビ＞

＜リクナビ＞

㈱セントラル情報センター
　　　　　　5月19日(火)
　　　　　　5月25日(月)　他

13:30～14:30 情報・通信業
システムエンジニア

セキュリティエンジニア
ネットワークエンジニア

■ ＜マイナビ＞

【説明会動画①】
【説明会動画②】
【説明会資料】

【動画視聴後について】

＜マイナビ＞

＜リクナビ＞

イベント名 実施日 時間 案内チラシ イベントHP その他

兵庫県北部企業42社オンライン企業説明会
5月16日(土)
5月23日(土)

12:00～17:00 ■ ＜専用HP＞

しまねWEB合説LIVE！ 5月18日(月)～5月24日(日) 10:00～17:00 ＜専用HP＞

マイナビWEBEXPOオンデマンド西日本 5月23日(土) 12:00～17:00 ■ ＜専用HP＞

＜5/30専用HP＞

＜6/6専用HP＞

かがわLIVE就職説明会
6月2日(火)～5日(金)
6月9日(火)～12日(金)

10:00～18:00 ■ ＜専用HP＞

★「就職情報サイト」 or 「説明会動画」 or 「専用HP」よりWEB説明会へ参加ください

14:00～15:00

バーチャル合同就職説明会
～はりまっちなう～

5月30日(土)
6月6日(土)

13:30～16:00 ■

5月22日(金)

■

㈱エブリイ 随時公開 随時 卸・小売業 総合職(店舗運営) ■

綜合警備保障㈱　ALSOKグループ エントリー後通知 エントリー後通知 セキュリティーサービス
総合職(警備等)

専門職(研究・開発)

技術職(設計・開発)

㈱スズキ自販　鳥取 随時公開

■㈱トップエンジニアリング 5月1日(金)～5月29日(金)
1回目　10:00～
2回目　14:00～

技術サービス業

機械設計
電気電子設計
システム開発

生産技術

■

開発職(ゲームデザイナー等) ＜マイナビ＞㈱サイバーコネクトツー

随時

■

WDB㈱エウレカ社 5月18日(月)～ 各サイトに記載 専門・技術サービス 研究・開発職

小売業 営業職 ■ 【説明会動画】

㈱アテック 随時公開 随時 技術サービス業

情報・通信業

”2020”WEB説明会一覧(単独)

”2020”WEB説明会一覧(合同)

ウエルシア薬局㈱ 5月23日(土) 13:00～14:30 小売業 総合職(店舗運営) ■

㈱富士巧芸社 ～7月13日(月) 随時 情報・通信業
制作職(テレビ番組等)

技術職(映像編集)
＜マイナビ＞

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp106516/outline.html
https://www.techno-japan.co.jp/about/web_movie/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp70601/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r264800041/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp245386/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r791400038/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp71244/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r949900019/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp80443/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r183110030/
https://youtu.be/H0y0Qu9s9Ns
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp67500/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r967971051/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp244647/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/m123600069/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp66328/outline.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ir-VQnhc6YQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tw7DoLsEAq8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/13_ZRYvMcHWeWdUAzgbCCpjWyfjGPpZia/view
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp71072/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r193400091/
https://job-navi.city.toyooka.lg.jp/event/?news_id=616&view_oft=0
https://www.gogo-jobcafe-shimane.jp/event/detail/2221/
https://job.mynavi.jp/conts/event/2021/w/webexpo_ondemand_0523/index.html
https://job2021.hari-match.com/service/event_detail.asp?EventID=294
https://job2021.hari-match.com/service/event_detail.asp?EventID=295
https://www.jobnavikagawa.jp/live2020/
https://d27rnpuamwvieu.cloudfront.net/pdf/0Xghw4XpRgjOS1wWeN5wi3QXX.pdf
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp225992/outline.html
https://www.suzuki.co.jp/recruit/?scroll=seminar
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp244657/outline.html


 



 





 



～Welstyle～
1) 選べる働き方
ナショナル・リージョナル・エリアより選択可

2) 安定＆成長◎
増益・増収。業界トップクラスの伸長率

3) 若手が活躍
年100店の新規出店！キャリアアップ◎

お問い合わせ先
人事本部 総合職採用部
TEL：03-5209-5690
Mail：shinsotsu-saiyo@welcia-yakkyoku.co.jp

ウエルシア薬局株式会社

＜予約方法＞

当社予約サイトよりご予約ください。
※右下QRコードよりアクセスください。

予約サイト
QRコード

ウエルシア薬局株式会社
ライブ配信型WEB説明会のご案内

配信中はチャットでの質問を

随時受け付けています！



企業説明会を開催します！

＜仕事内容＞

＜募集職種＞
機械設計・電気電子設計・システム開発・生産技術

■宇宙・航空機関連
・ジェットエンジンの構造設計、解析 ／宇宙ステーションの実験機材回路設計・開発など

■産業用ロボット・装置・工作機械関連
・汎用ロボットの応用設計・改造／産業用ロボット駆動回路設計・開発など

■自動車関連
・自動車用トランスミッションの部品設計・開発／自動運転支援機器の電子回路設計・開発など

会場：(株)トップエンジニアリング本社
東京都港区港南1-8-40 A-PLACE品川6階

JR品川駅 港南口徒歩5分

㈱トップエンジニアリング 検索当社へのエントリーはコチラから マイナビ2021掲載中 TOPページより検索ください

『当社は設備を持たない製造業』を推進しています。
トヨタグループ、三菱電機／重工グループ、
といった200社を超える企業から
多彩な開発プロジェクトをお任せ頂き、
当社のエンジニアがモノづくり を支えています。



 

■ 会社概要 ／ 設立 1972年10月 ／ 資本金：9000万円 ／ 社員数：296名（2019年4月）／ 年商：40億9200万円（2019年実績）／ 寮完備（男・女）  

■ 株式会社セントラル情報センター URL／http://www.cic-kk.co.jp/ ■ 本社所在地 ／ 東京都渋谷区道玄坂２－１６－４ 野村不動産渋谷道玄坂ビル８階 

対象 

２０２１年３月 

卒業予定の方 

システムエンジニア 

ネットワークエンジニア 
 

開催内容 

TEL／０３－３４９６－１５７１  

E-mail／recruit@cichdgroup.com  

人事担当／ 川原田 小宮 大久保 

 
 

会社説明会 企業概要の説明、採用スケジュール等 

13:30～14:30  

セキュリティエンジニア 

コンサルタント他 

募集職種 

事業内容 

SIソリューション事業 

ERPソリューション事業 

 

セキュリティビジネス事業 
プラットフォームソリューション事業 

お問い合わせ先（本社） 

全行程を WEB で行っています 

マイナビでお申し込みの場合は、【WEB 開催】の 

日程よりお申込み下さい。こちらからミーティング

コード等のご連絡を致します。 
（不明点は下記問い合わせ先にお気軽にお問い合わせください。） 

WEB 筆記試験 

WEB 面接 

随時開催（オンライン） 

別途、メールにてご案内致します。 

随時開催（オンライン） 

別途、メールにてご案内致します。 

マイナビ 

セミナーページへ 

募集要項へ 

WEB 会社説明会 

19 日(火)  25 日(月)  

1 日(月)  8 日(月)  15 日(月)  

22 日(月)  29 日(月) 22 日(月)  29 日(月) 

月 

月 

※全てオンラインで申込・受講可能です。 

留学生歓迎 

文理不問 



【 株式会社 富士巧芸社 】 

 

■□■□■□動画視聴後の流れ□■□■□■ 

Step1.アンケートへの回答（所要時間 3 分） 

https://forms.gle/nCWAyBZziYX3EEKq7 

         回答確認後、弊社より選考エントリーフォームをお送り致します。 

 

Step2.選考エントリーフォームより選考書類の提出をして頂きます。 

  

～選考書類のご提出をもって、選考エントリー完了～ 

※アンケートの回答を頂いた方へ選考エントリーフォームをお送り致しますので、 

選考を希望の場合、動画視聴後、必ずアンケートにお答え下さい。 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

https://forms.gle/nCWAyBZziYX3EEKq7


【募集職種】企画職・R&D職・経理職・営業職・警備職・技術職
【勤務地】本社および全国の各事業所（全国に64支社）※希望勤務地お伺いします

エントリー・詳細はこちらから ↓↓↓

【問合先】ＡＬＳＯＫ採用コールセンター 0120-034-314

新型コロナウイルス感染症が国内で広がっている
現状から、学生の皆さまの健康や安全面等を考慮した結果、当面の間
対面型のALSOKセミナーの開催を中止し、代替として
マイページ内に動画コンテンツ「ALSOKオンラインセミナー」を
公開することとしました。

①マイナビまたはリクナビよりWEBエントリー
②マイページにログイン、「ALSOKオンラインセミナー」視聴
所要時間約５０分、２４時間視聴可能

③視聴後、アンケート回答

オンラインセミナー
のご案内



兵庫県北部
オンライン企業説明会

5/23（土）
5/16（土）

12：00〜17：00（1社30分）

2DAYS

地元企業の具体的な仕事内容、やりがい、働き方、若手社員の声などを
好きな場所から好きな時間に直接聞ける！

▪地元企業を知りたい！
▪エントリーはいつから？？？
▪採用スケジュールが知りたい！

問合せ：兵庫県北部オンライン企業説明会運営事務局（豊岡市役所環境経済課内）電話：0796-21-9008

事前相談について詳しくは

オンライン説明会その前に！事前相談受付中!!

42社の企業の中から「あなたが気になる企業を選んで」お話してみませんか？

申込締切 5/16 開催の締切は5/13（水）
5/23 開催の締切は5/20（水）

企業
42社

オンライン企業説明会の申込みや詳しい内容、参加企業は下記QRコードから

「事務系を考えているけど、どんな会社があるの？」
「地域にかかわる仕事がしたい！」
「まだ、具体的に決まっていなくて・・・」
あなたにピッタリな地元企業を事前に相談しませんか？

主 催：但⾺県⺠局・豊岡市・養⽗市・朝来市・⾹美町・新温泉町



©藤子プロ・小学館・
テレビ朝日・シンエイ・ADK

視聴しよう！
説明会はスマホで

チャットで質問可能なスクール講座 早期予約特典の事前広報講座

「STAY HOME！KEEP ON 就活！」
QRコードから早期予約受付中！

新型コロナウイルス感染拡大の影響で説明会参加の機会が減ってしまっている中、マイナビ就職WEBEXPOオンデマンドはインターネット環境が

あれば、自宅からでも安心して参加できます。時間内で気になる企業を「何社でも」「何回でも」視聴可能です！効率的な参加方法や就活相談を

ライブで配信する「効率的な参加方法ガイダンス」も開催予定です。UIターン志望の方など西日本以外の方も、もちろんご視聴いただけます！

富山県｜石川県｜福井県｜岐阜県｜愛知県｜三重県｜滋賀県｜京都府｜大阪府｜兵庫県｜奈良県｜和歌山県｜鳥取県｜島根県｜岡山県｜

広島県｜山口県｜徳島県｜香川県｜愛媛県｜高知県｜福岡県｜佐賀県｜長崎県｜熊本県｜大分県｜宮崎県｜鹿児島県｜沖縄県
〈  配信対象エリア  〉

11:00～ 【緊急企画】

【映える！】

ここからの就活作戦会議～実践編～
STAY  HOME！KEEP  ON  就活！

14:00～ YouTuberに学ぶオンライン就活のススメ

15:00～ 人事担当者に聞いてみた！ 新型コロナウイルス禍就活Q&A

16:00～ WEB＆リアル兼用！ 面接・自己PR講座

【参加者限定特典】WEB就活必勝グッズプレゼント！
今まさに必要となる「WEB面接セット」をはじめ、選べるe-giftなど、当日
時間限定で出現する「出席票」をあつめてもらえるキャンペーン！
※特典内容は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

S T A Y
HOME!
KEEP ON就活!

5/23（土）12:00-17:00
視聴予約
受付中

社出展予
定100西日本

エリア

の学生に会いたい企業が西日本

大集結するWEB合説！

参加無料

2021 年春、大学・大学院・高専・短大・専門学校卒業予定者、および卒業後も就職活動を継続中の既卒者、留学生対象



マイナビ2021公式アプリ、
「WEBセミナー」のTOPから
就職WEBEXPOondemandのバナーをタップ。

イベントページ上の
「視聴予約はこちら」ボタンをタップ。
「申し込む」→「送信」で予約完了。

セミナー開始10分前になったら、「当日視聴」ボタンか、
マイページの「お返事箱」に届いているマイナビTVから
のメッセージより、視聴者URLタップしセミナーへ出席

WEB  

視聴方法

で参加する3つのメリット

で合説に参加しよう!

から視聴するための簡単

マイナビWEB EXPOオンデマンド(西日本)運営事務局
job_webexpo_info@mynavi.jp

お問い合わせ先
イベントや就活準備の関連情報は

「マイナビ2021 公式アプリ」でチェック！
※2019年3月に利用した就職情報サイトに対する調査結果より／

調査委託先�楽天インサイト株式会社（2019年4月）

STEP

１
１

2

STEP

２

5/24
(日)

12:00～

マイナビ就職WEB　EXPO

就活の悩みを解決する
就職スクールなどの
コンテンツも満載！

スマホはもちろん
PC・タブレットから
視聴しよう！

「学生が最も
参加した
就職イベント」

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

WEBセミナー開催中は、
企業の説明会が何度でも視聴可能です。
メモを取ったり、気になるところを繰り返し視聴したり…
自分のペースでOK！
この機会にスマホから合同会社説明会に参加しよう!





お問い合わせ先 香川県就職・移住支援センター ワークサポートかがわ
高松市サンポート２番１号マリタイムプラザ高松２階 ＴＥＬ 087-802-4700

ＤＡＹ

１ ６．２ ［火］
ＤＡＹ

２ ６．３ ［水］

ＤＡＹ

３ ６．４ ［木］
ＤＡＹ

４ ６．５ ［金］

ＤＡＹ

５ ６．９ ［火］
ＤＡＹ

６ ６．１０［水］

ＤＡＹ

７ ６．１１［木］
ＤＡＹ

８ ６．１２［金］

スマートフォンやパソコンがあれば参加ＯＫ！

2021年3月大学等卒業予定者及び既卒者対象

https://www.jobnavikagawa.jp/live2020

検索かがわLIVE就職説明会

まずは
事前申込

参加
無料

１０時

１時間ごとにライブ配信を行う企業が変わります。タイムテーブルはホームページをご覧ください。

※開催日時は変更の可能性があります。

主催／香川県（ワークサポートかがわ）
協力／香川労働局（ハローワーク）、高松商工会議所

「ＬＩＶＥ」就職説明会だからできる

Ｗｅｂ会議アプリ
を活用し、企業と
直接コミュニケー
ションがとれる

香川県内の約６０
社が集結し、多く
の企業を知ること
ができる

Ｗｅｂ上でライブ配
信するため、どこか
らでも参加できる

かがわＬＩＶＥ就職説明会

開始時間

終了時間

日によって
異なりますの
で、ホーム
ページをご覧
ください。

かがわＬＩＶＥ
説明会就職

２０２０
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