
更新日： 2020/6/10

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＞

光東㈱ 随時公開 随時 不動産業・物品賃貸業 営業職 ■ 【会社HP】

＜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＞

(株)ウィズソル 6月9日(火)～6月30日(火)
11:00～11:30
14:00～14:30

技術サービス業 総合職 ■ ＜マイナビ＞

(株)吉田石油店
6月11日(木)

6月18日(木)　他
13:30～15:30 商社(石油製品) 総合職 ■ ＜リクナビ＞

㈱セントラル情報センター
6月15日(月)
6月22日(月)
6月29日(月)

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＞

＜マイナビ＞

＜リクナビ＞

【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

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＞

中四国　合同LIVEセミナー 6月10日(水) 12:40～16:55 ＜専用HP＞

おかやま就職マッチングフェア
6月10日(水)～6月12日(金)
6月17日(水)～6月19日(金)

9:30～16:00 ■ ＜専用HP＞

スポナビキャリアセミナーLIVE 6月22日(月) 11:00～18:10 ＜専用HP＞

愛媛県/ジョブカフェ愛work
「オンライン合同会社説明会」

6月22日(月)～6月26日(金) 10:00～16:10 ■ ＜専用HP＞

Go!ひろしま合同企業説明会Live
6月22日(月)～6月26日(金)
7月6日(月)～7月10日(金)

12:30～16:00 ＜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

■

随時 情報・通信業
システムエンジニア
運用管理エンジニア

ネットワークエンジニア
■旭情報サービス㈱

㈱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)

～6月30日(火)

技術サービス業 技術職(設計・開発)

㈱スズキ自販　鳥取 随時公開

■

■

随時

■

食品
生産職
営業職

㈱トップエンジニアリング
5月1日(金)～5月29日(金)
6月1日(月)～6月29日(月)

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

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

㈱やまひろ 随時公開 随時

”2020”WEB説明会一覧(単独)

”2020”WEB説明会一覧(合同)

㈱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＞

【説明会動画】

MXモバイリング㈱
　　　　　　　6月3日(水)
　　　　　　　6月11日(木)　他

案内チラシに記載 情報・通信業
総合職
販売職

■

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://www.koto-corp.co.jp/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp76918/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r190700040/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp80443/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r183110030/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp244647/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/m123600069/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp65076/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r610200078/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp51012/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r761700020/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp66328/outline.html
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp81503/outline.html
https://job.rikunabi.com/2021/company/r684200064/?isc=r21rcna01562&toplink=search
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://www.jobnavikagawa.jp/live2020/
https://job.career-tasu.jp/2021/event/detail/617/
https://portal.infomark.jp/
https://job.sponavi.com/2022/seminar
https://www.ai-work.jp/online/
https://zukan.biz/go_hiroshima_live/
https://d27rnpuamwvieu.cloudfront.net/pdf/0Xghw4XpRgjOS1wWeN5wi3QXX.pdf
https://www.suzuki.co.jp/recruit/?scroll=seminar
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp244657/outline.html
http://www.yamahiro.co.jp/html/recruit/introduction.html


 







 



 

2021年 3月卒業予定者 

（４年生）対象 

WEB 会社説明会 

 

 
 

■ 開 催 日 時：  

■ 内    容：会社概要、募集職種及び今後の採用スケジュールについて 

■ 参 加 方 法：

 

1） 会社概要 
事 業 内 容 ：①建設・産業用機械、各種車両のリース・レンタル、メンテナンス及び販売 

②損害保険・生命保険代理業 

③山口労働局長登録教習機関として、フォークリフト、クレーン等の 

公的資格である技能講習を実施 

本社所在地：山口県下松市東海岸通り１－７ 

2） 募集職種 

職種 仕事内容 

営業職 
(総合職) 

建設会社等に対して、油圧ショベル、高所作業車、発電機等の建設機械・ 

産業用機械及びトラック等の各種車両のリース・レンタルの提案営業を 

行います。 

3） 企業ＰＲ 

光東(株)は建設産業用機械・車両の総合レンタル・販売・整備企業です。 

山口県内２０拠点、広島県、福岡県各１拠点で事業展開をしています。 

建設産業用機械・車両は、社会インフラをつくり、維持・発展させるために使われる機械です。

レンタル・販売・整備を通じてお客様の課題を解決し、間接的にインフラづくりを支えています。 

「社会のインフラを支える」そんな大きな志を持った仲間を求めています。 

 

 

          

 

 

当社の詳細は 
こちらから 

 ⇒⇒⇒ 



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。

マイナビ2021
トップエンジニアリングはこちらから



【応募資格】2021年3月 大学・修士卒業見込
【初任給】 修士卒 235,500円／大学卒212,500円

ＭＸモバイリング株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア
新卒採用担当 Tel：0120-433-002  ／ Mail：MXM-saiyo@mxmobiling.com

【勤務地】本社、国内外各拠点（転勤あり）当社直営ドコモショップ・auショップ
【勤務時間】実働7時間45分 ※配属先により異なる、シフト勤務あり
【休日・休暇】週休2日制（年間休日121日）有給休暇初年度10日(入社時付与)、ワークライフバランス休暇、リフレッシュ休暇ほか
【諸手当】時間外勤務手当、通勤費支給、特別出勤手当、扶養手当ほか

総合職（全国勤務社員） 販売職（地域限定社員）

1. 会社概要・募集職種説明

２. 質問会

ＭＸモバイリングは、総合商社・丸紅グループにて携帯電話に関する

ビジネスを展開している企業です。NTTドコモやKDDI、ソフトバンクなどの

通信事業者の一次代理店として、全国にキャリアショップを400店舗以上

運営しています。店舗数や販売台数ともに業界のトップクラスに位置しています。

全国勤務社員
＜ 店舗販売職・法人営業職 ＞

皆さまのキャリアプランに合わせて、職種をお選びいただけます。

地域限定社員は転居を伴う異動はありませんので、

希望するエリアで長く活躍することが可能、Ｕ・Ｉターンも歓迎です。

会社説明会では、業界の動向、事業内容、職種内容などについて

ご説明しております。ぜひご参加ください。

皆さまとお会いできることを、採用担当一同 楽しみにしております！

地域限定社員
＜ 店舗販売 (希望エリア) ＞

《 2021年度募集職種はこちらです 》

マイナビまたはリクナビ
よりお申込みください

MXモバイリング株式会社
会社説明会のご案内

募集要項
※詳細は

採用サイトを

ご確認ください

リクナビ
2021

マイナビ
2021

【応募資格】2021年3月 短大・専門・大学卒業見込
【初任給】広島 ：大卒195,000円／短大・専門卒185,000円

岡山・山口・香川
愛媛・徳島 ：大卒185,000円／短大・専門卒175,000円

高知・鳥取・島根 ：大卒180,000円／短大・専門卒170,000円 ※地域により異なります

・6月 3日（水）10:00～14:45

・6月11日（木）13:30～14:45

・6月15日（月）13:30～14:45

・6月23日（火）10:00～11:15

【販売職】



株式会社ウィズソル

株式会社ウィズソルは会社説明会から一次面接までをWEBに切り替え実
施しています。

「選考の流れ」
マイナビ2021よりエントリー→WEB会社説明会→WEB適正検査
→WEB一次面接 （ここまではWEBで実施します）
最終の二次面接は本社にて実施→内定

⇒WEB会社説明会とは？
Web上で生配信されているWEB会社説明会を視聴できるものです。
チャットから質問できるので、通常の説明会と同じ感覚で参加いただけ
ます。
マイナビ2021の当社セミナー画面よりご希望の日時をご選択の上、ご
予約ください。毎週月・火・木・金の4日の7回実施しています！
ご予約いただいた方へはWEB会社説明会参加方法を別途連絡いたします
。また会社案内をお送りさせていただく予定です。
（そのために締め切りをWEB会社説明会開催日から1週間前に設定させ
ていただいています）

株式会社ウィズソル 採用センター 長谷川
本社 〒733-0035 広島市西区南観音6丁目2-13

TEL(082)291-2500  

私たちは 非破壊検査 で社会の安全・安心

を守るプロフェッショナル集団です。

全国約３０拠点にて各種プラント・発電設備等の

産業インフラを中心に事業を展開しています。

「縁の下の力持ち」 として私たちと一緒に

働きませんか。

W E B 会 社 説 明 会
開 催 の お 知 ら せ

からのエントリーをお待ちしています！

社内教育の充実により、知識
ゼロからでも大丈夫です。
文理問わず活躍中！！

2021

学生の皆様へ



とても簡単♪
45分のWEB説明会を開催中です！！
スマホもしくはパソコン（カメラ、
マイク内蔵）があれば、いつでも

どこでも参加可能のWEB説明会です。

短時間の WEB説明会 開催中！短時間の WEB説明会 開催中！
参加の流れ
WEB会議システム ZOOM を使用します。　
①　リクナビの WEB説明会予約フォーム 
　　より都合のよい日程を選んで予約。
②　メールにて案内を送付します。
③　説明会当日に案内メール内にあるURL を開いて
　　ミーティングに参加する をクリック！
④　担当者が画面に映って、説明会スタート！

WEB説明会初心者
にもおすすめ♪

リクナビ
説明会予約は
▼ ここから ▼



 

■ 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 



【企業PR】
1962年創業の独立系IT企業で、57年間連続黒字を達成！
大手企業で大規模開発・ネットワークに携わることが可能！（大阪勤務可能）
文系エンジニアも多く活躍しており、研修体制が充実！

【WEB説明会の視聴方法について（視聴期限：5月末まで）】
①本資料のQRコードを読み込み、採用LINEサイトにエントリー。
②LINE上で、簡易アンケートの入力を実施。
③アンケート入力後、視聴用URLにアクセスして、WEB説明会を視聴。

【WEB説明会以降の選考フローについて】
①WEB説明会を視聴する。
②動画中に発表されるパスワードをLINE上で入力。
③後日弊社より、視聴者限定の選考会にご招待します。

【問い合わせ先】
旭情報サービス株式会社
大阪支社 人事担当 辻／池水
電 話：06-6636-3272
メール：o-saiyo@aiskk.co.jp

～東証二部上場～

旭情報サービス株式会社

WEB説明会

採用LINEサイトQRコード



【 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



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







申込受付開始

愛媛の優良企業40社の
採用担当者の声が聞けます！
1日あたり8社（ 1社30分） の説明を聞ける オンライン説明会を5日間連続で開催します。

チャットで
質問できる！

採用スケジュールが
わかる！

この説明会で
聞けること

https://www.ai-work. jp/onl ine

主催 ： 一般社団法人えひめ若年人材育成推進機構 ※令和2年度補正　愛媛県新規学卒者等就職支援強化事業

お問い合わせ TEL  089-913-8686 愛媛県松山市湊町3丁目4番地6 松山銀天街GET! 4F 
http://www.ai-work.jp [担当者/星加、宇都宮]

対象 ： 2021年3月卒業予定の学生（大学、短大、専修学校）既卒3年以内の方

申込受付はこちら

日
本
全
国
ど
こ
か
ら
で
も
！

入
室
も
退
室
も
自
由
！

ジョブカフェ愛work  緊急企画！！

（株）レデイ薬局、愛媛医療
生活協同組合、（株）ハタダ、
丸三産業（株）ほか全40社

参加予定企業

他社と比べた強み・特徴

求める人物像

事前申込がスムーズ! 当日参加もOK

今後の採用スケジュール

仕事内容 社 風


	Sheet1
	
	Sheet1

	
	Sheet1

	
	Sheet1

	
	Sheet1

	
	Sheet1

	
	Sheet1

	
	Sheet1

	
	Sheet1




