会社名

個別会社説明会

採用の流れ

エントリー
会社説明会
エントリーシート提出
選考会
内定

㈱大石工作所

【日程】3月11日(水),13日(金),18日(水),25日(水),27日(金)13:30-15:00
【場所】大石工作所本社
【日程】3月12日(木),26日(木) 13:30-15:00
【場所】松山市内

今治造船㈱

リクナビ2021よりエントリー
コロナウイルス拡大防止の為,3月,4月中旬の説明会は予定しておりません。
ＥＳ・ＳＰＩ受験
リクナビ2021にご登録頂いている方ならどなたでも下記ＵＲＬよりＷｅｂ説明
一次面接
会をご覧いただけますので、是非ご覧ください。
最終面接
https://job.rikunabi.com/2021/company/r927200067/seminar/C002/
内定

仙味エキス㈱

【日程】
3月24日(火) 13：30～15：15
【場所】
仙味エキス株式会社本社会場

三木特種製紙㈱

【日程】
3月13日(金) 13:30 - 15:30
3月20日(金),27日(金) 10:00 - 12:00
4月10日(金),17日(金) 10:00 - 12:00
5月1日(金),8日(金),15日(金) 10:00 - 12:00
【場所】
愛媛県四国中央市・本社

リクナビにてエントリー
説明会（必須ではありません）
エントリーシート提出（弊社書式）
書類選考
面接(１～2回)
内々定
内定

内定までの所要期間

選考方法

その他

説明会参加後
約2週間程度

エントリーシート(1次選
考)
面接1回（最終選考）

最終選考は社長と1対1での面接となります。採用に
関する情報は、リクナビ2021にてご確認ください。

最終面接後
２週間程度

エントリーシート
（リクナビより提出）
ＳＰＩ受験
書類選考
一次面接
（東京,大阪,愛媛,福岡）
最終面接

採用に関する連絡は全てリクナビ2021にて行いま
す。まずはエントリーからお願いいたします。
★こちらからエントリー★
https://job.rikunabi.com/2021/company/r9272000
67/

エントリーシート
選考会後、２週間程度 書類選考
面接１～２回

採用に関する情報はこちらから
リクナビ http://www.senmiekisu.co.jp

「スイッチナビ」で当社エントリー
説明会・選考会予約
自社説明会・見学会・座談会
一次選考（適性検査（SPI）、一次面接）
最終選考（役員面接）

一次選考後２～３週間程度 適性検査（SPI）面接２回

グループワークは予定しておりません。
採用に関する情報発信・イベントへの受付は、愛媛
に特化した採用支援サイト「スイッチナビ」
https://switchnavi.jp/company/detail.html?cmp_id=100 を利用
しております。「スイッチナビ」で弊社にエント
リーしていただけましたら、登録されたメールアド
レスに最新の情報を配信致します。

㈱サンメディカル 【場所】㈱サンメディカル 松山支店

エントリー
説明会
適正試験
面接
内定

エントリーシート
最終の面接後、３週間程度 筆記試験
面接

採用に関する情報はこちらも参照してみてくださ
い。
https://job.rikunabi.com/2021/company/r4834420
96/
http://www.sunmedical-e.co.jp/

【日程】
3月13日(金),24(火),26(木)10:00 - 12:00
宇和島自動車運送㈱ 4月7日(火),9(木)10:00 - 12:00
【場所】
弊社本社・松山営業所

エントリー
個別説明会
筆記試験（適性検査）
面接
内定

【日程】3月11日(水),12(木),17(火),24(火),25(水)10:00 -

面接後１週間以内

筆記試験（適性検査）
面接１回

選考ではグループワークはありません。
面接は１回のみです。
４月９日（木）以降にも説明会を開催しておりま
す。
日程はHPの採用情報からご確認ください。
https://uwajima-trk.co.jp/

【日程】
3月14日(土)13:30 - 16:30
3月25日(木)9:00 - 12:00,13:30 - 16:30
㈱愛媛総合センター
3月26日(土)13:30 - 16:30
【場所】
プログレッソ ベース(松山市湊町4丁目3-9)

あなぶき
メディカルケア
㈱

【日程】
3月23日(月)14:00 4月6日(月),13(金)14:00 5月11日(月),25日(月)14:00 【場所】
アルファリビング松山本町(松山市本町6丁目3-3)

堀田建設㈱

【日程】
3月27日(金)
【場所】
尼崎商工会議所(兵庫県尼崎市昭和通3-96) 電話(06)6411-2255
【日程】
4月10日(金),24日(金)
5月8日(金),22日(金)
【場所】
堀田建設㈱本社(愛媛県八幡浜市郷1-12-1)

日泉化学㈱

【日程】3月10日(火),25日(水),26日(木)
【場所】日泉化学㈱本社(新居浜市西原町2-4-34一宮センタービル2Ｆ)
【日程】3月18日(水）
【場所】テクノセンター新居浜(愛媛県新居浜市新田町3-7-17)
【日程】3月16日(月)
【場所】松山会場(松山市民会館 第2会議室)
【日程】3月23日(月)
【場所】広島会場(広島オフィスセンター第8会議室)

【日程】3月7日(土),11日(水),17日(火),24日(火),4月14日(火)
10:00～12:00 お時間があればランチ交流会対応可(終了予定14:00)
【場所】ピュアフル松山(松山市宮田町132)
【日程】3月12日(木),16日(月)
10:00～12:00 お時間があればランチ交流会対応可(終了予定14:00)
トヨタＬ＆Ｆ西四国㈱ 【場所】トヨタＬ＆Ｆ西四国(株)高知支店(高知市北本町4丁目4-52)
【愛媛トヨタ自動車株式会社合同個別説明会】
【日程】3月23日(月),4月9日(木),13日(月)
10:00～12:00 お時間があればランチ交流会対応可(終了予定14:00)
【場所】ピュアフル松山(松山市宮田町132)

エントリ
単独説明会・1次選考(会社案内・面接)
2次選考(グループワーク・面接)
3次選考(職場体験・適性検査)
最終選考

履歴書
面接３回
単独説明会から1ヶ月程度
グループワーク
適性検査

社長参加型の選考です！！
二次選考後に懇親会あります！！
採用に関する情報はこちらから
https://ehimesougou-recruit.com/

エントリー
説明会(見学)
履歴書送付
面接
内定

最終面接後 1週間程度 面接2回

面接以外に選考試験はありません。
無資格の方もエントリー可能です。

エントリー(マイナビ・弊社HP)
会社説明会
適性・筆記・1次面接
選考会(役員面接)
内定

エントリー(リクナビ)
適性検査
人事面接(面談形式)
役員面接
内定

選考会後10日間程度

人事面接後
３～4週間程度

エントリー（マイナビサイトより）
個別説明会（愛媛・高知で開催予定）
(説明会後、選考に進まれる方は、ＷＥＢ適
性検査・弊社指定自己ＰＲシート提出)
選考後1ヶ月程度
第1次選考会(現場面接)愛媛と高知で開催予
定
役員面接
内定

エントリーシート
筆記試験
面接2回

・会社説明会では希望者のみ一次選考を実施いたし
ます。
・選考は人物重視で行います。
・採用に関する情報
〇マイナビ
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp204802/
outline.html
〇弊社ＨＰ https://hotta-grp.co.jp/

適正テスト
面接2回

当社は、人物重視の選考を行っております。
人事面接では、面談形式をとっており、皆さまリ
ラックスした状態で自己PRをして頂く場としており
ます。
採用に関する情報はこちらから
https://job.rikunabi.com/2021/company/r6565000
41/
皆さまのご応募お待ちしております。

エントリーシート
弊社指定自己ＰＲシート
ＷＥＢ適性検査
面接2回

グループワークなし、全て個別面接です☆
オフィシャルホームページ
https://www.lf-w-shikoku.jp/
マイナビ弊社サイト
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp213240/
outline.html

【日程】3月9日(月)9:00-16:00
会社説明(午前経営幹部との懇談含)＋現場見学(午後:希望職場)
【場所】イージーエス本社(新居浜)
【日程】3月12日(木)9:00-17:00
会社説明（30分程度・回、質疑応答含 随時希望時間設定可）
【場所】伊予鉄会館(松山大街道)
【日程】3月17日(火)9:00-16:00
会社説明(午前経営幹部との懇談含)＋現場見学(午後:希望職場)
【場所】イージーエス本社(新居浜)
【日程】3月18日(水)9:00-17:00
会社説明(30分程度・回、質疑応答含 随時希望時間設定可）
【場所】伊予鉄会館(松山大街道)

㈱イージーエス
【日程】3月23日(月)9:00-16:00
会社説明(午前経営幹部との懇談含)＋現場見学(午後：希望職場)
【場所】イージーエス本社(新居浜)
【日程】3月24日(火)9:00-17:00
会社説明(30分程度・回、質疑応答含 随時希望時間設定可)
【場所】伊予鉄会館(松山大街道)
【日程】４月7日(火)9:00-16:00
会社説明（午前経営幹部との懇談含）＋現場見学（午後：希望職場）
【場所】イージーエス本社（新居浜）
【日程】４月13日(月)9:00-16:00
会社説明（午前経営幹部との懇談含）＋現場見学（午後：希望職場）
【場所】イージーエス本社（新居浜）

㈱アイシーシー

岩城造船㈱

㈱ドリーマー

【日程】3月7日(土)10:00 - 12:00
【場所】愛媛県松山市民会館 第７会議室（愛媛県松山市堀之内）
【日程】3月14日(土) 13:30 - 16:00
【場所】松山市総合コミュニティーセンター
第８会議室（愛媛県松山市湊町７丁目５番地）
【日程】3月19日(木) 13:30 - 16:00
【場所】一宮グループセンタービル新居浜(新居浜市西原町2-4-34)
【日程】3月28日(土) 10:00 - 12:00
【場所】松山市総合コミュニティーセンター第8会議室
(松山市湊町7丁目5番地）

【日程】3月20日(金)12:30～15:40
5月23日(土)12:30～15:40
【場所】岩城造船㈱

【日程】3月10日(火) 13:30～15:30
【場所】本社 高知県高知市吸江90-1
【日程】3月12日(木) 13:30～15:30
【場所】BF松山 愛媛県松山市空港通り2-10-5
【日程】3月17日(火) 13:30～15:30
【場所】本社 高知県高知市吸江90-1
【日程】3月19日(木) 13:30～15:30
【場所】BF松山 愛媛県松山市空港通り2-10-5
【日程】3月23日(月) 13：30～15:30
【場所】本社 高知県高知市吸江90-1
【日程】3月26日(木) 13:30～15:30
【場所】BF松山 愛媛県松山市空港通り2-10-5

①エントリー
マイナビ,当社採用HPからご連絡くださ
い。
②会社説明会
上記1の個別会社説明会に自由にご参加く 選考後
ださい。
約1週間でご連絡しま
す。
③選考
3月下旬以降 随時
④内定後
内定証書授与,グループワーク,親睦会等
のプログラム受講

履歴書
筆記試験
小論文
適性検査
面接1回

採用に関する情報はこちらから https://recruitegs.com/
（交通費支給、昼食準備あり）

エントリー
会社説明会及び一次選考会
二次選考会
内定

書類選考
適性検査
担当者面接
役員面接

【２名限定】少人数での選考会を開催します。
採用に関する情報はこちらから
https://www.ichimiya.co.jp/icc/recruit/newgrad
uates/

適正検査(SPI試験)
選考会(個別面接試験)1回

選考試験は、各工場見学会にご参加の方へご案内さ
せて頂きます。詳しくは、リクナビ2021より、弊社
へエントリーをお願い致します。
https://job.rikunabi.com/2021/company/r8757100
61/entry/B001/

二次選考会後
２週間程度

個別説明会(工場見学会)
エントリー(リクナビOpenES)
適性検査(リクナビSPI試験)
選考会(面接試験)
内定

選考会後、2週間程度

エントリー
説明会
一次選考（面接・適性検査・一般常識）
二次選考（役員面接）
内定

適性検査
二次選考後、2週間程度一般常識試験
面接2回

リクナビ
https://job.rikunabi.com/2021/company/r2166300
01/

㈱ハート

㈱リバーテック

㈱フジ

コロナウイルス拡大防止の為,3月,4月上旬の説明会は中止

会社見学
一次面接
二次面接
最終面接
内々定

【日程】指定なし（ご都合の良い日程でご説明いたします）
【場所】㈱リバーテック （今治市宮ヶ崎）

会社説明・見学
適性検査
面接（1回）
内定

【個別会社説明会 ＋ 一次選考会】
【日程】３月１４日(土) １０時～１３時
【日程】３月１６日(月) １０時～１３時 / １４時～１７時
【日程】３月２０日(金) １０時～１３時 / １４時～１７時
【日程】３月２１日(土) １０時～１３時 / １４時～１７時
【場所】㈱フジ 部第３ビル
※下記日程は会社説明会のみです。
【日程】３月１２日 １０時～１２時 / １４時～１６時

㈱伊予銀行

シブヤ精機㈱

【日程】4月6日(月) 1回目：13:00～14:00 2回目：15:30～17:00
【場所】伊予銀行本店
松山市南堀端町1番地
【日程】4月7日(火) 1回目：10:00～11:30 2回目：13:00～14:30
【場所】伊予銀行本店
松山市南堀端町1番地
【日程】4月9日(木) 1回目：13:00～14:30 2回目：15:30～17:00
【場所】伊予銀行本店
松山市南堀端町1番地

○マイナビ2021をご確認ください。
○希望日に合わせて説明会を開催しますので、お手数ですが希望日程（第３希
望まで）をメールでお知らせください。
（recruit-m@shibuya-sss.co.jp）

【日程】2020年4月9日（木）第3回会社説明会及び1次面接
【場所】NPシステム開発 業務センター
㈱NPシステム開発 【日程】2020年4月16日（木）第4回会社説明会及び1次面接
【場所】NPシステム開発 業務センター

会社見学
最終面接後、一週間程度一般常識テスト
面接3回

面接後１週間程度

選考ではグループワークはありません。
会社見学にいらした方に、面接の日程をお伝えしま
す。
会社見学には人数制限があります。
マイナビを通じてご予約下さい。

希望者には随時会社説明と見学を受付けておりま
適性検査
す。
（筆記試験 基礎的教養） 選考は適性検査と役員面接1回のみです。
面接１回
採用情報はこちらから：
http://www.rivertec.co.jp/recruit.html

フジへの会社説明会・選考会のご予約はフジ「マイ
ページ」からとなります。
下記URLよりまずはご登録ください！
https://job.axol.jp/vb/s/fuji_21/entry/
(選考を迷われている方も、３月以降の選考日程等
のご案内をお知らせできますので、ぜひ「マイペー
ジ」へご登録ください！)

エントリー
会社説明会
一次選考会
適性検査・エントリーシート提出
二次選考
最終選考

エントリーシート
グループワーク
選考会後、約２ヵ月半
適性検査
面接（２回）

エントリー
リクナビ2021にて本会員登録
個別会社説明会（1次選考）
OpenES提出・SPI受検
1次面接
2次面接
最終面接
内定

選考会後
1～2ヶ月程度

エントリーシート
SPI
面接3回

エントリー
会社見学・説明会
選考会
内定

選考会後
2週間～4週間程度

一次選考：筆記試験（一般
常識）、面接（人事担当、
採用に関する情報はこちらから
担当部署部長）
https://www.saiyou.shibuya-sss.co.jp/
二次選考：面接（役員）
最終選考：面接（社長）

エントリー
説明会
1次面接
最終面接
内定

最終面接後
2週間程度

書類選考
簡易IQテスト
面接2回

採用に関する情報はこちらから
https://r-ship2.jp/2021/iyobank/register/

採用に関する情報はこちらから
http://www.npsystem.co.jp/
1次面接では、履歴書、自己紹介書を持参して下さ
い。

㈱ビージョイ

【日程】3月15日（日）10時～12時
【日程】3月15日（日）14時～16時
【日程】3月19日（木）10時～12時
【日程】3月19日（木）14時～16時
【日程】3月22日（日）10時～12時
【日程】3月22日（日）14時～16時
【場所】二番町ホール（松山市二番町3丁目8-21 久保豊二番町ビル3F）

【日程等】随時開催しており月に２５～３０回程度の日程を設定しています。
1人づつ実施しますので質問等も自由にできます。詳細はマイナビの当社サイ
トをご覧下さい。
ネッツトヨタ瀬戸内㈱ 3/9現在、３月末までの日程しかアップされていませんが、中旬になれば４月
分もアップします。
４月中旬になれば５月分もアップします。順次毎月アップしていきます。
場所は本社・中央店にて開催します。

アイム㈱

【日程】3/10（火） 13：30-16：30
【場所】マイナビ松山支社会議室
【日程】3/13（金） 9：30-12：00
【場所】マイナビ松山支社会議室
【日程】3/17（火） 9：30-12：00
【場所】マイナビ松山支社会議室
【日程】3/19（木） 13：30-16：30
【場所】アイム本社
【日程】3/24（火） 13：30-16：30
【場所】アイム倉敷工場
【日程】3/27（金） 13：30-16：30
【場所】アイム本社
【日程】3/30（月） 13：30-16：30
【場所】マイナビ松山支社
【日程】4/13（月） 13：30-16：30
【場所】マイナビ松山支社
【日程】4/17（金） 13：30-16：30
【場所】アイム倉敷工場
【日程】4/23（木） 13：30-16：30
【場所】マイナビ松山支社
【日程】4/30（木） 13：30-16：30
【場所】アイム本社

エントリー
会社説明会
一次選考（書類選考）
適正検査（適正検査：SPI）
三次選考（グループ面接）
最終選考（個人面接）
内定
※会社説明会に行けれない場合、できれば
会社説明会に参加していただき、会社の雰
囲気やビージョイについて理解を深めてか
ら応募いただきたいですが、止むを得ない
場合は、会社説明会に参加しなくても選考
へエントリーすることは可能です。リクナ
ビ2021よりエントリー後ご案内いたしま
す。

選考申込後、約2カ月

エントリー
会社説明会来社
適性検査
一次面接
会社説明会来社後
二次（店長）面接（内々定）
３～４週間程度
現場アルバイト(2日間,最寄りの店舗にて）
社長面談
内定（文書にて通知）

一次選考（OpenES、エント
リーシート）※両方の提出
を持って一次選考の受付と
します。
二次選考（適正検査：
SPI）※期間内でしたら自
宅等でいつでも受検可能で
す。
三次選考（グループ面接）
※三次選考より会社（松山
市水泥町）にて開催いたし
ます。
最終選考（個人面接）

適性検査
履歴書提出
面接２回
社長面談

エントリーはこちら：
https://job.rikunabi.com/2021/company/r7916300
67/seminar/C002/
※エントリー後、より詳細なご案内を送らせていた
だきます。
ビージョイ採用HPはこちら：https://bejoyrecruit.com/

採用に関する情報はホームページ
https://www.netzsetouchi.jp/recruitより
エントリーはマイナビ当社サイトよりお申し込み下
さい。

採用に関する情報はこちらから
エントリー
説明会参加（筆記試験）
１次選考
最終選考
内定

筆記試験
適性検査
説明会参加後～最終選
面接２回（１次選考・最終
考まで約１か月程度
選考）学力よりは面接での
人柄重視です。

マイナビ2021アイムページ（会社説明会の参加予
約）
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp94628/o
utline.html
アイム株式会社ホームページ
https://www.imx.co.jp/

㈱越智工業所

【日程】【3月 松山会場】3月9日(月),16日(月),19日(木),30日(月)
13：30から一時間程度
【場所】㈱スイッチカンパニー本社ビル
愛媛県松山市宮西1丁目8-12 宮西ビル2階
【日程】【3月 今治会場】3月12日(木),23日(月),26日(木)
13：30から一時間程度
【場所】㈱越智工業所本社ビル 愛媛県今治市桜井2-7-90
【日程】【4月 松山会場】4月6日(月),9日(木),20日(月)23日(木)
13：30から一時間程度
【場所】㈱スイッチカンパニー本社ビル
愛媛県松山市宮西1丁目8-12 宮西ビル2階
【日程】【4月今治会場】4月2日(木),13日(月),16日(木),27日(月),30日(木)
13：30から一時間程度
【場所】㈱越智工業所本社ビル 愛媛県今治市桜井2-7-90
【日程】【5月 松山会場】5月14日(木),25日(月)
13：30から一時間程度
【場所】㈱スイッチカンパニー本社ビル
愛媛県松山市宮西1丁目8-12 宮西ビル2階
【日程】【5月今治会場】5月7日(木),11日(月),18日(月),21日(木),28日(木)
13：30から一時間程度
【場所】㈱越智工業所本社ビル 愛媛県今治市桜井2-7-90

フジケン
エンジニアリン
グ㈱

【日程】3/10（火） 13：30- ※2時間程度
【日程】3/25（水） 13：30- ※2時間程度
【日程】4/7（火） 13：30- ※2時間程度
【日程】4/21（水） 13：30- ※2時間程度
【場所】松山市古三津2-16-3 ﾌｼﾞｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 本社事務所
※ご希望があれば、個別に対応いたします。
マイナビ当社ページよりお申し込み下さい。

㈱トヨタレンタ
リース西四国

【日程】3月14日・15日・16日・21日・22日・29日
【場所】トヨタレンタリース西四国本社3Ｆ(松山市南吉田町2750-12)
【日程】3月17日・4月1日
【場所】愛媛県男女共同参画センター(松山市山越町450番地)
【日程】3月20日・24日・4月4日
【場所】高知市文化プラザかるぽーと(高知市九反田2-1)
【日程】3月31日
【場所】こうち男女共同参画センター「ソーレ」(高知市旭町3丁目115)

エントリー
履歴書送付
選考（個人面談）
小論文試験

エントリー
会社説明会参加・会社訪問
適性検査・面接
内定

エントリー
説明会
一次選考会（適性テスト・面接）
二次選考会（役員面接）
内定

選考会後
2週間程度

◆エントリーシート
◆履歴書
◆面接
◆小論文

◆選考ではグループワークはありません
◆当社へご興味をいただいている方は、まずは弊社
HP をご熟読ください。
◆採用に関する情報はこちらから
http://www.kok-no1.co.jp/company/

面接後
１週間程度

▼ 「通年採用可能」既卒者についても随時選考を
行います。(３０歳位まで可)
面接
▼「マイナビ２０２１」当社ページよりエントリー
適性検査
をお願いします。
作文
▼エントリーいただいた方に
アンケート
入社試験・会社説明会等の情報をメールにてご案内
※詳細は、別途ご連絡いた
いたします。
します。
▼採用に関する情報について当社ホームページでも
掲載しています。http://www.fujiken-e.co.jp

二次選考会後
３日後程度

会社説明会…遠方者等で出席が困難な場合は、希望
一次選考会 … 適性テス 日・場所等を打ち合わせのうえ、行ないます。
ト（筆記用具）、面接（履
歴書・卒業見込証明書）
体験入社…会社説明会出席者の中から希望者に対
し、日程を合わせたうえで個別に行います。(1～3
二次選考会 … 役員面接 日程度)
（成績証明書・健康診断
書）
採用に関する情報はこちらから
http://www.r-ehm.co.jp/

㈱グローバル

一宮運輸㈱

【日程】連絡いただければ、設定します
【場所】株式会社グローバル 松山工場 (松山市中野町甲81番地)

【日程】3月24日(火)14:00-15:30 ※締切 3/23(月)AM8:00(少人数制)
【日程】4月7日(火)14:00-15:30 ※締切 4/6(月)AM8:00(少人数制)
【日程】4月14日(火) 14:00-15:30 ※締切 4/13(月)AM8:00(少人数制)
【日程】4月20日(月) 14:00-15:30 ※締切 4/19(日)AM8：00(少人数制)
【場所】愛媛県松山市三番町４－９－６ ＮＢＦ松山日銀前ビル９Ｆ

ＪＡえひめエネ
ルギー㈱

㈱よしだ

【日程】令和２年３月２７日（金）１０：００～１４：００
【場所】本社２Ｆ会議室
【日程】令和２年５月１５日（金）９：００～１１：００
【場所】本社２Ｆ会議室

【日程】3/18（水）①10:00～12:00 ②13:00～15:00
【場所】リフォームよしだ新居浜店 愛媛県新居浜市西の土居町1-3-42
【日程】3/19（木）①10:00～12:00 ②13:00～15:00
【場所】リフォームよしだ観音寺店 香川県観音寺市村黒町376-2
【日程】3/23（月）①10:00～12:00 ②13:00～15:00
【場所】リフォームよしだ四国中央店 愛媛県四国中央市妻鳥町1196-1
【日程】3/24（火）①10:00～12:00 ②13:00～15:00
【場所】リフォームよしだ観音寺店 香川県観音寺市村黒町376-2
【日程】3/25（水）①10:00～12:00 ②13:00～15:00
【場所】リフォームよしだ新居浜店 愛媛県新居浜市西の土居町1-3-42
【日程】3/31（火）①10:00～12:00 ②13:00～15:00
【場所】リフォームよしだ四国中央店 愛媛県四国中央市妻鳥町1196-1

エントリー
説明会
書類選考
面接
内定

面接後、一か月以内

■マイナビ・リクナビよりエントリー
■会社説明会への参加申し込み
※マイナビ・リクナビより参加予約をお願
い致します
■会社説明会へ参加
※会社説明会参加者にのみ、選考会をご案
内しております。
■採用選考への参加申し込み
※マイナビ・リクナビより参加予約をお願
い致します
■採用選考へ参加：適性検査、グループ面
接および個人面接
※面接回数は個別にご案内致します
■内 定!!

1次選考～内定まで
約1ヶ月程度

①会社単独説明会（3/27）履歴書持参
→選考会（4/3）適性検査・面接
→内定
②合同説明会
5/2おしごとﾌｪｽﾀ ｽｲｯﾁｶﾝﾊﾟﾆｰ主催)参加
③会社説明会＆選考会
【場所】本社2Ｆ会議室
A【日程】令和2年4月3日(金)
予定9：00～11:00 会社説明会
予定13：00～ 選考会(面接他)
B【日程】令和2年5月15日(金)
予定9：00～11:00 会社説明会
予定13：00～ 選考会(面接他)

選考会後
２週間程度

書類選考、面接1回

グループワークはありません。
エントリーはメールか電話で連絡をもらえれば大丈
夫です。そこから説明会の日時を決めます。
Tel：080-8250-4917 Mail：ichihara@gl-b.co.jp

「マイナビ2021」「リクナビ2021」にて説明会・選
考会をご案内中です！
適性検査（WEB）
面接1～2回

※動画で見る知る！一宮運輸「一宮運輸公式チャン
ネル」
https://youtu.be/TJvXpv-AVsU
※「一宮運輸ＨＰ」
http://www.ichimiya.co.jp/tran

自社説明会・1次選考（グループワーク有）
適性検査・2次選考
3次選考
選考開始から2ヵ月程
最終選考
度
内々定
内定

筆記試験
面接２回

グループワーク
作文
面接3回

－

2次選考より交通費を支給します。
採用に関する情報はこちらから
https://www.reform-yoshida.com/recruit/

自衛隊愛媛地方
協力本部

現在、コロナウイルス感染拡大防止の為、説明会については予定しておりませ
ん。自衛隊に関する説明をご希望される場合は、電話による説明等で個別に対
応させて頂きます。
自衛隊愛媛地本協力本部又は県下５か所にある各事務所へお問い合わせ下さ
い。

本部又は各事務所に連絡
事務所等より案内→志願票の提出
1次試験（筆記試験）
1次試験合格発表
2次試験(小論文試験,口述試験,身体検査)
最終合格発表

萩尾機械工業㈱

【日程】2020年4月27日（月）
【場所】愛媛県新居浜市松の木町1番17号
【日程】2020年5月25日（月）
【場所】愛媛県新居浜市松の木町1番17号
【日程】2020年6月29日（月）
【場所】愛媛県新居浜市松の木町1番17号
【日程】2020年7月27日（月）
【場所】愛媛県新居浜市松の木町1番17号
【日程】2020年8月24日（月）
【場所】愛媛県新居浜市松の木町1番17号

エントリー
会社説明会兼工場見学及び一次面接
二次面接（社長面談）
最終選考
内々定
内定

四国西濃運輸㈱

㈱一宮工務店

ご不明な点は自衛隊愛媛地方協力本部又は県下５か
所にある各事務所にお問い合わせ下さい。
各採用試験により、合
１次試験 筆記試験
採用に関する情報はこちらから
格発表が決まっていま
２次試験 小論文試験、口 〇愛媛地本ＨＰ
す。案内時に説明しま
述試験、身体検査
https://www.mod.go.jp/pco/ehime/
す。
〇マイナビ2021「防衛省 自衛隊愛媛地方協力本
部」

（本社）
（本社）
（本社）
（本社）

社内選考後
１週間程度で内々定。
更に１週間後内定通
知。

エントリーシート
面接２～３回

※採用に関する情報こちらから
http://www.hagiokikai.jp/

（本社）

【日程】4/7(火)、4/17（金）、4/23（木）、4/28（火）
【場所】愛媛県東温市上村甲９８０番地 四国西濃運輸(株)２Ｆ本社
【時間】13：30～16:30
※希望者は個別会社説明会後に一次選考を受けることが可能です

【日程】３月２８日（土）１３：３０～１５：００／１５：３０～１７：００
【場所】松山支店（松山市松前町２丁目２番地５）
【日程】４月 ３日（金）１３：３０～１５：００／１５：３０～１７：００
【場所】松山支店（松山市松前町２丁目２番地５）
【日程】４月１１日（土）１３：３０～１５：００／１５：３０～１７：００
【場所】松山支店（松山市松前町２丁目２番地５）
【日程】４月１３日（月）１３：３０～１５：００ 会社説明会
１５：００～１７：００ 現場見学ツアー
【場所】新居浜本部（新居浜市西原町２丁目４番３４）
【日程】４月１７日（金）１３：３０～１５：００ 会社説明会
１５：００～１７：００ 現場見学ツアー
【場所】松山支店（松山市松前町２丁目２番地５）
【日程】４月２１日（火）１３：３０～１５：００／１５：３０～１７：００
【場所】松山支店（松山市松前町２丁目２番地５）

マイナビよりエントリー
▼
個別会社説明会
▼
一次選考会（適性検査・グループディス
カッションまたは集団面接）
▼
二次選考会（個人面接・筆記試験）
▼
最終選考会（役員面接）

エントリー(【リクナビ2021】よりエント
リー）
▼
合同・学内説明会、会社説明会、現場見学
ツアー
▼
エントリーシート（『OpenES』提出）
▼
一次選考（筆記・作文・面接）
▼
二次選考（適性検査（SPI・WEB受験）・役
員面接）
▼
三次選考（社長他面接）
▼
内々定

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp85805/o
utline.html
選考会後
３週間程度

エントリーシート
適性検査
筆記試験
面接２回

上記日程でご都合の悪い方は、個別に他の日程にて
調整可能です。
ご希望の方はその旨を下記アドレスまでお知らせく
ださい。
saiyou@skk.seino.co.jp

一次選考会後
約１ヵ月程度

・エントリーシート
（『OpenES』）
・筆記試験・作文
・適性検査
(SPI・WEB受験)
・面接３回

当社は、一人ひとりとじっくりお話しした上で選考
を行う、人物重視の採用活動を行っています。
採用に関する情報はこちらから
【リクナビ2021】
https://job.rikunabi.com/2021/company/r4680210
32/
【会社ＨＰ】
http://www.ichimiya.co.jp/komten/
皆さまのご応募お待ちしております。

