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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

弊社は、損害保険会社として地域とのつながりを大切に

し、社会に安心・安全をご提供して社会貢献に努めてい

ます。『明るく元気な社員がお客様を全力でサポートする

会社』『特色ある個性豊かな会社』の実現に向け、多様な

人財が活躍できるダイバーシティ・インクルージョンを

推進し、企業の成長の原動力としています。  

企業概要 

代表者名 金杉 恭三 

本所在地 

東京都渋谷区恵比寿 1-28-1 

事業内容 損害保険業 

初任給 

〈全域型・アクチュアリー〉 

 月給 236,750円～237,750円（部門によ

って異なる） 

〈地域型社員〉 

 月給 180,000円～190,525円（地域・部

門によって異なる） 

〈あんしん 24専任社員〉 

四大・大学院卒 月給 199,050円 

売上高 1兆 2,220億円（正味収入保険料） 

福利厚生 

制度／住宅融資、財形貯蓄、持株会 等 

施設／保養所、契約施設多数、社宅（全国各   

地：全域型、あんしん２４専任社員のみ）、 

独身寮（全域型、あんしん２４専任社員の

み）  

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

【全域型】・【地域型】・【アクチュアリー】 

・【あんしん 24専任社員コース】 

採用プロセス   

プレエントリー・本エントリー・面接 

採用担当者から一言 

既成の枠にとらわれない、「個性ある人財」

とお会いしたいです。 

採用担当者連絡先 

担当者名：木村 瑞枝 

電話番号：082-246-0801 

メールアドレス：miz-

kimura@aioinissaydowa.co.jp 

HP アドレス： 

https://www.aioinissaydowa.co.jp/ 
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企業概要 

代表者名 代表取締役 穴吹 忠嗣 

本所在地 

香川県高松市鍛冶屋町 7-12 

事業内容 不動産創造事業 

初任給 242,400円(営業手当含) 

売上高 

902億 8400万円(連結) 

福利厚生 

資格取得援助制度、借上社宅･寮完備 等 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職 

採用プロセス 

個別説明会→一次面接～三次面接→内定 

採用担当者から一言 

こんにちは！あなぶき興産採用担当者です。 

不動産と一言に言っても、営業だけではありませ

ん。土地の仕入れや、新しいマンションの企画、

他社と協働してのコラボ事業、中古不動産の流

通、新規事業の開発など幅広い仕事があります。

どの仕事も規模や金額も大きく、プレッシャーや

責任のある仕事ですが、当社では、”ワクワク”し

ながら自分の仕事を楽しんで、成長機会としてい

る人が多くいます。新規事業提案制度や、グルー

プ会社留学制度などで自分の力を試したり、伸ば

す機会も多く設けています。社員が”ワクワク”

する仕事にチャレンジすることで、地域のお客様

にも”ワクワク”を届け続けていきたいと思って

います。私たちと一緒に“ワクワク”してみませ

んか？？ 

採用担当者連絡先 

担当者名：人事部人事採用グループ 石川 

電話番号：087-825-0565 

 

  

穴吹興産株式会社 
これまで当社はマンションデベロッパーとして主に事業を展開してきまし

たが、これからは既存の施設を改装した住宅や商業施設など、不動産に多

様な価値を見出していくことが求められています。あなぶき興産が目指す

のは「不動産価値創造企業」というあり方。不動産を総合的にとらえ、地

域に密着して街の未来を明るく築いていくことを目指しています。  
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大倉工業株式会社 
 弊社は、カップ麺等の包装フィルムや自治体指定のゴミ袋、

スマートフォンの液晶ディスプレイ、システムキッチンの化

粧扉など人々の生活の身近なところに使われているものを製

造・販売している化学メーカーです。本社は香川県丸亀市に

あり、今年で創立 72年目を迎える歴史のある会社です。    

企業概要 

代表者名 代表取締役社長 神田 進 

本所在地 

香川県丸亀市中津町 1515 

事業内容 

合成樹脂フィルムの製造および販売 

光学機能性フィルムの製造および販売 

建材製品の製造および販売 

初任給 

院卒：215,200円 

大卒：201,450円 

売上高 

908億 1000万円（平成 29年度連結実績） 

福利厚生 

確定給付型企業年金、確定拠出年金、持株

制度、財形制度、社宅・独身寮、契約保養

所、クラブ活動への助成など 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

技術職：研究、開発、生産管理、品質管理等 

営業職：法人ルート営業、新規顧客開拓等 

スタッフ職：各種事務業務等 

採用プロセス 

1 次試験（適性検査、一般常識、個別面接） 

2 次試験（グループワーク、個別面接） 

3 次試験（最終面接） 

採用担当者から一言 

香川大学の OB 社員も多数います。今年度の内定

者にも 4 名香大生がいますので、お気軽にブース

へお越しください。 

採用担当者連絡先 

担当者名：小山、成岡 

電話番号：0877-56-1172 

メールアドレス：e01-jinji@okr-ind.co.jp 

HP アドレス：https://www.okr-ind.co.jp/ 
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企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 中静 敬一郎 

本社所在地 

岡山市北区学南町３－２－１ 

事業内容 

民間テレビ放送 

（放送エリア：香川県・岡山県） 

初任給 

２２万２０００円 

（平成２８年４月実績）通勤費別途 

売上高(２０１５年度) 

６８億８１００万円 

福利厚生 

昇給年１回 賞与年２回 

手当：健康保険補助、家族手当、 

時間外・休日勤務手当、通勤手当（実費支給） 

採用情報 

求人職種・仕事内容 総合一般職 

採用プロセス 

① 書類選考 

② １次面接 

③ 筆記試験・２次面接 

④ 役員面接 

⑤ 内定 

採用担当者から一言 

ＯＨＫ社員１４８名のうち、香川大学出身者は７

名です。コミュニケーション能力があり、 

積極的で協調性のある方を求めています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：総務局人事部長 吉留 康弘 

電話番号：０８６－２５２－３２１１ 

メールアドレス：saiyou-jinji@ohk.co.jp 

HP アドレス：http://www.ohk.co.jp/ 

  

岡山放送株式会社 
岡山放送は、香川県と岡山県を放送エリアとする 

フジテレビ系列のテレビ局です。イオンモール岡山

内に開設した「OHK まちなかスタジオ ミルン」に

コンテンツ機能を移し、「なんしょん？」・「みんなの

ニュース」などの番組やイベントを通じて、地域に

密着した情報を発信しています。 

 

mailto:saiyou-jinji@ohk.co.jp
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オリエンタルモーター株式会社 高松事業所 

私たちオリエンタルモーターは、1885 年に手造りのモーターから始まりまし

た。必要なときに必要なものを必要なだけお届けするよう、商品を標準化

し、「100 台のモーターを 1 社にお届けするよりも、100 社に 1 台ずつお届け

していく」基本姿勢にこだわり続けています。  

企業概要 

代表者名 

寒川 好紹 

本所在地 

香川県高松市香西本町２８－１ 

事業内容 

精密小型モーターの開発・製造・販売 

初任給 

\１９６，８７２（大卒／高松エリア採用） 

売上高 

連結 ５８８億円（２０１８年３月期） 

福利厚生 

育児休業制度、財産形成貯蓄制度、慶弔見

舞金支給制度、共済会制度、福利厚生サー

ビス等 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

【高松エリア採用（勤務地：高松市）】 

・事務職（経理･購買･人事･品質管理等） 

・技術系（技術開発・機構設計・生産技術） 

採用プロセス 

会社説明会（３月）⇒筆記試験（３月）⇒１次面

接（４月）⇒２次面接（４月）⇒内々定 

採用担当者から一言 

物を自動的に動かそうとした時、そこには必ずモ

ーターのニーズが眠っています。技術系、事務系

ともに能力を活かすフィールドはたくさんあり

ます。あなたの能力を活かして、無限に広がる可

能性にチャレンジしてみませんか？ 

採用担当者連絡先 

担当者名：総務課 濱野 

電話番号：０８７－８８１－５２８１        メ

ール：takasaiyo@orientalmotor.co.jp 

HP アドレス：http://www.orientalmotor.co.jp 
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香川県信用保証協会 

信用保証協会法に基づく

認可法人として設立され

た『公的な金融機関』で

す！ 
 

 

 

企業概要 

代表者名 

天雲俊夫 

本所在地 

香川県高松市福岡町二丁目 2-2-101 

事業内容 

 信用保証を通じた中小企業等への金融

支援 

初任給 

185,800 円 別途地域手当一律 3.2％あ

り 

保証債務残高 

 757億円（2018年 3月 31日） 

福利厚生 

 各種社会保険・住居手当等 

  

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

 総合職（保証審査・経営支援・回収等） 

採用プロセス 

 グループディスカッション 面接 

採用担当者から一言 

皆さまのご応募お待ちしています 

採用担当者連絡先 

担当者名：瀬谷 山下 

電話番号：087-851-0061 

メールアドレス： somubu@kagawa-

cgc.com 

HP ア ド レ ス ： www.kagawa-

cgc.com/work/kaisyaannai.html 
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株式会社伊予銀行 

瀬戸内圏域お客さま満足度№1のリーディングバ

ンクを目指し、日々、地域のお客さまとの信頼関

係構築に努めています。 
 

企業概要 

代表者名 

頭取 大塚岩男 

本所在地 

松山市南堀端町 1番地 

事業内容 

地方銀行業 

初任給 

205,000円（総合職） 

預金・貸金 

預金：5 兆 4,570 億円 貸金：4 兆 433 億

円 

福利厚生 

社会保険全般、退職金制度、社宅貸与等 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職・特定総合職・オフィスコース 

採用プロセス 

書類・筆記選考、個別面接 

採用担当者から一言 

地域への想いに溢れ、地域のために考動できる

学生を求めています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：大城戸卓 

電話番号：089-941-1141 

メールアドレス：iyo026sra1@iyobank.co.jp 

HPアドレス：http://www.iyobank.co.jp/ 

  

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii7fn0-vrdAhULU7wKHSm7Bx4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.iyobank.co.jp/about_iyo/kigyoudata/enkaku_ayumi.html&psig=AOvVaw2MwZgQ6ATznPZjVZrzvn0c&ust=1539229367381777
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株式会社 エイチ・アイ・エス 
1980 年に海外旅行を主軸とした旅行ビジ

ネスをスタートさせた H.I.S.。 

近年は旅行事業のみならず、多岐にわたる

事業展開で、未来創造企業を目指していま

す。  

 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長兼会長 澤田秀雄 

本所在地 

東京都新宿区西新宿 6-8-1 

新宿オークタワー29階 

事業内容 

旅行商品の企画、販売 

グループ会社においてテーマパーク、ホテ

ル運営など 

売上高 

6,060億円(平成 29年 10月連結) 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職 

採用プロセス 

単独会社説明会⇒面接(3回程度) 

採用担当者から一言 

四国エリア積極採用予定！香川大学卒業

生も活躍中です。 

採用担当者連絡先 

担当者名：瀬尾(セオ) 

電話番号：082-545-8786 

メールアドレス：fh-jinji@his-world.com 

HPアドレス： 

https://www.his.co.jp/global/japan/in

dex.html 
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株式会社かんぽ生命保険 

お客さまから選ばれる 

真に日本一の保険会社を目指します。 

 

 

企業概要 

代表者名 

取締役兼代表執行役社長 植平 光彦 

本社所在地 

 東京都千代田区大手町二丁目３番１号 

事業内容 

 生命保険業 

初任給 

 日本郵政グループ採用ホームページをご

確認ください。 

経常収益 

 ７兆９，５２９億円（２０１７年度） 

福利厚生 

 各種社会保険完備、社宅(世帯用・独身用)

等 

 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容・採用プロセス 

日本郵政グループ採用ホームページをご

確認ください。 

採用担当者から一言 

当社は、資産規模、販売チャネル、顧客基

盤が日本最大級の生命保険会社です。「いつ

でもそばにいる。どこにいても支える。すべ

ての人生を、守り続けたい。」という経営理

念を胸に、全国の郵便局を通じて、お客さま

に「保険」という安心をお届けし、お客さま

一人ひとりの人生を「保険」の力で守り続け

ています。 

これから社会人になられる皆さん。誇り

と使命感を持ち、若さに溢れる力を発揮し

て、お客さまから信頼される会社をつくり、

かんぽ生命の歴史を共に刻んでいきましょ

う。 

採用担当者連絡先 

担当者名：㈱かんぽ生命保険 四国エリア本部 

     総務部 採用担当 

電話番号：０８９－９３６－５６１１ 

メールアドレス：－ 

HP アドレス：https://saiyo.japanpost.jp/  
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株式会社 キャリアプランニング 

人材派遣・人材紹介はもとより、再就職支援、医療福祉業界の人材の転職

支援、人材教育・研修、人事コンサルティング、業務受託、若者の就業支

援など、幅広い事業展開で、企業と求職者のあらゆるニーズにワンストッ

プでお応えしていくことが可能な人材ビジネス会社です。 

 

企業概要 

代表者名 代表取締役社長 友光 弘 

本所在地 

岡山市北区本町 6-36 第一セントラルビル 

事業内容 人材サービス業 

初任給 222,500円 

売上高 96億 34百万円 

福利厚生 

天満屋グループ共済会（ベネフィット・ワン会員優待、各

種祝い金、見舞金、弔慰金給付）  

退職金制度、財形貯蓄制度、永年勤続表彰制度、定期健康

診断 、通信教育制度、資格取得支援制度、社内図書館、

社員旅行、社内サークル活動 、Capla Tender Program  

（出産・育児・介護等に関する当社独自の拡充制度） 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

求人職種：営業職（総合職） 

仕事内容：クライアントへ、人材派遣や人材紹介、教育研

修などのコンサルティング営業。派遣求職者のフォロー

活動など。 

採用プロセス 

エントリーシート提出⇒3 回程度の面接、適正検

査 ※予定は変更になる場合があります 

採用担当者から一言 

・人と深くかかることを仕事にしたい！ 

・企業の経営支援をしたい！ 

・地元の経済発展に貢献したい！ 

そんな思いをお持ちの方は、当社にぴったりです！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：人事部 入鹿（いりしか） 

電話番号：086-235-9835 

メールアドレス：saiyo@capla.co.jp 

HP アドレス：https://www.capla.co.jp/recruit/newgrads/ 
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株式会社グロップ 

『人や社会の役に立ちたい』『世の中に新しい価値を提供していきた

い』 『仕事を通じて、人と関わりながら大きく成長したい』 そう思

える人が、どんどんスキルを吸収し新たなチャレンジをできる会社で

す。意欲や能力のある社員が自分の才能を発揮できるよう、積極的に

そのチャンスを創出しています。  

 

企業概要 

代表者名：原田 竜一郎 

本社在地：岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5 

事業内容：人材派遣・紹介事業、テレマーケティ

ング、各種アウトソーシング事業、海外事業、教

育ビジネス、広告・印刷事業、ＩＴ事業 等 

初任給： 

１,２．基本給 18 万円＋職務手当 6 万円 

（40 時間相当のみなし残業代含む） 

３,４．基本給 20 万円（別途時間外手当支給） 

※その他：扶養・住宅・通勤 他手当 あり 

売上高：380 億 6,200 万円（2018 年 8 月決算時

点） 

福利厚生：産前産後休暇制度・育児休暇制度・社

員持株会・社員旅行・事業計画発表会（ｲﾍﾞﾝﾄﾊﾟｰ

ﾃｨ‐）・各種サークル活動・契約ホテル有り 他 

採用担当者連絡先 

担当者名：妹尾、土 

電話番号：086-273-2369 

アドレス：jinji@grop.co.jp 

採用情報 

求人職種・仕事内容： 

１．人材ビジネス部門（企画営業・キャリアアド

バイザー・グローバル） 

２．フルフィルメント部門 

（企画営業・現場マネジメント） 

３．教育部門（採点業務運営・不登校支援） 

４．社内サポート部門（営業支援・社内支援） 

※社内支援：総務・経理財務・情報システム 

採用プロセス 

１．マイナビ・リクナビからエントリー！ 

２.トップセミナーまたは会社説明会へ参加 

３．面接（グループ・個人）、筆記試験 

４．内々定 

採用担当者から一言 

皆さんにお会いできるのを 

楽しみにしています★ 

公式 LINE アカウント ▶▶▶ 
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株式会社  山陽新聞社 

ペンは剣より強いのか？ 

紙はネットより強いのか？ 

出会いに満ちた毎日が 

あなたをその答えへと導いてくれるはずです。 

 

 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 松田 正己（まつだ まさ

み） 

本所在地 

岡山市北区柳町２－１－１ 

事業内容 

岡山エリアの基幹メディアとして、１８７

９（明治１２）年の創刊以来、「地域ととも

に」を基本理念に、朝夕刊発行、デジタル

メディアによる情報発信、年間２００を超

えるイベント事業などを通じ、地域に貢献

しています。 

初任給 

基本給２０４，８７０円（加えて通勤手当、

時間外手当、家族手当、営業手当など） 

売上高 

１４９億円（２０１７年１１月実績） 

福利厚生 

社員食堂、診療所、デジタルカメラ購入及

び修理補助、各種資金貸し付けなどの生活

支援制度、自宅外通勤者への家賃半額補助

（月額上限３０，０００円）入社後２年間

など 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

■編集部門（新聞記者、写真記者、情報シ

ステム系） 

地域に出て様々なニュースを取材する外

勤記者部門▽紙面を作成するニュース編

集部門▽電子版や webサイトの運営▽放送

メディアなどへのニュース配信▽新聞製

作システム管理 

■営業部門（営業職） 

新聞を配達する販売店のマネジメント▽

紙面広告▽展覧会やプロ野球、ゴルフとい

ったスポーツなどのイベント企画、運営な

ど 

採用プロセス 

①書類選考②１次試験③２次試験④最終

面接 

採用担当者から一言 

「記録」にも「記憶」にも残る仕事です！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：古舞雅子 

電話番号：０８６－８０３－８００５ 
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株式会社 天満屋 
創業から 190年。岡山・広島を中心に 6店舗展開する

地方百貨店です。販売を通して「感動」と「ありがと

う」 

を届け、地域で一番愛される“おもてなし感動デパー

ト”を目指しています。  

写真用スペース 

 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 江國 成基 

本所在地 

岡山県岡山市北区表町 2丁目 1番 1号 

事業内容 

百貨店業 

初任給 

大卒 月給 200,000円 

売上高 

1,160億円（2018年 連結） 

福利厚生 

各種社会保険、退職金、育児・介護休暇制度 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職 

採用プロセス 

筆記試験 → 集団討論 → 面接 

採用担当者から一言 

是非、天満屋のブースでお話ししましょう

♪ 

採用担当者連絡先 

担当者名：元治
げ ん じ

・余財
よ ざ い

・横山
よこやま

 

電話番号：086-231-7714 

メールアドレス：20.saiyo@tenmaya.co.jp 

HPアドレス：http://www.tenmaya.co.jp/ 
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株式会社 マルヨシセンター 

「健康と美味しさ」これが当社の経営理念です。お客

様に美味しさと楽しさを提供する「提案型スーパーマ

ーケット」を目指して社員全員が一丸となり前進して

います。 
 

 

企業概要 

代表者名 

佐竹 克彦 

本所在地  

高松市国分寺町国分 367-1 

事業内容 一般・生鮮食品、家庭用品 

衣料品等を販売するスーパーマーケットチェー

ン 

初任給 

総合職 183,900円 一般職 152,000円 

売上高 

404億円 

福利厚生 

各種保険制度、独身寮、財形貯蓄制度、共済会、

従業員持株制度、契約保養所（97 箇所）リフレッ

シュ休暇、メモリアル（誕生日）休暇 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

販売スタッフ、レジスタッフ 

採用プロセス 

筆記（常識、作文）・面接・健康診断・適正 

採用担当者から一言 

当社は質に拘りどうすればお客様に喜んでいただけるか

を考え日々、創意工夫し実践し続けることを共通認識と

しています。常にチャレンジし続け新しい価値を生み出

し共に成長して行ける方をお待ちしています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：細川 

電話番号：087-874-5516 

メールアドレス：y_hosokawa@mail.maruyoshi-

center.co.jp 

HP アドレス：http://ww2.maruyoshi-

center.co.jp 
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㈱ゆうちょ銀行(日本郵政グループ) 

日本郵政グループは、郵便局ネットワークを通じてお客さまの生活

全般のお役に立つ「トータル生活サポート企業」を目指していま

す。ゆうちょ銀行は、コンサルティング営業の強化や ATM の利便性

の高い場所への配置・転換により資産形成のお手伝いや全国のお客

さまの利便性の向上に取り組んでいます。私たちと一緒に、１億人

規模のお客さまの生活、資産形成に貢献するリテールサービスを作

っていきませんか。 

 

企業概要 

代表者名 池田 憲人 

本所在地 

東京都千代田区大手町 2-3-1 

大手町プレイスウエストタワー 

事業内容 

全国規模の身近なネットワークを生かし、総合的

な金融サービスを提供するリテール事業と、お客

さまからお預かりしている貯金等を適切に運用

する運用事業を通じて社会に貢献。 

初任給 

【総合職】 

修士了 220,500～246,960 円 

大学卒 212,500～238,000 円 

【エリア基幹職】 

修士了 173,800～194,660 円 

大学卒 170,800～191,300 円 

短大・高専・専門卒 169,200～189,500 円 

売上高 2 兆 449 億円(2017 年度経常収益) 

福利厚生 

各種社会保険・財形貯蓄制度・従業員持株会・社

宅等 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

【総合職】 

本社での企画(経営企画、運用企画、営業企画等)、管理

(法務、財務、人事、事務支援等)業務を中心とし、直営店

における管理、コンサルティング業務にも従事。将来的に

本社、直営店等において経営管理に携わることを期待。 

【エリア基幹職】 

直営店の窓口やお客さま宅における、金融商品取扱業務

及び貯金活用の提案や投資信託の販売など資産運用に関

するコンサルティング業務。またローン商品の提案や法

人、事業所に向けた送金・決済のサービスの提案。将来的

に店長をはじめとした管理職候補として、直営店等での

営業計画の作英、管理の他、エリア本部等にて人事、営業

支援業務に携わることを期待。 

採用プロセス 決まり次第 HP 等に掲載予定 

採用担当者から一言 

私たちは、これからもお客さまの生活全般へ貢献

する金融サービスを提供するため、誠実で、高い

志を持ったチャレンジングな力を求めています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：早野 浩子 

電話番号：089-936-5226 

メールアドレス：b-shikoku-jinji.ii@jp-

bank.jp 

HP アドレス：https://www.jp-

bank.japanpost.jp/ 
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近畿日本鉄道 
当社は近畿・東海 2府 3県にまたがる 500kmを越える 

営業距離を有し、私鉄最大級のスケールを誇ります。 

強い責任感・使命感を持った方、地域に密着した仕事

が 

したい方、ぜひ近鉄で一緒に働きましょう。 

写真用スペース 

 

企業概要 

代表者名 

和田林 道宜 

本所在地 

大阪府大阪市天王寺区上本町 6丁目 1-55 

事業内容 

鉄道および軌道の経営、観光娯楽施設の経営 

初任給 

大卒:193,000円  大学院卒:199,000円 

売上高 

1,629億 1,400万円 

福利厚生 

社会保険完備、住宅賃金貸付、退職年金など 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

大卒鉄道職（運輸・技術） 

採用プロセス 

書類選考・筆記試験・適性検査・面接など 

採用担当者から一言 

興味のある方はぜひブースへお越し下さい！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：犬賀・谷・安藤 

電話番号：06-6775-3608 

メールアドレス： － 

HPアドレス:https://www.kintetsu.jp/employment/index.html 
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シノブフーズ株式会社 

「おいしさと楽しさ」をモットーに、設立以来 40年

以上「食」にかかわる企業の使命として、社会のニー

ズとスタイルに合わせた商品を提供し続ける会社で

す。 
   

 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 松本 崇志 

本所在地 

大阪府大阪市西淀川区竹島 2-3-18 

事業内容 

米飯加工食品、調理パン等の製造・販売 

初任給 

207,000円 

売上高 

473億円（2018年 3月実績） 

福利厚生 

交通費全額支給・社会保険完備 ほか 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職（開発・品質管理・営業・製造など） 

採用プロセス 

書類選考⇒面接（2 回程）⇒衛生検査⇒内

定 

採用担当者から一言 

食に携わりたい気持ちだけで大丈夫です。 

採用担当者連絡先 

担当者名：総務人事部 採用係 錦見直哉 

電話番号：06-6477-0113 

メ ー ル ア ド レ ス ：

saiyou@shinobufoods.co.jp 

HP ア ド レ ス ：

http://www.shinobufoods.co.jp/ 
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セーラー広告株式会社 
セーラー広告グループは、中四国トップク
ラスの総合広告会社として、多様化するお
客様の要望に地域密着主義で培ったきめ細
かな対応と、14か所の拠点ネットワーク、
さらに 60余年の実績に基づくノウハウで応
え、さらに時代に即した人材育成等を推進
することによって、より質の高いコミュニ
ケーション効果の創造に努めています。 

 

 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 村上義憲 

本所在地 

香川県高松市扇町２丁目７番２０号 

事業内容 

総合広告業 

初任給 

206,000円（大学卒） 

売上高(2017年度) 

連結 88億 17百万円、単体 72億 22百万

円 

福利厚生 

親睦会、社員持株会、保養施設 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

営業職、プランナー職 

採用プロセス 

会社説明会 ⇒ 一・二・三次選考 ⇒ 内

定 

採用担当者から一言 

広告業への興味あるなしに関わらず、皆様

の就職活動の参考として聞いて頂ければ結

構です。 

採用担当者連絡先 

担当者名：総務局 喜多 明裕 

電話番号：087-825-1156 

メールアドレス：a-kita@saylor.co.jp 

HPアドレス：http://www.saylor.co.jp/ 
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南海プライウッド株式会社 
南海プライウッドは、ライフスタイルを豊かにするイ

ンテリア建材のメーカーです。原材料の調達から製品

の開発・製造・販売を全て自社一貫体制で行ない、高

品質の製品をお客様に提供しています。またビジネス

のステージは日本全国となっておりますが、国内拠点

を香川県に集約し、転勤はありません。 

 

 

企業概要 

代表者名 代表取締役社長 丸山 徹 

本所在地 

香川県高松市松福町 1丁目 15番 10号 

事業内容 

インテリア建材（建築内装材）の製造・販

売 

初任給（2018年度実績） 

総合職\205,000 一般職\169,000 

現業職\173,000  

売上高（2017年度） 

＜連結＞17,970百万円 

＜単体＞14,027百万円 

福利厚生 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容（予定） 

総合職（技術、開発、営業、海外駐在員） 

一般職（一般事務、営業事務、作図など） 

現業職（製造スタッフ） 

採用プロセス（予定） 

一次選考（集団面接）⇒二次選考（適性検

査）⇒三次選考（個人面接）⇒最終面接（個

人面接） 

採用担当者から一言 

「香川県発全国区」のインテリア建材メーカー。

国内拠点を香川県に集約し、香川県で住みなが

ら、全国へビジネス展開しています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：木村義章 電話番号：087-825-3615 

メールアドレス： 

yoshifumi_kimura@nankaiplywood.co.jp 

HP アドレス： 

http://www.nankaiplywood.co.jp/ 
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日本通運株式会社 

当社は物流業界のリーディングカンパニーと

してグローバルに展開し、物流に関するあらゆ

るニーズに応えています。一言で当社を説明す

ると、「日本通運に運べないものはない。」とい

う会社です。 
 

 

企業概要 

代表者名 齋藤 充 

本所在地  

東京都港区東新橋１丁目９番３号 

事業内容 

日本通運は総合物流企業です。 

自動車輸送、海上輸送、利用航空輸送、倉

庫、特殊輸送等の物流事業全般および関連

事業を行っています。陸・海・空全ての輸

送モードを軸にして、様々なお客様のニー

ズに対して、最適な提案ができることが、

当社の強みの一つです。 

初任給 

22万 5,000円 

※2017年４月実績、東京 23区勤務の場合 

売上高 

個別：１兆 437億 5,600万円（2017年 3月

期） 

福利厚生 

社宅、保養所、住宅貸付金制度、厚生貸付金 

制度など 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

皆さんに求める職種は総合職（営業・事務）

です。総合職は仕事内容として次の５つに

分類されます。①営業、②オペレーション、

③管理、④情報システム、⑤企画・営業開

発です。その中で個人差はありますが、３

年を目安にジョブローテーションを行い、

日本通運の様々な仕事を経験してキャリ

アを積んでいきます。 

採用プロセス 

当社ホームページをご確認願います。 

採用担当者から一言 

日本通運の新しい担い手となる皆さんに

出会えることを、楽しみにしています。ぜ

ひ当社ブースにお越しください。 

採用担当者連絡先 

 

担当者名：宇都宮（四国支店） 

電話番号：087-851-0111 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：ryo-utsunomiya@nittsu.co.jp 

HPアドレス：https://www.nittsu.co.jp 
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両備ホールディングス（両備グループ） 

経営の多角化により安定した企業成長を続け 2019年

に創立 110周年を迎えます。現在グループ会社は 52

社となりますが、これから先も社会やお客様のニーズ

に合わせて進化していかなければと考えています。あ

らゆる業種からシナジーをおこし、両備グループにし

か出来ないことは何かを常に考えることで、社会に必

要不可欠な仕事を皆さんと一緒にこれからも創り続け

たいと思います。 

 

 

企業概要 

代表者名：松田 久 

本所在地：岡山市北区錦町 6-1 

事業内容：運輸・交通 

初任給：214,400 円（大卒総合職の場

合） 

売上高：441億 9,400万円 

福利厚生：両備ハッピーライフプロジェ

クト、財形貯蓄、退職金制度、住宅補助な

ど 

 

 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容：総合職、エリア総

合職、総合交通キャリア職、プロドライバ

ー職（バス・トラック・タクシー）、バスガ

イド職、船員、エアポートスタッフ職、プ

ロフェッショナル職、オペレーター職、 

採用プロセス：WEB試験、面接 

採用担当者から一言：「ネクスト 100 年！

次の事業を一緒に創造しよう！」 

採用担当者連絡先 

担当者名：仁科 明子 

電話番号：086-232-2122 

メールアドレス： 

saiyo@ryobi-holdings.jp 

HP ア ド レ ス ：

https://www.ryobi.gr.jp 

 


