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旭食品株式会社 

食の豊かさを守り、食の楽しさを開拓しつづ

ける 

旭食品グループ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 竹内孝久 

本所在地 
高知県南国市領石 246 

事業内容 
食品卸売業 

初任給 
193,500～216,500円（大卒・営業職） 

売上高 
4,39318百万円（2018年 3月期 連結）   

福利厚生 
各種社会保険完備、社員持株制度、財形貯蓄制

度 

採用情報 

求人職種・仕事内容 
営業・管理・物流・生産 

採用プロセス 
まずはマイナビ・リクナビよりエントリー

をお願い致します。 

採用担当者から一言 
「食」の領域で働く楽しさ、楽しさを感じ

たい方、ぜひ当社説明会にお越し下さい。 

採用担当者連絡先 
担当者名：人事課 山添康平 

電話番号：088-880-8725 

メールアドレス：kouhei-yamazoe@asask.co.jp 

HPアドレス：http://www.asask.co.jp/ 
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株式会社クリエアナブキ 

クリエアナブキは四国・中国エリアで高い実績を持つあなぶ

きグループの総合人材サービス会社です。 

人と企業の最適な出会いを創造し、地域社会に貢献していま

す。一方で、東京・名古屋・大阪にも拠点を持ち、都市圏の

情報をいち早くキャッチすることで、多様なニーズをお持ち

の取引先やＵターン転職をご希望の求職者様から厚い信頼を

いただいています。 

 
 

企業概要 

代表者名  

代表取締役社長  上口 裕司 

本所在地 

香川県高松市磨屋町 2番地 8 

事業内容 

人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、 

研修・組織人事コンサルティングほか 

初任給 

基本給 190,000円、別途時間外勤務手当 

売上高 

66億 3,873万円（2018年 3月期（連結）） 

福利厚生 

通勤手当、時間外勤務手当、地域手当、住宅手

当、報奨金制度、退職一時金及び確定拠出年金

制度、従業員持株会制度、財形貯蓄制度、慶弔

見舞金、社外研修参加補助、国家資格取得支援

制度 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職（人材ソリューション営業） 

企業の人事に関する課題を解決するために、

人材派遣、人材紹介、教育研修企画など、様々

な人事関連サービスを提案営業します。 

採用プロセス 

会社説明会参加 ⇒ 一次～三次選考 

（適性検査、グループ面接、個人面接） 

※ES提出、書類選考はありません 

採用担当者から一言 

人と企業をつなぐ、やりがいのある仕事です。 

「人の役に立ちたい」方、お待ちしています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：管理部総務課 三木 

電話番号：087-822-8898 

メールアドレス：saiyou2@crie.co.jp 

HPアドレス：http://www.crie.co.jp 
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株式会社ＫＧ情報 

「情報」を「価値」に変え、 

変革し続ける会社 

 

 

企業概要 

代表者名 

益田 武美 

本所在地 

岡山県岡山市北区辰巳 20-113 

事業内容 

調査・情報サービス、有料職業紹介事業 

仕事、住まい、結婚など人々の人生を豊かにする情報を

多様な自社メディア（情報誌や WEB、イベントや店舗等）

で発信しています。 

【特長】商品・サービスは全て自分達で企画、制作、流通

しています。あなたのアイデア次第で、「情報」を「価値」

に変える事が出来る仕事です。 

初任給 

２１万円（2018 年度実績）※固定残業代含 

売上高 

３５億円（2017 年度） 

福利厚生 

完全週休二日制（年間休日日数 120 日以上）、各種保険加

入、交通費別途支給(月 3 万円迄)、財形貯蓄制度・社員持

株会・ストックオプション制度有、マイカー通勤可(※勤務

地による) 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

接客サービス 家づくり学校にてアドバイザーや講

師として活躍いただきます。コンセプトは『かしこい

消費者を育て、後悔のない家づくりを』。 

企画・営業 求人情報誌「ＡＲＰＡ」や各種広告媒体

の企画、制作、営業を担当。人と人をつなげる仕事で

す。   

採用プロセス 

書類選考、面接（約３回） 

※まずはマイナビよりエントリーお願いします。 

採用担当者から一言 

紙面のみでは書き表せない濃い会社です。ぜひ一度ブ

ースにお越しください！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：豊岳（ホウガク） 

電話番号：086(241)5522 

メールアドレス：shinsotsu@kg-net.co.jp 

HP アドレス： 

https://www.kg-net.co.jp/ 
 

 

 

 

 

mailto:shinsotsu@kg-net.co.jp
https://www.kg-net.co.jp/
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㈱キャスト KSBパートナーズ 

弊社は KSB瀬戸内海放送のパートナーとして、放

送に関する様々な業務を手掛けているプロフェッ

ショナル集団です。メディアのパートナーとして

業界の先頭を切って様々な仕事に挑戦中です。 

写

真用スペース 

 

企業概要 

代表者名 

加藤 宏一郎 

本所在地 

高松市天神前 1-28 ﾒﾃﾞｨｱｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ 

事業内容 

広告代理店事業、業務請負事業、 

労働者派遣事業、 

初任給 

192,000円 

売上高（2018年度） 

5億 6000万円 

福利厚生 

社会保険完備、社内表彰制度、育児支援

制度、社員食堂有 

 

 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

一般・営業職、アナウンサー・記者職 

採用プロセス 

エントリーシートによる書類選考→テス

トセンターでの筆記試験→面接（複数回） 

採用担当者から一言 

KSB瀬戸内海放送グループを舞台に、自分

の能力を最大限発揮し、地域社会に貢献

した井と考えている人を歓迎します！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：澤晶子 

電話番号：087-861-2277 

メールアドレス：a-sawa@ckp.co.jp 

HPアドレス：http://www.ckp.co.jp/ 
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株式会社サムソン 

福利厚生が充実した香川県の機械メーカーです！主力製

品のボイラは、企業活動で必要不可欠なエネルギー（熱

源）として多くの産業で使用され、もう一つの主力製品

である食品機械と共に人々の暮らしを支えています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

企業概要 

代表者名：吉岡 龍示 

本所在地：香川県観音寺市八幡町 3-4-15 

《事業内容》 
産業用ボイラ・食品機械の製造および販売 

《初任給》※大卒 
20万円＋通勤手当＋残業手当(1分単位) 

《売上高》 
81億 8千万円 

《福利厚生》 

独身寮(個人負担月 5 千円)・社宅（個人

負担家賃 15％）年齢・役職の制限なし 

社会保険完備・退職金制度有・交通費全

額支給 

採用情報 

《求人職種・仕事内容》 
営業・サービスエンジニア 

《採用プロセス》 
個別説明会⇒1次面接⇒最終面接 

《採用担当者から一言》 

7 年連続売上・利益増加中で、2017 年

に本社ビル新築、2019年 4月には開発・

研修施設を新築予定と勢いのある会社

です。昨年は『地域未来牽引企業』の認

定も受けました。大手企業に負けない

福利厚生制度が有り、社員の生活を重

視した会社です。香川県の元気な会社

で是非一緒に働きましょう！ 

採用担当者連絡先 
担当者名：管理本部 菊池 真人 

電話番号：0875-25-5513 

メールアドレス：m-kikuchi@samson.co.jp 

HPアドレス：https://www.samson.co.jp/ 



51 

 

株式会社四国新聞社 
香川県をエリアにする日刊紙「四国新聞」を

発行する企業です。内外のニュースを追い掛

け、掘り下げ、より充実した情報を読者に届け

るべく、努力を重ねています。発行部数は約 20

万部、県内占有率は約 60％。活字文化の危機が

叫ばれる中、安定経営と着実な成長を追求し続

けています。進展するデジタルメディアにも対

応するため、ビジネスマン向けの電子サービス

「BUSINESS LIVE」も新たに始めました。速報ニ

ュースやマーケット情報など、時代のニーズに

即したコンテンツがユーザーの支持を得てい

ます。 

 

 

企業概要 採用情報 

代表者名 求人職種・仕事内容 

代表取締役 CEO 平井龍司 総合職（編集、営業、総務、技術） 

本所在地 採用プロセス 
高松市中野町 15番１号 書類選考、筆記試験、面接ほか 

事業内容 採用担当者から一言 
香川県をエリアにする日刊紙「四国新聞」の発

行とそれに付帯する関連事業 

総合メディア企業として進化を期す四国新聞

社の明日を、皆さんの力で創造してください 

初任給 採用担当者連絡先 

212,050円（2017年 4月実績） 
福利厚生 

各社社会保険、企業年金、保養所ほか 

担当者名：中山暁広（総務部人事課） 

電話番号：087-833-1114 

メールアドレス：soumu@shikoku-np.co.jp 

HPアドレス：http://www.shikoku-np.co.jp 
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株式会社商工組合中央金庫 

商工中金は【中小企業専門金融機関】として、80年

以上にわたり一貫して中小企業をサポートしてきまし

た。 

公的金融機関で唯一のフルバンク機能と、全国規模

の 

ネットワークを活かして、日本経済の基盤である中小企

業の成長・発展に貢献しています。 

 
 

企業概要 

【代表者名】 

代表取締役社長 関根 正裕 

【本所在地】 
東京都中央区八重洲 2-10-17 

（店舗数：国内 100、海外 4） 

【事業内容】 

融資業務、預金業務、資金証券業務、国際 

金融業務、総合金融サービス（Ｍ＆Ａ・業務

提携支援、事業承継対策等） 他 

【初任給】 

大卒/大学院卒 205,000円 

【総資金量】 

9兆 6,089億円（2018年 3月末現在) 

【福利厚生】 

保険：雇用・労災・健康・厚生年金保険 

制度：退職年金、育児休業制度ほか 

諸施設：独身寮・社宅完備、保養所 

 

 

 

 

 

採用情報 

【求人職種・仕事内容】 

総合職（企業経営者を相手にした融資交渉の

ほか、Ｍ＆Ａ、事業承継、海外展開などの 

各種ソリューションを提供） 

【採用プロセス】 

商工中金採用 HPまたは各就職サイトより 

エントリー ⇒選考（ES、適性検査、面接） 

【採用担当者から一言】 

商工中金では現在 24名の OB・OGが活躍中！

金融業界に興味のある方はもちろん、中小 

企業を支える仕事や企業経営者とのビジネ

スに関心がある方は、ぜひお越し下さい！ 

【採用担当者連絡先】 
担当者名：人事部／河原崎 

電話番号：03-3246-9261 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：お問合せはお電話にて承ります 

採用ＨＰ：https://shochu-saiyo.com/ 
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 KSB瀬戸内海放送 
KSB瀬戸内海放送は、香川・岡山をサービスエ
リアとするテレビ朝日系列の民間放送局です。 
テレビ、ラジオ等のマス媒体が大きな変革期を迎
えている今、私たちは地域に根ざした放送局とし
てこれまで培った強みを活かしつつテレビに限定す
ることなく幅広いデジタル領域において新しい価値
やサービスを創造していくことを目指しています。 

 

 

 
企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 加藤宏一郎 

本所在地 

高松市西宝町 1-5-20 

事業内容 

民間テレビ放送 

初任給 

223,800円(2018年 4月実績) 

売上高 

60億 2,498万円(2018年 3月期) 

福利厚生 
社会保険（健康保険・厚生年金保険・雇用

保険・労災保険） 

 

 

 

 

 

 

 
採用情報 

求人職種・仕事内容 
総合職社員（報道クリエイティブ、技術、

営業、経営企画、マーケティングメディア

事業、コンテンツメディア事業、経営管理） 

採用プロセス 

書類選考・適性検査・面接 

採用担当者から一言 

テレビ局およびメディアに関わる仕事に

興味のある方だけでなく、地域の人たちを

笑顔にしたい、困っている人を助けたいと

いう方や、地元の魅力を県外に発信してい

きたいという方も歓迎です。 

採用担当者連絡先 

担当者名：経営管理ユニット 中内 

電話番号：087-862-1111 

メールアドレス：saiyou@ksb.co.jp 

HPアドレス：http://www.ksb.co.jp/ 
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株式会社不二家 

ペコちゃん、カントリーマアムなどでおなじみの不二

家は「家族」という視点を大切に考えて企業活動を行

ってまいりました。洋菓子店舗の経営と菓子製造卸売

の主に２つの事業を展開しています。 

写真用スペース 

 

企業概要 

代表者名 

取締役社長 櫻井 康文 

本所在地 

東京 

事業内容 

菓子・食品・アイスクリームなどの製造卸

売 

洋菓子販売チェーン店及び飲食店の経営 

初任給 

大学院了 224，200円 

大学卒  211，900円 

売上高 
【連結】1,044億円【単体】798億円 

福利厚生 
週休二日制、年次有給休暇、半休制度、慶

弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休

業 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

採用情報 

求人職種・仕事内容 

営業部門／生産部門／エンジニア部門（施設・工務）

／管理系（経理、総務、人事等） 

採用プロセス 

○マイナビよりエントリーシートの提出 

▼書類(ES)選考 

▼会社説明会（適性検査・筆記試験） 

▼面接試験 ▼内定 

採用担当者から一言 

お菓子には幸せを運ぶ大きな力があると考え、笑顔

の場を作るお手伝いをしています。創業当時から変

わらない想いを持ち、日々邁進しています。お菓子

の力に興味のある方、ぜひお越しください！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：人事部 上ノ原 

電話番号：03－5978-8141 

メールアドレス：s.saiyo@fujiya-co.com 

HP アドレス：https://www.fujiya-peko.co.jp/ 

https://www.fujiya-peko.co.jp/
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（株）ベネッセコーポレーション 

「自らの成長が、お客さまの成長につながる仕事」 

ベネッセは教育・生活事業領域の 

リーディングカンパニーです  

 

企業概要 

代表者名  

代表取締役社長 小林 仁 

本所在地  

岡山県岡山市北区南方 3-7-17 

事業内容 
国内教育事業、海外教育事業、生活事業 

初任給 
215,000円 ※2017年 4月実績 

売上高 
4344億円 (連結：2018年 3月期) 

福利厚生 
従業員持株会、健康保険、厚生年金保険、雇用保

険、労災保険、定期健康診断実施、、確定給付年

金、（選択制）確定拠出年金 

採用情報 

求人職種・仕事内容 
総合職 

 

 

 

 

 

 

 

  

採用プロセス 

■一次選考 【エントリーシート】【Web適

性テスト】2 つの結果を総合的に判断して

合否を決定いたします。 

■二次選考 【集団選考】グループ（5、6

人目安）で、与えられた課題に取り組んで

いただきます。 

■三次選考 【個人面接】面接官 1名によ

る個人面接を続けて 2回実施いたします。 

■最終選考 【個人面接】面接官 2名によ

る個人面接を実施いたします。 

採用担当者から一言 
困難に立ち向かうバイタリティがあり、 

日本で、海外で、そして未来の教育に本気

で貢献したいと願う人材を 私たちは求め

ています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：五反田 麗（ゴタンダ ウララ） 

電話番号：042-356-0770 

メールアドレス
bcsaiyou@mail.benesse.co.jp 

HPアドレス：http://www.benesse.co.jp/fr_s/ 

http://www.benesse.co.jp/fr_s/
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(株)近畿日本ツーリスト中国四国 

2012年に近畿日本ツーリストグループの中国四国地域

会社として分社いたしました。着実に成長を続け、発足

から社員数も 50 名以上増えました。2018 年には 20 歳

代が全社員の 30％を超え、若い社員が活躍しやすい活

力ある会社となっています。 

  

 

 

企業概要 

代表者名  

船場 誠吾 

本社所在地   

広島県広島市中区立町 1-24   

事業内容  
旅行業 

初任給  

194,250 円～（各種手当別途支給）

※2018 年度 4 月実績、広島市勤務の

場合   

売上高  

１８０億円（2017年実績） 

福利厚生   

年間休日 125日、多様な休暇制度、育児・

介護休職、短時間勤務、21時消灯（PC ｼｬｯ

ﾄﾀﾞｳﾝ）の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

採用情報 

求人職種・仕事内容 

法人・自治体・学校法人などへの提案

営業、個人旅行商品企画、店頭での個

人旅行販売、訪日・地域交流事業、留

学事業 など 

採用プロセス 

ＫＮＴ-ＣＴホールディングスのＷＥ

Ｂ新卒採用ページからのエントリー

方式 

採用担当者から一言 

人好き・世話好き・旅好きな方大歓迎

です。 

採用担当者連絡先 

担当者名：浜野 暢彦 

電話番号：082-221-8191 

メールアドレス：kntcs@or.kntcs.co.jp 

HPアドレス：www.kntcs.co.jp 
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スジャータめいらくグループ 
国内生産量トップのコーヒー用フレッシュ“スジャータ”

を中心に様々な食品の製造販売をしています。    

「食品は人に良いものであること」が当社の一貫した 考

え方で、食品は第一に「安全」、次に「鮮度」、そして「美

味しさ」と考えています。 

安全な食品をお届けする為に当社は完全無菌の製造ライン

で製造しています。また鮮度のよい商品をお届けする為に

酸素や光の遮断性が高いアルミ箔 5層パックという紙パッ

クを採用しています。 

このようなところはお客様の目に触れる部分ではありませ

んが、こういった取り組みを通じてお客様の健康や 長寿

に貢献できる企業でありたいと願っています。  

 

企業概要 

代表者名 

日比治雄 

本所在地 

愛知県名古屋市天白区中砂町３１０番地 

事業内容 

食品の製造及び販売 

初任給 

201,000円（大卒）、214,000円（院卒） 

売上高 

1,604 億 9,792 万円 

福利厚生 

健康保険組合、厚生年金、退職金制度、他 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

営業（総合職・ルート営業からスタート） 

採用プロセス 

説明会→筆記試験・ES提出→面接(3回) 

採用担当者から一言 

人物重視の選考させていただきますので、

「素」のままでお越しください。 

採用担当者連絡先 

担当者名：石田大輔 

電話番号：052-836-4327 

メールアドレス：nagooya.jinji@sujahta.co.jp 

HPアドレス：http://www.sujahta.co.jp/ 
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タカラスタンダード株式会社 

総合住宅設備機器の 

トップメーカー！ 

 

 

 

企業概要 

代表者名 

 渡辺 岳夫 

本所在地 

 大阪市城東区鴫野東 1-2-1 

事業内容 

 キッチン、バス、洗面台などの製造・販

売 

初任給 
 211,000円(大卒総合職) 

売上高 
 1,884億 300万円 

福利厚生 
 寮・社宅、産休・育休、各種保険など 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

営業･事務･社内 SE･ｼｮｰﾙｰﾑｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰなど 

採用プロセス 

ES→面接 2回（個人）→最終面接＋SPI 

採用担当者から一言 

悔いのない就職活動を！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：細田 篤 

電話番号：087-822-2521 

メ ー ル ア ド レ ス ： a-hosoda@takara-

standard.co.jp 

HPアドレス：www.takara-standard.co.jp 
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西尾レントオール㈱ 
NISHIOは建設機械をはじめ、イベント機材や

子供向け遊具などあらゆるものを扱う総合

レンタル業のパイオニア！ 

業界屈指の技術力を誇り、建設機械の自動制

御を可能とした「情報化施工」では業界 No.1

の実績を誇ります。 

世の中になくてはならないレンタル業の魅

力をお伝えいたします。【東証 1部上場】 

 

 

 

 

 

 

 

  

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 西尾 公志 

本所在地 

大阪市中央区東心斎橋１－１１－１７ 

事業内容 

総合レンタル業（建設機械等レンタル） 

初任給 

205,500円 

売上高 
869億 9,485万円 

福利厚生 
LTD制度、確定拠出年金、社員持株会、資

格取得制度、カフェテリアプラン 他 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

営業職（提案企画営業）事務職（経理事務） 

採用プロセス 

一次選考：筆記・適正・面接/ 最終選考：

面接 

採用担当者から一言 

一緒にレンタルの可能性を広げましょう！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：山本 智子 

電話番号：0877-25-2422 

メ ー ル ： tomoko.yamamoto@nishio-

rent.co.jp 

HP ア ド レ ス ： http://www.nishio-

rent.co.jp/ 



60 

 

西野金陵株式会社 

酒造業・全酒類食品卸売業・化学品卸売業の三本柱か

らなる創業３６０有余年の老舗企業です。伝統に胡坐

をかくことなく、常により良き変革を求める成長企業

でもあります。 

 

 
企業概要 

代表者名：代表取締役社長 西野 寛

明 

 

本社所在地：高松市紺屋町 9番地 6 

高松大同生命ビル 8階 

 

事業内容：全酒類・商品卸、清酒醸造、 

化学品卸(大阪本社) 

初任給：２０５，０００円(諸手当含) 

(通勤手当別途支給) 

売上高(2017年度)：607億 

 

福利厚生：厚生・健康・雇用・労災等

各種保険 

職員組合主催レクレーション・永年勤

続表彰他 

 

採用情報 

求人職種・営業職及び業務職 

 

採用プロセス：履歴書送付→書類選

考 

→面接及び筆記(一般常識)試験 

採用担当者から一言：枠にとらわれ

ない 

創造性豊かで積極的(前向き)な人

財を求む 

採用担当者連絡先：087-826-4133 

担当者名：黒川 和哉 

電話番号：087-826-4133 

メ ー ル ア ド レ ス ：

kurokawak@kinryo.jp 

HP アドレス:http://www.nishino-

kinryo.co.jp/ 
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日本興業株式会社 

日本興業株式会社は、「環境との共生」「景観との調和」

「安全・安心」をキーワードに、高品質・高感性の製品

づくりを通して、美しく豊かな環境づくりに貢献して

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 多田 綾夫 

本所在地 

香川県さぬき市志度 4614-13 

事業内容 

コンクリート製品を中心とした各種環境

整備資材の製造販売 

初任給 
202,000円（2018年度実績） 

売上高 
122億 72百万円（2018年 3月期連結売上） 

福利厚生 
確定拠出年金、従業員持株会、契約保養施

設、アニバーサリー休暇、遺児育英年金な

ど 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

営業職、製品開発、製品設計、生産管理、 

本社スタッフなど 

採用プロセス 
エントリー→会社説明会→一次選考→ 

二次選考→内定 

採用担当者から一言 
当社では、大規模な公共事業から個人邸宅のお庭まで、多

様なニーズに対応しています。携わった仕事が街の景観

として残る。そんなやりがいを当社で感じて下さい。 

採用担当者連絡先 

担当者名：総務人事部 山崎 

電話番号：087-894-8130 

メールアドレス： 

saiyo@ms.nihon-kogyo.co.jp 

HP ア ド レ ス ： http://www.nihon-

kogyo.co.jp 
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日本生命保険相互会社 

当社は多彩なフィールドで活躍できる環境が整っ

ております。生命保険会社の業務内容や、当社の

魅力をお伝えします。学部学科不問・国籍不問・性

別不問 
  

 

企業概要 

代表者名 

清水 博 

本所在地 

大阪府大阪市中央区今橋３－５－

１２ 

事業内容 

生命保険業 

初任給 

職種によって異なります。詳しく

は当社ＨＰをご覧ください。 

保険料収入 

4 兆 4,884億円（2017 年度） 

福利厚生 

職種によって異なります。詳しく

は当社ＨＰをご覧ください。 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

職種によって異なります。詳しく

は当社ＨＰをご覧ください。 

採用プロセス 

職種によって異なります。詳しく

は当社ＨＰをご覧ください。 

採用担当者から一言 

夢は大きく。目標は高く。 

採用担当者連絡先 

担当者名：山本 雄大 

電話番号：06-6213-7213 

メールアドレス： eisousaiyo-

west@nissay.co.jp 

HP ア ド レ ス ：

https://www.nissay-saiyo.com/ 
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JT（日本たばこ産業株式会社） 

JTグループは、「たばこ事業」「医薬事業」「加工食

品事業」を柱として、世界 130以上の国と地域で

ビジネスを展開するグローバル企業です。 

 

 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 寺畠 正道 

本所在地 

東京都港区虎ノ門 2-2-1 JT ビル 

事業内容 

JT グループは、国内・海外たばこ事業、医薬事業、

加工食品事業を中心とした事業活動のほか、社会

への取り組みや企業イベント・企業スポーツを展

開しています。 

初任給 

博士卒：249,200 円 

修士卒：225,500 円 

学部卒：208,000 円 

売上収益 

（連結）2 兆 1,397 億円 (2017 年実績) 

福利厚生 

社会保険完備（健康・厚生年金・雇用・労災）、企

業年金、持株会、財形貯蓄、カフェテリアプラン

制度、育児・介護休職、借上社宅制度など 

 

 

 

採用情報 

求人職種 
総合職、たばこ研究開発職、医薬研究職 

採用プロセス 
書類選考→面接（複数回）→内々定 

採用担当者から一言 
単にグローバルに働きたいということで

はなく、JTグループで働く世界中の社員と

切磋琢磨し自らの能力を高めたい、世界で

通用するスキルを身に付けたい、JTに新し

い価値観や風土を築きたい、そうした覚

悟、気概を持った皆さんとお会いできるこ

とを楽しみにしています。 

採用担当者連絡先 
担当者名：JT 採用担当 

お問い合わせは E-mail で受け付けていま

す。 

メールアドレス：jt-recruit@disc.co.jp 

HPアドレス： 

https://www.jti.co.jp/recruit/index.h

tml 
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ニホンフラッシュ株式会社 

【顧客の“ほしい”を形に】 

住宅や施設等あらゆる住空間を構成する製品を顧客ニーズ

に応じて、優れた技術と最高のサービスで提供します。 

 

 
企業概要 

代表者名 

 代表取締役社長 髙橋 栄二 

本所在地 

 〒773-854 徳島県小松島市横須町 5-26 

事業内容 

室内ドア、家具製品など、木質系 

内装システム部材の製造及び販売 

初任給 

 営業職：272,000円（東京勤務の場合） 

 総合職：195,000円 事務職：173,000円 

売上高(2017年度) 

 206億 3,933万円（2018年 3月期連結） 

福利厚生 

退職金制度、社員持株制度、各種社会保険 

住宅借上げ制度、リゾートクラブ利用制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
採用情報 

求人職種・仕事内容 

営業職：受注物件の現場管理、提案営業 

総合職：生産管理、設計、生産技術など 

事務職：営業事務など 

採用プロセス 

 一次選考（課題作成、人事担当者面接） 

 二次選考（適性検査、自己 PRプレゼン） 

 最終選考（役員面接） 

採用担当者から一言 

当社には、営業・設計・開発・製造・経理・総

務・システムなど、様々な業務が社内にあり、思

いもよらない業務を担当したことで、自分の能

力を発揮でき、生涯携わることのできる仕事を

発見できます。自分の可能性を信じ、どんな仕

事でもやってやるぞ、という貪欲なチャレンジ

精神をもった人材を求めています。香川大学 OB

の採用担当がブースでお待ちしています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：笹井 和史 

電話番号：0885-32-3431 

メールアドレス：jinji@nfnf.co.jp 

HPアドレス：http://www.nfnf.co.jp 

採用インスタグラム：@nihonflush_recruit 

  

http://www.nfnf.co.jp/
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農林中央金庫 

農林水産業のメインバンクとして、世界有数の機関

投資家として、農林水産業の発展に貢献する金融機

関です。国内外で様々な業務にチャレンジできる総

合職の他，岡山など地域に根ざして働ける地域職も

あります。 
  

 

企業概要 

代表者名 

奥 和登 

本所在地 

東京都千代田区有楽町 1-13-2 DNタワー 

事業内容 

銀行業務全般（JAバンクの全国組織） 

初任給 

大卒 195,000円 

売上高 

連結経常収益 1兆 4,499億円（2018年 3月

期） 

福利厚生 
通勤手当・住宅手当・社会保険・各種休暇

制度あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

採用情報 

求人職種・仕事内容 
地域専門職・地域業務職 

採用プロセス 
エントリーシート（書類選考）を通過され

た方に選考試験・採用面接を受験いただき

ます。 

採用担当者から一言 
仕事に対する責任感、チームワークを大切

にする協調性を持ち、前向きに仕事に取り

組む方を歓迎しています。 

採用担当者連絡先 
担当者名：小田原和也 

電話番号：03-3279-0111 

メールアドレス：k-odahara@nochubank.or.jp 

HPアドレス： 
http://www.nochubank-saiyo.com/index.html 
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平林金属株式会社 

役目を終えた電気製品・自動車等の様々なモノをリサイクル

し、高品位な再生資源を社会に送り出しています。また、家

庭から出る小型家電や古紙等の集積サービスを行っている

「えこ便」では、ちまたで横行する無許可の不用品回収の実

態を広く知らせ、正しいリサイクルについて啓発・情報発信

する役割も担っています。 

 

 
企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 平林 実 

本所在地 

岡山県岡山市北区下中野 347番地 104 

事業内容 

鉄・非鉄金属及び使用済み家電・自動車のリサ

イクル事業、えこ便事業 

初任給 

20万 2千円（総合職） 

17万 7千円（一般事務職） 

売上高 

173億（2017年 12月決算） 

福利厚生 

各所社会保険、退職金制度、年間表彰制度、社

宅、制服支給など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職 ：営業、研究開発、えこ便事業、加工・

製品管理、運輸など  

一般事務職 ：接客対応、データ入力・管理、計

量業務、各種事務業務など 

採用プロセス 

リクナビ、マイナビ、オカジョブからエントリ

ー→単独会社説明会＆一次選考→二次選考→三

次選考→最終面接→内定 

採用担当者から一言 

私たちの行う資源のリサイクルは縁の下の力持

ち的存在で、表だってきらきらと輝いてはいま

せんが、誰かがやらなければならない片付け側

の仕事です。世の中で役目を終えたものであっ

ても、誇りを持って「これは貴重な仕事だ」と価

値を見出し取り組める人をお待ちしています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：原 順一郎 

電話番号：086-246-0011 

メールアドレス：j-hara@hirakin.co.jp 

HPアドレス：https://www.hirakin.co.jp/ 

 


