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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 

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 

173,500～216,500 円（諸手当含む） 

売上高 

457,604 百万円 （19年 3 月期・連結） 

福利厚生 

各種社会保険完備、社員持株制度 

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 

食に関わる仕事に興味のある方、ぜひ当

社説明会にお越しください。 

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：asahijin@asask.co.jp 

HP アドレス：http://www.asask.co.jp/ 
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大倉工業株式会社 
 カップ麺や乳酸菌飲料などの包装フィルム、テレビ

やスマートフォンなどの液晶ディスプレイ、住宅のフ

ロア材など人々の身近な生活を支えるモノを製造・販

売しています。メーカーに興味のある方は是非一度弊

社ブースへお越しください！   
 

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 

・合成樹脂事業（各種包装フィルムの製造・販売） 

・新規材料事業（光学機能性フィルムの製造・販

売） 

・建材事業（建材製品の製造・販売） 

初任給 

大卒：204,450 円 院卒：218,200 円 

売上高 

862 億 6000 万円（2018 年実績） 

福利厚生 

社宅、独身寮、社会保険完備、持株会など 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

技術職（開発・技術）、営業職（法人営業）、スタ

ッフ職（各種事務業務） 

採用プロセス 

会社説明会⇒1 次試験（一般常識、面接）⇒適性

検査受験⇒2 次試験（グループワーク、面接）⇒

最終試験（役員面接） 

採用担当者から一言 

香川大学 OB 社員は 46 名在籍（2019 年 10 月時

点）しております。文理不問です。モノづくりを通し

て社会に貢献したい方は是非弊社ブースへお越しく

ださい。 

採用担当者連絡先 

担当者名：小山・山田・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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岡山ガス株式会社 
岡山ガスは、明治 43 年（1910 年）の創業以来、都市ガ

ス事業を主体に地域社会とともに着実に発展してまいり 

ました。今後も「お客さまの幸せが私たちのエネルギー」

といった理念の下、地域の皆さまにガスのある豊かな暮ら

しをお届けいたします。  
 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 岡﨑 達也 

本所在地 

岡山市中区桜橋 2－1－1 

事業内容 

都市ガスの製造・供給・販売ならびに関連する

事業 

初任給 

20 万円（総合職） 

売上高 

204 億円（2018 年度） 

福利厚生 

勤続年数に応じ特別休暇を与えている。 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

 

採用プロセス 

 

採用担当者から一言 

自ら創造したいという気概と情熱を持った方を

求めております。 

採用担当者連絡先 

担当者名：総務部人事グループ 吉田岳司 

電話番号：086－272－3111 

メールアドレス：jinji@okagas.co.jp 

HP アドレス：https://www.okagas.co.jp 
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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、「金バク！」・「なんしょん？」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。2021 年には
本社が岡山市中心部に移転します！ 

 

 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 中静 敬一郎 

本所在地 

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３１年４月実績) 通勤費別途 

売上高(２０１８年度) 

６９億４３９７万円 

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(予定) 

採用プロセス(予定) 

①書類選考 ②筆記試験 ③１次面接 

④２次面接 ⑤役員面接 ⑥内定 

採用担当者から一言 

ＯＨＫ社員１４１名のうち、香川大学出身者は

８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 猪塚 英樹 

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/ 
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株式会社アスティス 
株式会社アスティスは､医療用の商材(医薬

品･機器･材料･食品)を､病院･医院･薬局へお

届けする医療関連総合商社です｡四国 4県すべ

てに営業拠点を配し､地域の医薬品流通の中

核を担っています｡ 

 

企業概要 

代表者名  

代表取締役会長 藤田皓二代表者名  

代表取締役社長 阪本正夫 

本所在地 

愛媛県松山市高野町甲 1 番地 1 

事業内容 

医療用(医薬品･機器･食品) 卸売業 

初任給 

【営業職･転勤あり】216,000 円～ 

売上高 

863 億 2300 万 

福利厚生 

社員持株制度、社宅、保養施設、退職金制度 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

営業職･事務職･薬剤師 

採用プロセス 

面接･筆記試験 

採用担当者から一言 

私たちアスティスは【健康創造のスズケングルー

プ】の一員です｡健康に関わるさまざまな領域で､新

しい価値を創造することに挑戦し､すべての人々の

笑顔を応援するベストパートナーを目指します｡私

たちのビジョンに共感していただける素敵な笑顔の

持ち主との出会いをとても楽しみにしています｡ 

採用担当者連絡先 

担当者名：人材開発部人材開発課 橘靖直 

電話番号：089-960-9111 

メールアドレス: jinjibu@astis.co.jp 

HP アドレス：http://www.astis.co.jp 
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香川証券株式会社 

いまどき話せる証券会社。 
資産運用に近道はない。利便性だけを追い求めることはしな
い。学歴で人を評価しない。全社員の名前が言えない社員はい
ない。情熱のない社員はいない。意見を聞かない上司はいな
い。意味のない飲み会はしない。地元と共にあることを忘れな
い。お客様と向き合うことをやめない。 
一緒に働きませんか、わたしたちは香川証券です。 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

・総合職（全般的な業務に携わり、転勤を伴う異動

があります。） 

・一般職（総合職のサポート業務に携わり、原則

本社本店または自宅から通勤可能な支店での勤

務となります。） 

採用プロセス 

面接 3 回（人物重視のため、筆記試験は実施

しません） 

採用担当者から一言 

キャッチコピーに少しでもピンときた方！ 

学部や学科を問わず、皆さんのチャレンジをお待

ちしております。 

採用担当者連絡先 

担当者名：佐藤・川北 

電話番号：087-851-8181 

HP アドレス：http://www.kagawa-sc.co.jp 

企業概要 

代表者名 

中條博之 

本所在地 

香川県高松市磨屋町 4-8 

事業内容 

金融商品取引業 

初任給 

総合職：205,000 円 

一般職：170,000 円 

営業収益 

24 億 200 万円(2019 年度) 

福祉厚生 

海外研修 

ゴルフ会員 

テニス会員、他 



30 
 

 

 
 

株式会社クリエアナブキ 
クリエアナブキは、あなぶきグループの総合

人材サービス会社として、1986年香川県に誕

生し、人材派遣・人材紹介をメインに、人と

企業の架け橋となり、雇用創出に取り組んで

きました。新たな事業として、子育て中の女

性や、外国人労働者の就業支援にも取り組ん

でいます。  

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→一次～三次選考（適性検査・面接（グ

ループ・個人）） 

採用担当者から一言 

地域社会に貢献するという理念に共感し、ともに

挑戦、成長してくれる方を求めています 

採用担当者連絡先 

担当者名：管理部人事総務課 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 

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 

64 億 7,498 万円（2019 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、国家資格取得支援制度 
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株式会社グローバルセンター 
あなた自身を活かせる場所を 

一緒に見付けましょう！ 

高松市内にアパマンショップ等

を 7 店舗展開する会社です 
 

企業概要 

代表者名 

代表取締役 冨田 稔 

本所在地 

高松市伏石町 2016-20 

従業員数 

132 名（関連会社を含む） 

事業内容 

【不動産業】 

賃貸不動産管理業務、不動産の賃貸・売買の

仲介業務、賃貸斡旋周辺業務 

初任給 

●ルームアドバイザー 月給 210,500 円  

●営業事務 月給 198,000 円  

売上高(2018 年度) 

18 億 5,181 万円 （関連会社を含む） 

福利厚生 

奨学生に嬉しい！奨学金返済制度あり！ 

（月額返済額の 1/2 を 5 年間支援。最大 2 万円/

月）、社内旅行、レクリエーション大会、資格取

得支援制度、家賃補助（条件あり） 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

●ルームアドバイザー（賃貸仲介営業職） 

●営業事務職（営業職をサポートしつつ、 

 事務業務を行っていただきます） 

（キャリアステップ） 

→ 売買仲介営業職、管理営業職、開発営業職、

リフォーム営業職、デザイン職 

（事務：専門事務職もあり） 

採用プロセス 

説明会エントリー（マイナビ） →会社説明会 →

グループ面接 → 個別面接→最終面接（社長面

接）→内々定 

採用担当者連絡先 

担当者名：総務課 木村 

電話番号：087-866-0088 

メール：soumu@global-center.co.jp 

HP：https://www.global-center.co.jp/ 
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株式会社山陽新聞社 
岡山が好きな人 

岡山を盛り上げたいと思う人 

「思い」を「形」に 
 

 
企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 松田 正己 

本所在地 

岡山市北区柳町２－１－１ 

事業内容 

創刊の精神「地域とともに」を貫いて 140 年。地

域の日常はもちろんのこと、地域に眠る宝、地域が抱

える課題にフォーカスしたタイムリーな情報発信

と、地元・岡山をさらに元気にするための仕掛けづく

りに奔走しています。 

初任給 

204,870 円 

売上高 

１４３億円（2018 年 11 月期） 

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、情報システム系など） 
・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 
・web サイト運営、電子版運営 

■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 
・展覧会やイベントなどの企画、運営 

採用プロセス 

1 次→2 次→最終面接 

採用担当者から一言 

記憶にも記録にも残る仕事です。ぜひ一緒に地域を盛

り上げていきましょう。 

採用担当者連絡先 

担当者名：人事部 古舞雅子 

電話番号：086-803-8005 

メールアドレス： 

furumai.masako@sanyonews.jp 

HP：https://c.sanyonews.jp/employment/ 
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株式会社高松三越 
高松三越は 1931 年に誕生し、現在地域唯一の百貨店

としてご愛顧頂いています。新しいことにチャレンジ

し、変化していくことで、これからも魅力ある百貨店

として街とともに歩んでいきます。 
 

 

 

企業概要 

代表者名 

門岡 誠 

本所在地 

高松市内町 7-1 

事業内容 

百貨店 

初任給 

203,000（総合職 2019 年実績） 

売上高 

227.4 億 

福利厚生 

社会保険完備、育児休職・育児勤務制度、

介護休職・介護勤務制度、社員買物優待

制度、三越伊勢丹グループ共済会加入、

休日年間 116 日、有給休暇あり。 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職 

採用プロセス 

マイナビエントリーWEB 適性検査→グ

ループワーク→個人面接（数回） 

採用担当者から一言 

多数の学生の皆さまの参加をお待ちし

ています。ぜひお気軽にお越しください。 

採用担当者連絡先 

担当者名：塩田 年記 

電話番号：087-825-0785 

メールアドレス: 

shiota_toshiki@Takamatsu-

mitsukoshi.co.jp 

HP アドレス： 

http://mitsukoshi.mistore.jp/store/taka

matsu/index.html 
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四国旅客鉄道株式会社 
四国４県と全国を結ぶ鉄道ネットワークを持つ 

ＪＲ四国の発展は、四国の発展とともにあります。 

四国の未来を一緒に切り拓きましょう！ 
 

企業概要 

代表者名 

代表取締役社長 半井 真司 

本所在地 

香川県高松市浜ノ町８番３３号 

事業内容 

旅客鉄道事業、旅行業、その他事業 

初任給 

院卒：204,000 円、大卒：191,000 円 

※2019 年 4 月実績 

売上高 

291 億円（2019 年 3 月決算） 

福利厚生 

各種社会保険、住宅補給金、独身寮、社宅等 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

●総合職（事務系・技術系） 

事務系：経営企画、営業企画、総務、事業開

発、財務、広報等 

技術系：輸送、車両、土木、建築、機械、電気 

●プロフェッショナル職 

（鉄道事業系・事業開発系）で募集予定。 

採用プロセス（総合職予定） 

当社ＨＰ等からエントリーシート提出（4 月

末締切）→書類審査（5 月中旬）→一次試験（6

月上旬）→最終試験（6 月下旬）→内々定 

採用担当者から一言 

当社とともに四国を盛り上げたいという想い

がある方のエントリーをお待ちしています！  

採用担当者連絡先 

担当者名：岡田 

電話番号：０８７－８２５－１６２７ 

メールアドレス：saiyou@jr-shikoku.co.jp 

HP アドレス：http://www.jr-shikoku.co.jp 
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高松信用金庫 
高松信用金庫は、香川県の中小企業や住民の方々が会員となってお互

いに助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念とした、協同

組織金融機関です。香川でお預かりした預金を香川の方々へ融資を行

うことで地元の発展に貢献しています。  

 

企業概要 

代表者名 

 理事長 大橋和夫 

本所在地 

 香川県高松市瓦町１丁目９－２ 

事業内容 

 協同組織金融機関 

初任給 

【四大卒】 

総合職：200,000 円 一般職：185,500 円 

総預金残高 

 ４１８２億円（２０１９年３月末） 

福利厚生 

・保養所、研修センター 

・各種クラブ活動（野球、バレー、テニス等） 

・各種社会保険、厚生年金基金など 

・有給休暇（連続 5 営業日休暇あり） 

・特別休暇（慶弔、結婚、配偶者の出産等） 

・育児・介護休業、時短勤務制度 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

【総合職・一般職】 

  入社後、後方事務（預金・融資）を担当し、その

後基本的に、総合職は渉外係、一般職は窓口係を任

せられ、お客様対応を行います。 

採用プロセス 

説明会 → 個人面接(複数回) → 内々定 

 ※書類選考はありません 

採用担当者から一言 

 香川が好き、香川に貢献したいという方、お待ちし

ています！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：総務部 採用担当 杉浦 

電話番号：０８７－８３６－３０３１ 

メールアドレス：personnel@takashin.co.jp 

HP アドレス：https://www.takashin.co.jp 
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ナイスタウン出版株式会社 

「創刊 43 周年！香川のみんなありがとう」 

楽しい、美味しい、役に立つ情報を発信中！ 
 

 

企業概要 

代表者名 

吉田洋子 

本所在地 

香川県高松市栗林町 1-12-27 

事業内容 

各種ﾒﾃﾞｨｱ、印刷物の企画・編集・発行など 

初任給 

211,900 円～ 

売上高 

 

福利厚生  

各種社会保険、住宅手当、通勤費など 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職（営業、編集） 

採用プロセス 

会社説明会、書類審査、面接 

採用担当者から一言 

ご応募お待ちしてます！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：山下 

電話番号：087-862-7100 

メール：yamashita@nicetown.co.jp 

HP アドレス：http://www.nicetown.co.jp 
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名古屋製酪株式会社 
褐色の恋人「ｽｼﾞｬｰﾀ」でお馴染みの会社です。画期的

なヒット商品を次々開発し乳業界最大の生産直販の販

売網、世界有数の無菌ロングライフ設備により、新鮮

で安全・安心、高品質、低価格の食品をお届します。  

企業概要 

代表者名     

日比 治雄 

本所在地 

名古屋市天白区中砂町 310 番地 

事業内容 

スジャータ、乳製品、果汁飲料、コーヒー、洋

菓子、調理加工食品などの食品製造販売業 

初任給 

201,000 円（大卒） 

売上高 

1,604 億円（グループ合計） 

福利厚生 

 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職（営業）・・・ 

お得意様からの受注品を配達納品しながら、

販売促進などの営業活動に従事して頂きま

す。 

採用プロセス  

会社説明会への参加→人事面接（1～2 回）→

役員面接→内定 

採用担当者から一言 

食に関心のある方は、是非ご参加下さい。 

採用担当者連絡先 

担当者名：嶋田 邦雄 

電話番号：092-957-6663 

メールアドレス 

：kunio.shimada@sujahta.co.jp 

HP アドレス：https://www.sujahta.co.jp 

  



38 
 

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（2019 年度実績） 

総合職\205,000 一般職\169,000 

現業職\173,000  

売上高（2018 年度） 

＜連結＞19,280 百万円 

＜単体＞14,982 百万円 

福利厚生 

年間休日 125 日 完全週休二日制（土・日）、祝日、

夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、ＧＷ、年次

有給休暇（入社日に 10 日付与） 

各種社会保険完備、借上げ社宅（独身用）、 

従業員持株制度、退職金制度、財形貯蓄制度、育

児休業制度、 介護休業制度など 

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（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/ 

 

 



39 
 

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
ニーズに最適な提案ができることが当社の強み
の一つです。モノを運ぶことを通じてその国、そ
の地域の社会発展に貢献する、今そこにある当た
り前の日常生活を物流面から支え続けています。 

初任給 

22 万 5,400 円 
※2019 年４月実績、東京 23 区勤務の場合 

売上高 

連結：2 兆 1385 億円（2019 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 

 

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です。仕事内容と

しては次の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。その中でジョブローテーションを

行い、当社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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日本年金機構 
日本年金機構は、公的年金制度の事業運営を国から任されている唯一の組織です。国民の

皆様の年金権を守るという重大な使命を担っていることを意識しながら国民全員が安心で

きる未来をつくるため全職員が一丸となってよりよいサービスの提供に尽力しています。 

 

企業概要 

代表者名  

水島藤一郎 

本所在地  

東京都杉並区高井戸西 3-5-24 

事業内容 

国より委任・委託を受けた公的年金(国民年金、厚

生年金保険等)にかかる一連の業務運営 

初任給 

学部卒:180,700 円、 

院卒:190,300 円(※諸手当を除く) 

売上高  

なし 

福利厚生 

年次有給休暇、特別休暇(結婚・妻の出産・忌引き

など)、介護休暇など 

 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容  

総合職 

①適用・調査(年金制度に加入していただくための業

務)②保険料徴収(保険料を納めていただくための業

務)③年金給付(年金をお支払いするための業務)④年

金相談(お客様のご相談にお応えする業務)⑤年金記

録の管理および提供(お客様の年金記録を管理する

業務) 

採用プロセス 

エントリー→適性検査→面接(2 回)→内々定→内定 

採用担当者から一言 

大勢の人々の暮らしと、日本の未来を支える仕事。

そこには大きな責任もありますが、挑み続ける価値

があります。未来を自分たちの力でよりよくしてみ

ませんか？香川大学の皆さんのご応募、お待ちして

おります。 

採用担当者連絡先 

担当部署：人材開発部採用グループ 

電話番号：03-5344-1100(代表) 

HP アドレス：https://www.nenkin.go.jp/ 
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日本放送協会（NHK） 
ＮＨＫは、みなさんからの受信料で成り立つ唯一の公

共放送です。放送と通信の融合が進み、情報を得る手段

が飛躍的に広がる中で、信頼できる確かな情報・コンテ

ンツを見られる『公共の広場』の役割を目指していま

す。 

 

企業概要 

代表者名 

上田 良一 

本所在地 

〒150-8001 東京都渋谷区神南 2-2-1 

事業内容 

放送事業 

初任給 

（大卒）213,360 円 （院卒）226,360 円 

事業収入（2018 年度） 

7,332 億円 

福利厚生 

各種社会保険完備 
【休日】完全週休 2 日制 
【年次有給休暇】初年度 16 日 

（以降 5 年目 20 日まで漸増） 
【クリエイティブ休暇】各年度連続 5 日間 
【その他休暇】結婚休暇、産前産後休暇、 
母性保護休暇、妻出産休暇、看護休暇など 
他、詳細は採用ＨＰをご覧ください。 

 
 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

ディレクター、記者、アナウンサー、映像取

材、映像制作、映像デザイナー、音響デザイナ

ー、放送事業のマネジメント、技術 

採用プロセス 

詳細は採用ＨＰをご覧ください。 

採用担当者から一言 

希望職種が決まっていない方も 

お気軽にご相談ください！！ 

採用担当者連絡先 

担当者名：NHK 採用デスク 

電話番号： 03-5455-7900 

      （土日・祝日、年末年始除く） 

HP アドレス：http://www.nhk.or.jp/saiyo/ 
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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。 

写真用スペース 

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 7 千円（総合職） 

19 万 2 千円（一般事務職） 

売上高 

173 億 9,000 万円（2018 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（はら じゅんいちろう） 

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/ 
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明治安田生命保険相互会社 
当社は「感動を生み出す生命保険会社」の実現に向

け、一人ひとりの成長や自己実現に対する意欲を大

切にし、支援する会社です。業務フィールドは多岐

にわたり、どのような個性も、必ず活かせる場があ

ります。 

 

企業概要 

代表者名 

根岸 秋男 

本所在地 

東京都千代田区丸の内 2－1－1 

事業内容 

各種生命保険の引受・保全、資産の運用など

の生命保険業および付随業務 

初任給 

採用ホームページに掲載 

売上高（保険料収入） 

2 兆 7,708 億円 (2018 年 4 月～2019 年 3 月) 

福利厚生 

社内預金、社内保険、退職金、独身寮、社宅等

詳しくは採用ホームページに掲載 

 

 

 

 

採用情報 

求人職種・仕事内容 

総合職（全国型）、総合職（地域型）、法人営業

総合職（地域型） 

採用プロセス 

「2020 年度新卒採用マイページ」から応募。そ

の後適性検査、面接を実施予定 

採用担当者から一言 

説明会や選考を通じ、明治安田生命の魅力をお

伝えしていきます。みなさんとお会いできるのを

楽しみにしています。 

採用担当者連絡先 

担当者名：馬場 清聡 

電話番号：０６－６２６０－２５１３ 

メール：ki-baba@meijiyasuda.co.jp 

HP アドレス： 

https://www.meijiyasuda-saiyo.com/ 

 

 


