2022/5/13現在
エントリーシートの提出はまだ可 企業説明会は、実施しているか？
社名

採用スケジュールについて

能か？

今後の日程や方法(Web等など)に

提出期限はいつまでか？

ついて

グローバルアドバンストメタルジャパ ２０２２年６月ごろより募集開始 ２０２３年１月まで可能です。
ン株式会社
会津乗合自動車株式会社

予定

面接開催日時・場所・方法(Web
など)等について

弊社工場にお越しいただいての見 ２０２２年７月以降に実施予定で
学会を実施予定です。

す。

３月よりエントリーシート受付開 募集職種により可能。充足するま 随時で基本はWEB説明会を実施。 対面で実施予定（時期は検討中）
始

で（１２月頃まで）

随時選考中

有限会社エムテック・サプライ

随時募集しております。

随時受付をしております。

コロナの状況もありますので、ご 面接を希望される方の都合の良い
希望があればzoomにてオンライ

日にzoomにて面接をする事も可

ン会社説明会を実施致します。日 能です。
程は、ご希望の日にちがあれば対
応して参ります。

株式会社会津技研

希望者が居れば随時受け付けてお 可能です。期限は御座いません。 企業説明会の日程はありません
ります。

希望者と相談になります。

が、合同説明会などの催し事への
参加や適宜Web対応も致します。
エントリーシートの提出は不要で ５月以降は週２回以上のWEB会社 選考面接は随時にて、応募者の方

株式会社和光ケミカル

す。会社説明会ご参加の方やWEB 説明会を実施します。また、WEB に直接ご案内しております。
説明会ご参加の方は書類選考なし 動画説明会は２４時間視聴が可能 選考場所、方法は：「１次面接：
で１次面接のお申込を受付してお です。いずれのお申し込みも「リ WEBによる集団面接」→「２次選
ります。

クナビ2024」でご予約を受付して 考：お住まいの地域で実施」→
おります。

「最終面接：神奈川県小田原市の

https://job.rikunabi.com/2023/c 本社へご来社いただき実施」
ompany/r118920017/seminars/

株式会社テクス福島

3月1日～

各種ナビサイトで広報 選考期間中であればいつでも可能 対面、WEB両方で実施していま

6月1日～10月末頃まで

選考案内 です（6月～10月末頃）

募集数に達するまで採用活動

す。

学生からの希望があれば日程調整
し、対面で開催します。

学生からのエントリーが入り次第
実施しています。

アサヒガード株式会社

◆大卒等求人

ハローワークへ提 随時受付を主に活動

出済み、6月1日以降：随時会社説

随時受付を主に活動 基本は直接 随時受付を主に活動 基本は直接
面談で実施

面談で実施

明会並びに応募受付

藤倉航装株式会社

2023年度、新卒者募集予定の職

6月1日～7日

種：人数（勤務場所）は以下のと

リモート方式による個別説明：適 リモート方式による個別説明：適
宜実施

宜実施

連絡いただければ随時決定します

おりです。
技術職：1～2名技術センター（福
島）
品証職：若干名

船引工場（福

島）
購買職：若干名

船引工場または

本社（福島・東京）
営業職：若干名

本社（東京）

総務職：若干名

本社（東京）

募集スケジュールは以下参照。
個別面談（リモート方式）
4月1日～5月31日（随時実施）
エントリー期間
6月1日～6月7日（書類応募締
切）
1次面接（リモート方式）
6月8日～6月10日
1次通過発表
6月17日（通過者は2次面接まで
に適性検査受検）

株式会社 国際情報ネット
株式会社エクストエンジニア
三正工業株式会社

随時

何時でも受け付けます

希望があれば受け付けます

通常募集解禁に合わせ活動予定

可能

現在未定

募集内容記載予定

随時

いつでも可能です

随時実施しております

電話かメールでお申込みいただけ
ればいつでも対応しております。
0248-44-3960
s-recruit@sansei-ind.co.jp
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2022/5/13現在
エントリーシートの提出はまだ可 企業説明会は、実施しているか？
社名

シダックス株式会社

採用スケジュールについて
2022年3月卒

今後の日程や方法(Web等など)に

提出期限はいつまでか？

ついて

（全国での予定） 可能です。

はい。5月度の会社説明会は、25

面接開催日時・場所・方法(Web
など)等について
面接は2回予定しております。

管理栄養士職80名・栄養士職100 但し、総合職・学童保育職につき 日（水）・26日（木）・27日

いずれもWEB面接（ZOOM）で行

名

い、WEB説明会参加後に日程調整

総合職5名

学童保育職10名

調理師職100名

アサヒサンクリーン株式会社

能か？

説明会参加後

ましては、早期からの人気集中も （金）を予定しております。

あり、現在は応募停止しておりま 方法は、WEB（ZOOM）開催で、 し実施致します。

随時選考を実施

定員に達した段階で終了

す。

申込みについては、「マイナビ

この2職種に関しては、今後の募

2023」からエントリーとWEB説

集は未定となっております。

明会予約をお願いしております。

日程の個別相談は可です。

企業説明会参加でエントリーとみ 企業説明会はWEBにて月５～６回 選考を希望された場合は、一次選

定員に なし、エントリーシートの提出は 程度実施

考をＷＥＢ面接で実施 ２次面接

たしない場合でも１０月を目途に 不要

は対面面接(筆記試験あり）で実

選考は終了予定

施

採用定員に達した段階で説明会修
了

株式会社相原製作所

基本的なスケジュールと同等

はい。随時受付しております。

実施していない状況です。

随時です。

お問い合わせいただけたら要相談 要相談でお願いします。
で考えております。

医療法人掛田中央内科

◇応募受付期間/採用選考日◇

可能です（まだ受付前のため）

下記の方法にて実施中

日時：第1項記載の通り

①事務総合職

具体的には2項での記載内容の通

・WEB説明会開催中（マイナビ

場所：法人本部

令和4

年6月1日～令和4年6月30日/令和 り

2023）※毎週開催、WEB（Zoom 方法：個別面接

4年7月

ミーティング使用）、詳細はマイ

②介護職（一般介護職）

令和4

ナビ2023にて確認下さい

年6月1日～令和4年12月30日/令
和4年7月～随時
③理学療法士

・学内個別企業説明会
令和4

開催が可能な学校様につきまして

年9月1日～令和4年12月30日/令

は一部参加させていただいており

和4年10月～随時

ます。

④作業療法士

令和4

年9月1日～令和4年12月30日/令
和4年10月～随時
⑤言語聴覚士

令和4

年9月1日～令和4年12月30日/令
和4年10月～随時
⑥看護師

令和4

年9月1日～令和4年12月30日/令
和4年10月～随時
⑦介護職（介護福祉士）

令和4

年9月1日～令和4年12月30日/令
和4年10月～随時

株式会社植松商会

会社説明会（対面orWEB）→履歴 提出期限は、設けておりません。 対面とWEBで行っております。

キャリタス就活2023をご覧くださ

書・エントリーシート提出→書類

い。

選考→一次面接→最終面接→内定

https://job.careertasu.jp/2023/corp/00007996/se
minar/index/list/

旭計器株式会社

５月頃

企業説明会

随時受付を行っております。

6月頃から面接予定

実施予定ですが、日程は決まって 基本、東京・福島にて実施予定。
おりません。

応募いただいた方の状況により開

リクナビWEBにて掲載予定です。 催地を決定する場合もございま
す。
WEB(Zoom)、対面にて行う予定
です。

山本商事株式会社

未定。予定しているというより

エントリーシートの提出はなく履 要請があれば、都度実施

応募の都度、スケジュール調整

は、新卒採用も含めて募集活動を 歴書のみ。期限は設けていない。
行う。

吾妻プレス工業

2022年7月頃より求人票の配布予 提出期限は特になし
定

実施していない

応募があれば即時面接。場所は社
内会議室にて
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2022/5/13現在
エントリーシートの提出はまだ可 企業説明会は、実施しているか？
社名

西田精機(株)
福浜大一建設株式会社

採用スケジュールについて
3月～5月選考募集開始

能か？

今後の日程や方法(Web等など)に

提出期限はいつまでか？

ついて

可能

5月中旬ごろ

面接開催日時・場所・方法(Web
など)等について

WEB形式 マイナビ・リクナビよ

4月以降順次選考・内々定

り受付

【職種】建築施工管理、土木施工 可能です。マイナビよりエント

説明会はマイナビより「いつでも 面接開催日時は随時受け付けてお

管理、事務総合職（総務、営業） リーしていただき、その後エント 視聴可」という録画型のものがあ ります。
マイナビよりエントリー後エント リーシート提出のご案内いたしま ります。

【場所】 福島県いわき市小名浜

リーシートの提出、書類選考があ すので、そちらから提出お願いい その他聞きたいことなどあれば随 字中原16-1 福浜大一建設株式会
り、一次試験(一般常識・適正・

たします。

面接）、

現在5/10提出期限のエントリーを でご連絡ください。

二次試験（面接）

※中途の場

時受け付けておりますので山本ま 社 本社

受け付けておりますが、それ以降 tel 0246-54-8111

合、適正がない場合や面接の回数 でも個別に対応いたします。

WEBでの面接は実施しておりませ
mail

ん。

yamamoto@fd-const.com

が異なる場合もあります。

ＡＬＳＯＫ福島株式会社

新卒採用

予定数３３名

可能です。

毎月、東北各県会場で対面説明会 ５月１２日 コラッセふくしま会

提出期限なし。

とオンライン説明会を実施。

議室 10：00～12：00
５月１７日 郡山市市民交流プラ
ザ 会議室 13：30～15：30
５月１８日 オンライン会場
10：00～12：00

事前にURLを

送る為、就職ナビサイトから予約
必須。

日本伸管株式会社白河工場

リクナビよりご確認ください
【リクナビ

随時可能

随時実施

日本伸管】にて検索 リクナビよりエントリーください リクナビよりご確認ください

随時開催
リクナビよりご確認ください

してください

大橋機産株式会社

応募者がいれば随時工場見学から 可能です。

説明会は随時受け付けます。また 面接は都度調整致します。

採用試験まで実施しています。

状況によってはWeb開催も可能で 場所は田村市の船引東工場にて開

期限は特段設けておりません。

す。

催しますが、Web開催はありませ

Webで興味を持って頂けましたら ん。
実際に工場見学をお願いします。

株式会社渡辺ダクト工業

令和4年5月に開催される労働局の 令和4年6月初めに予定していま

当社のホームページなどを活用し 現在ハローワークの担当者と検討

説明会に参加して具体的内容を作 す。

て行っています。

中です。

る。

株式会社インフォテック

現時点で学校等に求人案内を作成 随時募集しておりますので、いつ ある程度人数がまとまり次第に行 ご要望があれば随時対応致しま
提出を行い、随時会社訪問を受け でも可能です。

う予定です。

す。

付けております。

北札幌電設株式会社

弊社は年間を通して随時採用とし 可能です。

リクナビにてWeb説明会を随時、 札幌本社での実施も可能ですが、

ており、学卒者につきましても３

ご案内しています。

月ギリギリまで応募を受けており

新型コロナ感染症の関係でWeb説
明会を基本としております。

ます。なので採用スケジュールは
ありません。

庄建技術株式会社
株式会社ディ・エム・シー

採用募集中です

高校生採用を中心に、専門学校

可能です（６月くらいまでを予

毎週金曜日に実施（マイナビによ 本社事務所にて随時実施する予定

定）

りエントリー）

随時可能

希望者には随時対応

です
随時対応可能。遠方の方には、説

卒、高専卒、短大卒、大卒につい

明会や1次選考はWEBでも対応し

ては、希望する方がいれば採用を

ます

検討したい。

株式会社バンダイ通信

逐次募集受付しています。

可能です。

希望に応じて、実施しています。 都度、対応しています。

提出期限はありません。

面談、Webいずれの方法でもOK
です。

江戸川木材工業株式会社

６月１日より採用開始

可能です

本社・小名浜工場にて受付、随時
行います。対面方式で実施。交通
費全額当社にて負担いたします。

トヨタカローラ福島株式会社

第1.2期募集は終了しました。

可能です。

実施可能です。

現在、会津エリア、県南エリアで まずは会社訪問で個別説明会から
働きたい方を募集しております。 のスタートとなります。
個別に都度対応いたします。
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日程や開催場所はご希望に合わせ
て設定いたします。

2022/5/13現在
エントリーシートの提出はまだ可 企業説明会は、実施しているか？
社名

あずまケアサービス株式会社

採用スケジュールについて

能か？

今後の日程や方法(Web等など)に

提出期限はいつまでか？

ついて

面接開催日時・場所・方法(Web
など)等について

選考は随時行っておりますので、 エントリーシートなしで応募可能 実施しています。

日程は毎週水・木・金となりま

応募書類を送付いただき次第面接 です。

す。

日程調整の連絡をさせていただき 選考はまだ継続しております。

日程が合わない方は個別で調整も

ます

可能です。（WEBも可能）
開催場所は応募施設（あいらの杜
福島御山・福島笹谷）で開催しま
す。

日本ビルコン株式会社

随時、応募受付中でございます。 可能でございます。特に提出期限 実施しています。日程はマイナビ 面接開催場所は、南東北支社（仙
ご応募いただいた都度、一次選考 は設けておりません。

２０２３上に掲載しており、個別 台市）で対面で行っています。

を実施しています。

のお問合せにも柔軟に対応してい 福島県内拠点（郡山市，福島市）
ます。

や首都圏在住学生さまに対して
は、本社（東京都墨田区）でお受
けいただくことも可能です。

株式会社福島ビルテック
株式会社ナガヨシ

６／１

選考開始

１０／１

内定発出

令和４年１２月２０日

基本毎週水曜日は受付可能

基本毎週水曜日は受付可能

弊社に来て頂いて対面方式

弊社に来て頂いて対面方式

予定はしているものの詳細は未決 未定です。提出期限も未決となり 自治体主催の合同説明会に参加す 2で回答させて頂いた通り未定で
定

ます。

る予定です。

す。

予定は7月開催です。
募集人員が充足するまで随時面

木村可鍛㈱

募集人員が充足するまで。

就職サイトにて実施中。

接。

AGCエレクトロニクス株式会社

本社工場にて随時実施。対面
/web両方に対応。

現在選考中であり、遅くとも5/M 現在締めきっていますが、予定人 現在締めきっていますが、予定人 上記4項と同じ。
には選考結果が出る予定です。

員まで達しない場合は、再募集す 員まで達しない場合は、再募集す 面接はWEBと対面を実施。
ることになります。

ることになりますので、

予定人員に達した場合は、再募集 説明会などを実施することで考え
はいたしません。

ています。(WEB説明会/日程は未
定)

株式会社福建コンサルタント

随時行っている

予定人員に達した場合は、実施い
企業説明会を実施している
方法 Zoom

可能

随時開催

株式会社日本アドシス

企業説明会/選考実施中

募集人

員5名

可能です。募集人員数に達するま 毎週月曜・金曜あたりで開催させ 面接は応募者から随時実施してお
で可能です。

て頂いております。

ります。

実施方法はWEB（Zoom）で実施 実施方法は、WEB（Zoom）とな
しております。

東洋安全防災株式会社

ります。

随時募集しますので、応募者にス 可能です。採用人数に満たすま

まだ実施していません。Webで実 面接日時も随時開催します。一次

ケジュールを合わせていきます。 で。

施したいとおもいますが、まだ決 面接はWeb（予定）で行い、二次
まっていません。

面接は本社の予定です。

渡部永継土地家屋調査士事務所および 令和４年4月1日から令和４年12月 令和４年4月1日から令和４年12月 スマホでホームページから随時応 上記のとおり随時
株式会社ハート・ジム・プランニング 31日まで受付します。

31日まで受付します。

募可能です。「渡部永継土地家屋
調査士事務所」でアクセスしてく
ださい。
グループ会社として株式会社ハー
ト・ジム・プランニング（測量設
計）も併設、0242-25-1917にお
問い合わせ
ください。

株式会社福島マツダ

会社説明会→エントリーシート提 会社説明会後、提出

就職サイト（マイナビ）にて公開 就職サイト（マイナビ）にて公開

出→1次面接→適正検査→2次面接

中。

中。

未定

今のところ何も決まっていません

→最終面接→内定

株式会社

日向

今までは高卒採用が中心で、学校 可能です 提出はいつでもOK
訪問、合同説明会への参加、イン
ターンシップの受け入れなど実施
していた
今後

大卒者採用にもウエイトを

かけていく（キャリタスを参照）
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2022/5/13現在
エントリーシートの提出はまだ可 企業説明会は、実施しているか？
社名

ダイハツ福島（株）

採用スケジュールについて
通年採用しております。

能か？

今後の日程や方法(Web等など)に

提出期限はいつまでか？

ついて

面接開催日時・場所・方法(Web
など)等について

可能です。随時個別に対応します 会社説明会を実施しております。 開催場所は福島トヨペット 本社
のでご連絡ください。

ご希望の方がいらっしゃいました ２階です。
ら個別に対応させていただきます 日時につきましては希望の方がい
のでご連絡ください。

らっしゃいましたら対応させてい
ただきます。

ホーコス福島株式会社

応募が充足するまで随時実施して 応募が充足するまで随時実施して WEBにて実施しております。日程 面接開催日時については、ご応募
おります。

おります。

に関しましてはご応募いただいた いただいた方に別途通知いたしま
方に別途通知いたします。

す。
場所はホーコス福島株式会社にな
ります。

株式会社宝来屋本店

4/21書類選考、4/27~28一次面

提出期限は過ぎておりますが、希 今後の説明会の予定は今のところ 4/27~28一次面接、対面、郡山駅

接、5/17~18二次面接（最終）、 望者がいれば受け付けます。特に なし。

前の貸しオフィス使用

5/30内々定出し

5/17~18二次面接（最終）

期限はありません。

対

面、自社内にて実施

随時受け付けている。

（株）みとみ

可能です。期限なし。

履歴書・適性検査→一次面接→二 可能。期限なし

㈱エイティック

随時

随時（要予約）

対面・オンライン選択

弊社本社にて

予定有。マイナビサイトに掲載。 各自調整。

次面接

有限会社飯田製作所

大卒：4月末面接、5月内定出し

可能。随時受付。

随時受付。弊社担当まで電話いた 大卒：4月25～29日
だければ、個別に対応。
Webも可。

ｼﾞｪｲｴｲｼｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社

６月選考開始

・可能

１０月以降採用試験

・現在のところ特に提出期限は設 ・５月以降月１回程度、盛岡、仙

・貸し会議室で実施します。

けていません。

・面接日程は調整中です。

台、郡山で日時を決めて会社説明
会を行う予定です。

社会医療法人

秀公会

見学希望者については、随時対応 随時受け付けております。

随時受け付けております。

いたしますのでお気軽にご連絡く

５月から受け付けたいと調整して
おります。

ださい。

株式会社スギヤス

3月説明会→4月選考会→5月内定

5月中旬ごろ

希望があれば開催予定

開催日時、方法は希望者と調整し
て決定。

藤寿産業株式会社

随時で、工場見学、会社説明会、 可能、期限なし。

随時実施。遠方の場合などはWEB 随時実施。郡山の事務所にて、対

書類選考、面接を実施。

も可。

面（遠方の場合などはWEBも
可）。

奥州富士自動車株式会社

専門学校卒、中途採用を予定して 可能（随時）

随時、会社見学を受け付けており 随時受付。

おります。

ます。

場所：本社

また、外部主催企業説明会にも参 選考方法：面接のみ
加しております。

MUSIC PLAZA 白水堂

２０２2年７～８月に面談予定

７月１５日までにご提出下さい。 随時行っています。WEBも可能で 個別に対応しています。
す。

トヨタ工機株式会社

当社は通年採用を実施していま

順次受け付けています。

す。２０２３年度も既に開始して

ご希望があれば、順次開催してい 随時行っています。
ます。個別対応も可です。

います。

株式会社

友伸エンジニアリング

随時受付しています。

随時受付していますので提出可能 随時受付しています。来社、ｗｅ 面接は来社によります。採用試験

会社見学（案内）→採用試験（筆 です。

ｂどちらでも可能です。ご相談く 日に筆記試験と共に行います。

記試験、面接試験各１回）→採否

ださい。

連絡（５日程度）
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2022/5/13現在
エントリーシートの提出はまだ可 企業説明会は、実施しているか？
社名

株式会社エムティーアンドエス

採用スケジュールについて
3月～5月

エントリー、会社説

明会

面接開催日時・場所・方法(Web

能か？

今後の日程や方法(Web等など)に

提出期限はいつまでか？

ついて

可能。

実施しています。

対面にて実施しています。

期日：受付は9月末ですが、内定

対面 or WEBで説明会を実施して

日程は学生都合を考慮し、随時、

4月～

採用試験

承諾数が一定数に到達した時点で います。

6月～

内々定

締切をします。

など)等について

開催としています。

日程は学生都合を考慮し、随時、
開催としています。

株式会社寿鉄工所

通年行っています。

通年行っています。

企業説明会は実施しておりませ

面接は通年行っています。場所は

ん。

弊社事務所で面接を行っていま
す。

有限会社

和田印刷

７月採用試験

随時、申込可能

連絡をいただければ、会社見学を ７月から随時、応募があればスケ
実施します。

ジュールを調整して実施
場所は、弊社において行います。

明星電気（株）白河工場

随時受付ております。

提出可能です。期限の設定はあり ご連絡いただければ個別で対応い 個別で対応いたします。お問い合
ません。

たします。

わせください。 場所は工場所在
地 福島県西白河郡泉崎村大字泉
崎字十八夜1

となります。

ZOOMでも対応可能です。

株式会社東日本技術研究所

2022/3/1～年内の期間で新卒採用 可能です。期限は年内となりま

実施しています。日程等は、リク リクナビ、マイナビ、キャリタス

を実施。

ナビ、マイナビ、キャリタスから から確認してください。

す。

確認してください。

株式会社会津工場

学卒者は地元の高校を中心にして 随時受け付けております。

期日を決めて企業説明会はしてお 面接開催日時：ご相談にて決定

おります、中途に関しては随時受

りません、エントリー頂いた段階 場所：本社工場又は南郷工場にて

け付けております。

で工場見学を行いその中で企業説 実施します。
明を行っております。

方法：基本的には直接行っており
ます。

株式会社藤建技術設計センター

企業説明会を月２回の頻度で開催 現在マイナビさんを利用して、エ
中

面接日時等現在検討中です。

ントリー受付中です。

５月面談予定です。

月電ソフトウェア株式会社

リクナビサイトに掲載中

リクナビサイトから随時応募

リクナビサイトに掲載、随時応募 リクナビサイトに掲載中

https://job.rikunabi.com/2023/c

可能

ompany/r752010078/

https://job.rikunabi.com/2023/c
ompany/r752010078/

株式会社シンエンス

随時、Web説明会を実施していま エントリーシートの提出は不要で Web説明会は随時実施していま

Web説明会参加者に一次面接のご

す。

案内をお送りしています。

す。

す。

詳細スケジュールはマイナビをご Web説明会参加者に一次面接のご

一次面接は大阪本社（大阪府東大

覧下さい。

阪市）にて対面で実施しています

案内をお送りしています。

が、遠方の方で参加困難な場合
は、Webでも実施可能です。

株式会社ケアサービス

リクナビまたはマイナビよりエン 可能です。通年採用ですのでギリ 実施しています。随時開催してい 随時開催しています。WEBでも開
トリーしていただければ会社説明 ギリまで可能です。

ますので、リクナビまたはマイナ 催しています。

会の案内をさせていただきます。

ビよりエントリーしてください。

会社説明会の後、ご興味を持って
いただいた方には一次面接を設定
します。

株式会社

心絆

株式会社マルサン

株式会社 釜屋

通年

通年可能です。

説明会は特に予定しておりませ

ご応募いただいたら、随時開催致

ん。

します。

現在合同企業説明会等に随時参加 2023.3初旬までは対応予定。

今日現在では合同説明会・自社単 随時調整対応します。

中。エントリーシート受付中。6

独ともに開催予定はないが、随時

月以降に選考開始。2023.3まで随

個別対応は可。

時選考・内定を出して行く予定。

オンラインも検討します。

企業説明会は申し込みの都度開

エントリーシートの提出は可能で

応募の都度ご本人に連絡します。

催。応募も都度受付します。

す。特に期限は設けておりませ

基本的に弊社本社工場で面接を行

ん。

います。
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2022/5/13現在
エントリーシートの提出はまだ可 企業説明会は、実施しているか？
社名

医療法人社団 石福会
株式会社ジョイント

採用スケジュールについて

面接開催日時・場所・方法(Web

能か？

今後の日程や方法(Web等など)に

提出期限はいつまでか？

ついて

本人の希望通り

まだ。8月頃

随時

随時募集中

可能、随時受付中

実施なし、希望があれば都度実施 随時、本社内、現在のところWeb

など)等について
随時
での実施はないが、希望があれば
実施

株式会社

シンエイ

株式会社 田中計装工業
株式会社福島製作所

会社訪問・面接等、随時受付

随時

可能、随時受付

不要

随時受付、希望により訪問・Web 随時受付・福島県いわき市本社事
のいずれも可能

務所・対面式

実施していない

随時

エントリーシートはWebで随時受 可能。定員充足まで随時受付。

実施中。Web、対面双方で対応可 日時は未定。1次面接はWeb面

付。5月下旬までに1次面接、6月

能。マイナビから予約するか、直 接、2次面接は対面。ただし、状

上旬に2次面接、内々定。

接メールで希望日を連絡。

況により2回とも対面で実施する
場合あり。

福島ダイハツ販売株式会社
株式会社日本デジタル研究所

3月～5月会社説明会，6月～8月選 提出可能です。7月までを予定し

WEB会社説明会を随時開催してお まだ詳細が決まっておりません。

考予定

ております。

ります。

6～7月頃まで随時応募受付、選

エントリーシートは使用しており 郡山では生産技術職を中心に個別 マイナビ2023にてご確認をお願い

考、内定出しを継続予定です。

ません。

説明会を開催しています。

いたします。

マイナビ2023からエントリーをお 学生の希望に応じ日程調整しま

https://job.mynavi.jp/23/pc/sear

願いいたします。

ch/corp4751/outline.html

す。

ご応募は採用予定に達するまで随
時受け付けます。

大内新興化学工業株式会社

採用エントリー受付中→5/9必要

可能です。現状、特に期限を設け

web企業説明会4/28、入社面接は

書類提出期限→5/26適性検査web ておりません。

対面を予定・日時：6/1・場所：

受験期限→6/1入社面接がスケ

本社（東京都中央区）

ジュール概要です。

東北アンリツ株式会社

大学卒者・・・2名（生産技術、

可能です。

説明会は実施しております。

随時

製造技術）電気、電子、情報、理 期限：5月末

希望者にあわせて実施しておりま 場所：東北アンリツ株式会社 第

工

すので、日程は随時とさせていた 一工場

希望
説明会…随時対応

だいております。

見学…随時対応

方法について、現地での実施の実

試験…随時対応

績しかございませんが、こちらも

webも可

希望者にあわせてweb開催も可能
です。

公益財団法人星総合病院

【採用試験】4～9月の毎月第3土

4～9月にかけて毎月第3土曜日に

曜日に開催

採用試験を開催しています。ご希 土曜日に開催

【病院説明会】3～9月の毎月第1

1次試験：一般常識問題・小論

望の試験日時の8日前まで（必

文・適性検査（対面）

着）にて応募書類をお送りくださ 明会です。各職種30分弱の説明会 ン）

2次試験：所属⾧面接（オンライ

い。

3次試験：役員面接（対面）

先輩職員を交えて、病院の概要説

3次試験：役員面接（対面）

明、座談会、質疑応答などを予定 一次試験は毎月第3土曜日に開

第2回目一次試験

しておりま

催。

す。

二次試験は一次試験開催月の下旬

5月21日（土）

午前中
第3回目一次試験

6月18日（土）

～翌月上旬に予定。

午前中

第3回目

5月7日（土）午前中

三次試験は2ヶ月に1回程度で実施

※所要時間約2時間～以降毎月第3

第4回目

6月4日（土）午前中

しますので、日時は未定。

土曜日に開催します～

～以降毎月第1土曜日に開催しま

※職種によっては一斉試験を実施

す～

する場合もございますので当法人
ホームページをご確認ください。
応募方法は、ご希望の試験日8日
前までに応募書類（①当法人指定
履歴書②成績証明書③卒業見込証
明書）を郵送で総務人事部までお
送りください。

藤田建設工業株式会社

文・適性検査（対面）

＊Zooｍを用いたオンラインの説 2次試験：所属⾧面接（オンライ
になります。

ン）

1次試験：一般常識問題・小論

ハローワークへ求人票を提出済で 8月上旬まで可能。

自社独自での開催はありません。

す。

合同企業説明会などが開催されれ
ば参加を希望します。
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2022/5/13現在
エントリーシートの提出はまだ可 企業説明会は、実施しているか？
社名

株式会社オービーエヌ
スズテック株式会社
高千穂商事株式会社

採用スケジュールについて
6月1日以降随時

2022年3月から受付開始

夏前よりセミナー開始

面接開催日時・場所・方法(Web

能か？

今後の日程や方法(Web等など)に

提出期限はいつまでか？

ついて

可能です

会社説明を希望される方は、電話 随時・本社・個人面接

採用予定数に達するまで

連絡の上お越しください

など)等について

エントリーシートはどのようなも 随時実施

随時実施

のでしょうか

本社に直接電話にて問い合わせ

本社に直接電話にて問い合わせ

まったく問題ありませんが、エン 現在は準備中です。

同上

トリーシートでのご提出はご遠慮 マイナビ2023で公開致します。
頂いております。
2023卒の方には、大学指定の履歴
書（写真貼付）になります

社会保険労務士法人ＴＭＣ

①会社見学会への参加、②書類選 可能です。期限は今現在は設けて 実施しています。
考、③一次面接、④役員面接

いません。

面接日は応募者との調整のうえ決

希望者との日程調整のうえ行って 定し、面接場所は近くの支店にて
います。

対面（またはWeb）で行っていま
す。

株式会社クラフト

3月広報開始
始

→

→

4月中旬選考開 1回目の選考で内々定者が予定数

5月中旬内々定出し

実地説明会5回、Web説明会を1回 開催の有無、日時は未定

に達しない場合、2回目の選考を

開催済

開催の場合は実地とWebを併用の

実施予定、その場合は提出可

現状、1回目の選考のフェイズに

予定

入っているため、今後の予定は現
時点では無し
2回目の選考が開催となったら、
順次マイナビにて掲載予定

安積電気通信興業株式会社

2021年10月～2022年2月

イン

ターンシップ
2022年3月～

可能です。提出期限は設けていま マイナビ2023より説明会案内して 面接は随時行っております。応募
せんが、早めの提出をお願いして おります。日程はそちらを参照く 者の希望日程をお伺いし、弊社内

個別会社説明会開 おります。

ださい。（2022年6月までは日程 で調整させていただきます。

始（対面・WEB）

確定）

※会社説明会にてエントリーシー

対面（福島・仙台・東京）、WEB 社事業拠点（福島・仙台・東

ト配布。

ともに週に1回以上行っておりま

京）、もしくはご希望があれば

エントリーシート提出後、面接実

す。

WEB面接も行っております。

施。

株式会社サクラテック

面接場所は、応募者居住近くの弊

（ZoomやMeetなどにて）

2022年3月～エントリー、会

エントリーシートはございま

会社説明会は対面と

社説明会、採用選考開始

せんが、エントリーは6～7月

Web(zoom)で行っています。 に参加いただいた方にお知ら

面接日程は随時、会社説明会

2022年4月～内々定

まで受付予定です。

開催日程等につきましては、

せしています。

マイナビ2023にて随時

ご希望があれば、1次面接は

掲載していきますのでご確認

webで行うことも可能です。

いただければと思います。

河村電器産業（株）

2021年7月～ インターン

募集人員が充足するまで可能

ｗｅｂにて実施しています。

ｗｅｂにて実施しています。

シップおよび企業研究説明会

です。

弊社ＨＰ、リクナビ、マイナ

一次面接はマイページから予

2022年3月～ 会社説明会、

職種にもよりますが、例年は8 ビからマイページにご登録い

約ができます。

面接（ｗｅｂ）

月頃まで募集を続けていま

ただくと会社説明会の申し込

二次面接、最終面接は日程候

2022年4月～ 内々定（大

す。

みフォームにて予約ができま

補日をこちらからご連絡し都

す。

合が合えば実施します。

月1回程度開催予定

リクナビ2023にて掲載

卒）

トヨタＩ&Ｉグループ（福島トヨペッ 4月~6月採用試験実施、内定

随時開催の会社説明会に参加

ト/ネッツトヨタノヴェルふくしま/ダ 出し

必須

イハツ福島）

充足しなければ10月~12月に

会社説明会時期によって提出

かけて再度募集活動

期限は随時
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2022/5/13現在
エントリーシートの提出はまだ可 企業説明会は、実施しているか？
社名

ニッコーシ株式会社

採用スケジュールについて

面接開催日時・場所・方法(Web

能か？

今後の日程や方法(Web等など)に

提出期限はいつまでか？

ついて

2022年1月より2023卒の採用

エントリーシートのご提出

webにて会社説明会を、実施

面接開催日時は、応募者様毎

活動を開始しました。

は、可能です。

しております。

に個別に設定させて頂いてお

応募充足数を満たすまで採用

個別に提出期限を設けてはお

直近の日程では、4/28(金)9時 ります。

活動予定ですが、遅くとも

りませんが、説明会に参加頂

～10時半、14時～15時半に開 面接の方法は、原則対面式と

2023年2月には2023卒の採用

いてから概ね15日以内を目途

催を予定しております。

活動を終了する予定です。

として、

5月以降も、随時会社説明会を 諸事情があり、ご来社が困難

応募者の方にはエントリー

開催予定ですが、正式な日程

な方については、webでの面

シートをご提出頂いておりま

は確定しておりません。

接も可能です。

す。

など)等について

なり、個別面接となります。

面接の開催場所につきまして
は、弊社の本社となります。

太陽電業株式会社

随時、応募を受付ておりま

エントリーシートの提出は、

す。

令和５年３月上旬まで受け付

実施しておりません。

人とで日時・場所・方法を調

応募されましたら、随時面接

けます。

整させていただきます。

致します。

応募されましたら、弊社と本

弊社は、本社は東京都大田区
蒲田で、福島事業所は福島県
双葉郡大熊町に設置しており
ます。直接面接をご希望であ
れば、このどちらかで実施が
可能です。

和田装備株式会社

（4月・5月）採用試験と内定

随時

随時 1人ずつ 見学＆説明

（～9月）希望者に見学・説明

採用試験として筆記試験と同

コロナの状況によりWEB実施 日開催。 次回５月２７日

応相談

13：00～
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