
2021年度新規学卒者採⽤

会社紹介及び
採⽤情報につきまして

⻄部電気⼯業株式会社

会社説明会用資料となります。

西部電気工業は何をしているどんな会社なのか、また2021年度新卒採用の情報
をご案内しています。

次のページに目次を用意しています。



【目次1】各シート右下にページ番号を振っています
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ページ 内容

4～6 会社紹介・概要

7～9 経営理念・経営方針・行動指針

10 事業展開

11～13 社会貢献活動について

14 健康経営優良法人に認定されました！

15～19 募集事業の紹介（全体）

20～22 技術職のメイン業務について

目次のページ数は各シート右下のページ番号と連動しています。



【目次2】各シート右下にページ番号を振っています
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ページ番号 内容

23～26 技術職各分野の紹介

27～28 技術職及び技術営業職分野の紹介

29～34 西部電気工業の研修制度について

35～44 採用情報（勤務地、採用給、休日休暇、福利厚生制度など）

45～52 応募について（選考ステップ、エントリーシートなど）

53 問合せ先



会社紹介
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業種︓建設業
業界︓通信建設業界

（通信設備を構築する建設業）

• 電柱の建設、光ファイバの敷設・保守
• 携帯電話基地局の建設 など

お客様︓通信事業者
（NTTグループ など）
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西部電気工業は「建設業」をメイン事業として行っています。
ひとくちに「建設業」といっても様々な種類がありますが、その中でも西部電
気工業は「通信建設業」を行う会社です。
「通信建設業」という言葉に聞きなじみが無い方も多いと思います。
私たちは日ごろ電話やインターネットを利用していますが、そこで使われる
「通信」が繋がる仕組みを作っているのが「通信建設業」という仕事です。

今皆さんはこの資料をスマホやパソコンなどでご覧になっていると思います。
「通信」が繋がっていることで、皆さんにこの資料をご覧いただくことが出来
ている、というわけです！

では、メイン事業において私たちのお客様が誰になるかというと、その「通
信」そのものを提供している「通信事業者」様になります。

あまり個人のお客様と取引することがないため（いわゆるBtoB企業）、西部電
気工業という会社自体をご存じない方も多いかと思います。
皆さんの生活を陰ながら、でもしっかりと支えている会社です。



通信はなくてはならないもののため、長く、安定して事業を運営しております。
今年（2020年）7月には創業73年を迎えます。

また、九州すべての各県に事業所を置き、九州をメインビジネスフィールドと
して事業展開しています。



経 営 理 念

西部電気工業グループは、

常に未来を先見し、

卓越する技術力と不断の挑戦により、

豊かな社会づくりに貢献します。

経 営 理 念
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創業以来この経営理念を掲げ、社員一人ひとりがさらに成長していきたいと考
えております。



経 営 方 針

・現場直視による現場力強化

・果敢な挑戦による新たな価値の創造

・一体一心によるグループ総合力発揮

・グループで働く喜びと誇りの実現

・企業力（安全・品質、法令順守、社会貢献）の強化
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行 動 指 針

・お客様からの“ありがとう”が行動の原動力！

・生命線は現場にあり、現場最優先で取り組もう！

・挑戦なくして成長なし、明るく、元気に、まず「やってみよう！」

・「個人」「組織」「グループ」の力を結集し、

一人ひとりが責任を持って取り組もう！

・コンプライアンス憲章に基づき誠実に行動しよう！
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事業展開
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通信建設を行う「情報通信エンジニアリング事業」が西部電気工業の一番大き
な事業となります。

また情報通信インフラを長年支え続けてきた経験と強みを生かし、7つの多彩な
事業を営んでいます。
グループ一体となった総合力と技術力でお客様の信頼にお応えしています。



社会貢献活動

【西部の森きくち 森林整備活動】
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西部電気工業は社会の一員として社会貢献活動にも積極的に力を入れておりま
す。

「西部の森きくち 森林整備活動」春と秋の2回実施。
（熊本県菊池市）
春は植樹、秋は剪定を行い、森を守る活動をしています。



社会貢献活動

【糸島松林再生・保全活動】
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「糸島松林再生・保全活動」春と秋の2回実施。
（福岡県糸島市）
防風林でもある松林が健やかに生育するよう松林及びその周辺の清掃を行って
います。



社会貢献活動

【献血】
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「献血」
年2回程度希望者を対象に実施（本社及び各支社など）しています。



健康経営優良法人に認定！

【健康経営優良法人制度】

経済産業省が推進する、地域の健康課題の解決や健康増進の取り組みを基に、
経済産業省の諮問機関である日本健康会議が特に優良な健康経営を実践してい
る法人を顕彰する制度

「生活習慣病予防に関する取り組み」「メ
ンタルヘルスへの取り組み」「がんへの取
り組み」「禁煙への取り組み」など様々な
健康に対する取り組みを実施し、すべての
社員が活きいきと働くことができる職場づ
くりを行っています。
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「健康経営優良法人2020（大規模法人部門）」に認定されました。

今後も更なる健康経営を推進するため、様々な施策を展開していきます。



募集事業の紹介
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2021年度新卒採用募集事業分野について紹介していきます。



西部

電気工業

情報通信
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採用募集分野
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2021年度採用については7つの事業展開のうち、太陽光を除く6つの分野にて募
集を行います。

・情報通信エンジニアリング事業
・ICTソリューション事業
・ソフトウェア開発事業
・土木・情報インフラ設備事業
・建築設備事業
・環境プラント事業



情報通信
エンジニ
アリング

採用募集分野

ICTソ
リュー
ション

ソフト
ウェア

開発

土木・情
報インフ
ラ設備

建築設備
環境

プラント

【技術職（エンジニア）】

【技術職及び技術営業職】

当年度は事務総合職の採用はありません

※すべて文理不問
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職種で分けると上記の通りです。すべての分野につきまして「文理不問」で応
募いただけます。
当年度は事務総合職の採用は実施しません。



採用募集分野

技術職（エンジニア）

情報通信エンジニアリング 電柱建設、ケーブル接続等、情報通信設備に関する設計・施工管理・保守

土木・情報インフラ設備 通信地下設備、一般土木工事に関する設計・施工管理

建築設備 電気設備、給排水設備工事に関する設計・施工管理

環境プラント ごみ処理施設、水処理施設等、プラント工事に関する設計・施工管理

ソフトウェア開発 基幹系ソフトウェア等の開発

技術職及び技術営業職

ICTソリューション ネットワークシステム等の各種ICTソリューションの提案営業・構築・保守

同一部門として募集（入社後適正を見て配置）

※すべて文理不問
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「ソフトウェア開発」分野と「ICTソリューション分野」においては、エント
リーシートで希望を取りますが採用時は「ICTソリューション」として採用しま
す。
入社後に、適性と本人の希望を確認し配置いたします。



採用募集分野

技術職（エンジニア）

情報通信エンジニアリング 電柱建設、ケーブル接続等、情報通信設備に関する設計・施工管理・保守

土木・情報インフラ設備 通信地下設備、一般土木工事に関する設計・施工管理

建築設備 電気設備、給排水設備工事に関する設計・施工管理

環境プラント ごみ処理施設、水処理施設等、プラント工事に関する設計・施工管理

ソフトウェア開発 基幹系ソフトウェア等の開発

※すべて文理不問
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まずは技術職（エンジニア）についての説明です。



技術職（エンジニア）メイン業務の説明

20

技術職（エンジニア）の事業はそれぞれ内容が異なる事業ですが、メインで
行っている業務は同じものになります。

では、メインで行っている業務は何か。
次ページ以降に説明をしています。



技術職（エンジニア）

施工管理設 計

品質管理 安全管理 工程管理 原価管理

「高品質」な設備を「安全」に「工期内」に完成させる。
そして「利益」を出す。

施工管理
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まず、西部電気工業の技術職（エンジニア）の業務内容の前提からお伝えしま
す。

西部電気工業の技術職（エンジニア）は「設計」と「施工管理」を行います。

「設計」は多くの人が想像する通り、図面を引いていく仕事です。

「施工管理」は４大管理（品質・安全・工程・原価）を行っていく仕事です。

技術職（エンジニア）が行う仕事は「設計」「施工管理」のため、工事そのも
のを直接行っているわけではありません。

それぞれの分野で行っている事業内容は異なりますが、技術職（エンジニア）
のメイン業務は「設計」「施工管理」となります。



施工管理

西部

電気工業

発注業者

地域住民

協力会社

他業者

折 衝

挨 拶

指 示

調 整

コミュニケーション
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「施工管理」について少し詳しくみていきましょう。

「施工管理」は様々な立場で多くの人と関わっていきます。

発注業者（お客様）と交渉をしたり、工事の現場においては他業者とスケ
ジュール調整を行ったり、協力会社（実際の工事を行う業者）に適切な工事の
指示・指導を行ったり、現場近隣の住民の方へ工事に対する理解を得るのも施
工管理の仕事です。

そのため、「施工管理」においてはコミュニケーション能力が特に重要視され
ています。
また、たくさんの人と関わっていくため、そのコミュニケーション能力が培わ
れていく仕事でもあります。



技術職（エンジニア）各分野
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情報通信
エンジニアリング

通信ビル

携帯電話無線基地局

通信インフラ設備の設計・施工管理・保守
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【情報通信エンジニアリング事業】

「通信が繋がるための仕組み」を作っている事業です。

私たちが固定電話を利用したり、ＰＣでインターネットを楽しんだり、スマホ
や携帯でやり取りをするために、様々なところに通信ケーブルが張り巡らされ
ていたり、携帯電話の無線基地局が立っています。

それら通信が繋がるために必要な設備を構築する仕事が情報通信エンジニアリ
ング事業です。



土木・情報インフラ設備

建築設備

通信地下設備・一般土木工事の設計、
施工管理

・電柱地中化 ・地下管路の敷設
・一般土木

建築設備の設計・施工管理・保守

・電気設備
・空調設備
・給排水、衛生設備 等

歓迎分野：土木系統

歓迎分野：電気系統
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【土木・情報インフラ設備事業】
先ほどの【情報通信エンジニアリング事業】の地下（マンホールの中）部分の
通信設備や自転車路側帯などの道路舗装などを行っています。
今話題の電柱（電線）地中化工事を行っているのもこの事業です。

【建築設備事業】
建物の中には絶対に欠かすことの出来ない電気や空調。そういった建物に付帯
する設備の設計や施工管理を行っています。
快適性・利便性の向上を目指し「ビルのスマート化」をご提案させていただき
ます。



環境プラント

プラント建設工事の設計・施工管理・
保守

・ごみ処理施設
・水処理施設 等

ソフトウェア開発

システム開発を通してお客様の
企業活動をサポート

ソフト
ウェア
開発

Androidアプリ
開発

基幹系業務ソ
フトウェア開

発

WEB系ソフト
ウェア開発

システム

保守・運用

基地局NW装
置監視

主な言語
C++ Java JavaScript
VB.net C# 等

歓迎分野：電気・機械系統
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【環境プラント事業】
私たちの生活に欠かせない「水」と発生する「ごみ」に着目し、生活排水や産
業排水など水処理施設やごみ処理施設建設の設計や施工管理を行っています。
施設の機能改善や維持管理を技術で支え、お客様のニーズをカタチにしていき
ます。

【ソフトウェア開発事業】
会社を支える基幹系業務ソフトウェアやスマートフォンやタブレット端末、車
載機器などのミドルウェアやアプリケーションを開発しています。
幅広いソフトウェア開発でお客様のニーズにお応えします。



採用募集分野

技術職及び技術営業職

ICTソリューション ネットワークシステム等の各種ICTソリューションの提案営業・構築・保守

※すべて文理不問
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技術職及び技術営業職についての説明です。



ICTソリューション

ご提案・
打合せ

設計・構築・
導入

運用・

保守

コンサル
ティング

高速道路休憩施設
混雑状況表示板

企業・官公庁・自治体からのお客様要望をＩＣＴ
で解決・サポート

・アカウント営業
・セールスエンジニア
・ICTエンジニア

トータルソリューション

【ICTソリューション事業】
企業や官公庁・自治体などのお客様が抱えている課題をIoT（Internet of 
Things）で解決していきます。
ネットワーク機器の設置からシステムの監視・点検などニーズに合わせた保守
サービスもご提供しております。

ICTソリューションでは
企業との関係構築や課題解決のためのシステム提案をする「アカウント営業」
営業の技術的サポートや導入支援等を行う「セールスエンジニア」
細部の検討や設計書の作成、構築や工事、メンテナンス等を行う「ICTエンジニ
ア」
の3つの職種が存在しており、その3つの職種がタッグを組んで仕事をすること
でお客様に最初から最後まで一貫したサービスを提供することが出来ます。

最近九州の高速道路でよく見るようになった「高速道路休憩施設混雑状況表示
板」の多くは西部電気工業の仕事ですよ！
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研修制度について
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・経営幹部候補研修
・中堅管理職研修
・新任管理職研修

・課長代理研修

・節目研修
・フォロー研修

・新入社員研修
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西部電気工業には大きく分けて2つの研修体系があります。

左側は年齢や役割に応じて実施している研修です。
新入社員研修や入って2年目のフォロー研修や6年目の節目研修を用意しており、
キャリアアップするにつれて課長代理研修や各種管理職研修を実施しています。

右側は年齢や役割に関係なく全世代に対応した研修です。
「技術研修」・・・工事に必要な（最新）技術を身につける研修
「資格取得」・・・業務に関連する資格を取得した場合はその難易度に応じて
奨励金を給付
「通信教育」・・・約100コースを準備しており自己研鑽・スキルアップに寄与
します。修了された場合には受講費用を会社にて負担しています。



新入社員研修
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研修制度の中から「新入社員研修」について少し詳しく説明していきます



新入社員研修 4月2日～4月末 1か月間

【本社にて新入社員研修】
・合宿研修（2泊3日）
・導入研修（ビジネスマナー、安全教育など）
・各部門体験研修（グループごとに各事業部の仕事体験）
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4月1日の入社式後、4月いっぱいの1か月間は採用された分野に関わらず全員で
研修を受けます。

この約1か月の研修では、2泊3日の合宿研修（志賀島休暇村）や新入社員として
の基本的なマナーを学びます。
また、採用された分野以外の事業についても知っていただくため、各分野の仕
事体験を行う研修も組み込んでいます。



新入社員研修 5月1日～

・建築設備
・環境プラント
・ICTソリューション
・ソフトウェア開発

・配属
・OJT開始
・チューター（メンター）制度
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5月以降は採用された分野によって動きが異なります

「建築設備」「環境プラント」「ICTソリューション」「ソフトウェア開発」分
野については、5月から各分野に配属となります。
配属後はOJT（On the Job Training：業務を遂行しながら仕事を覚えていく）
及びチューター制度が始まります。

チューター制度：新入社員1人につき、先輩社員が1人つきます（約2年間）。業
務内容はもちろん、生活に関する相談などチューター（先輩社員）
が対応します（一人ぼっちにしません！）。



新入社員研修 5月1日～

・情報通信
・土木・情報インフラ設備

・5月～9月末 技術基礎訓練
・10月～ 配属

（OJT、チューター制度）

34

5月以降は採用された分野によって動きが異なります

「情報通信」「土木・情報インフラ設備」分野については、5月から各分野に配
属ではなく、西部電気工業独自の技術研修施設において9月までの5か月間「技
術基礎訓練」を受講します。
ここでは実際の工事手順等を学び、今後設計や施工管理を行っていくための知
識を身につけていきます。

10月以降は前ページの分野同様、「OJT」「チューター制度」が始まります。



採⽤情報
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採用職種

技術職（エンジニア）

情報通信エンジニアリング 電柱建設、ケーブル接続等、情報通信設備に関する設計・施工管理・保守

土木・情報インフラ設備 通信地下設備、一般土木工事に関する設計・施工管理

建築設備 電気設備、給排水設備工事に関する設計・施工管理

環境プラント ごみ処理施設、水処理施設等、プラント工事に関する設計・施工管理

ソフトウェア開発 基幹系ソフトウェア等の開発

技術職及び技術営業職

ICTソリューション ネットワークシステム等の各種ICTソリューションの提案営業・構築・保守

希望を取りますが、同一部門として募集します（入社後適正を見て配置）

求人数 22名程度

36

2021年4月採用につきまして全体の採用数は22名程度となっています。



募集対象

・2021年3月に大学院、大学、高等専門学校、専門学校を卒業見込の方
対象学科：全学部、全学科

・大学院、大学を2018年3月以降に卒業された方（職歴の有無は不問）

勤務地

主に九州一円（ICTソリューションのみ、東京・大阪勤務あり）

37

勤務地について、
ICTソリューション分野のみ東京と大阪に事務所を構えていますのでそちらでの
勤務、ということもあります。

それ以外の分野につきましては、九州一円が勤務地です。
（次のページで分野ごとの勤務地を確認出来ます）



勤務地

【最初の配属先】
○情報通信 … 福岡、北九州、鹿児島、長崎、佐賀
○土木情報インフラ設備 … 福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄
○建築設備 … 福岡、熊本
○環境プラント … 福岡
○ソフトウェア … 福岡
○ICTソリューション … 福岡、熊本、東京、大阪

全分野転勤の可能性あり

38

各採用分野のそれぞれの勤務地（事業所のある場所）です。
「最初の」と記載している通り、ずっと同じ場所で勤務し続けるわけではあり
ません。
全分野、転勤の可能性があります。

転勤の頻度は分野や各人の状況によって異なりますが、平均的には5年間隔程度
です。
また1年に1度、現在の状況確認や異動希望の調査をとる「現況報告」を行って
います。



採用給（2019年度実績）

○大学院卒 204,620円 ○大学卒 196,900円
○高専卒 177,900円
※専門学校卒は2年次は高専卒、4年次は大学卒に準ずる
※昇給：年1回、賞与：年2回（7月、12月）

諸手当について（例）

通勤手当 実費支給

時間外手当 残業時間分

退職金手当 入社3年以上（企業年金）

家族手当 配偶者や子ども

都市手当 東京、大阪勤務のみ

月平均
時間外

20.0時間

39

諸手当について
・通勤手当
実際に掛かる費用をお支払いします。
・時間外手当
残業した分の時間外をお支払いします。勤務はパソコンのログと事務所ビルの
入退室ログで管理されており、サービス残業はありません。
・都市手当
東京や大阪での勤務となった場合は、別途都市手当を支給いたします。

月平均時間外について
社員残業時間の平均は約20時間です（2018年度実績）。
「平均」ですので、年度末の工事が立て込んでいる時期はより長い時間の時間
外が発生し、比較的余裕のある時期は時間外が少ないといった波があります。



休日・休暇

○完全週休二日（土・日）、祝日

休日・休暇について

年末年始休暇 12月29日～1月3日

付加休暇 夏季3日（お盆）＋2日

創立記念日 会社創立記念日（7月3日 PM）

その他 ライフプラン休暇、特別休暇

年次有給休暇 年間22日（1時間単位で取得可能）

平均年次有給
休暇取得日数

15.2日

年間休日数

130.5日

○育児休業 ○介護休業 ○勤務時間短縮
○介護休暇 ○看護休暇 ○病気休暇 など

40

2019年度の年間休日数（有給休暇を含まない）は130.5日です。
2019年度は天皇即位等に伴い、祝日が通常より多い年ではありますが、それら
を除いても例年125日以上の休日数となっています。



・育児休業
生後1歳まで。
ただし、保育園に入所できない場合は2歳まで。

・勤務時間短縮
子どもが小学校入学前までの期間、労働時間を1日
につき最高半日まで短縮することができる。

育児に関する制度 介護に関する制度

・介護休業
家族1人につき、通算1年以内であれば3回まで休
業することができる

・介護休暇
要介護状態の家族1人につき年間5日まで、家族2
人につき年間10日まで。

・病気休暇
勤続10年未満は年間90日以内
勤続10年以上は年間120日以内

・看護休暇
病気の家族を看護する場合

2017年度 育休取得数
男性 0名／30名 女性 1名／1名

2018年度 育休取得数
男性 0名／31名 女性 2名／2名
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前ページ以外の休日・休暇以外にも休暇休業制度を整えています。

育児休暇に関しては、女性社員は100％取得、100％復帰（出産、育児を理由で
の退職なし）となっています。
男性社員も2016年度に2名育児休暇取得者が出るなど、積極的な育児休暇取得の
推進を行っています。



福利厚生

○ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

○ 社宅制度

○ 持家資金貸付制度、相互扶助制度

○ 財形貯蓄制度、従業員持ち株制度

○ 福岡ＰａｙＰａｙドーム野球観戦

○ カフェテリアプラン

42

【社宅制度】
自宅（実家）から勤務地までの通勤が困難な方については借り上げの社宅を準
備しています。
入社1年目の場合であれば、社宅の23％が自己負担、残りの77％が会社負担とな
ります。
（例）博多駅付近単身マンション相場 約月60,000円 × 自己負担率23％
＝ 自己負担額13,800円

【カフェテリアプラン】
映画や食事代金がお得になるプランです。



採用実績（高卒を含む）

○ 2016年度 30名

○ 2017年度 20名

○ 2018年度 7名 入社3年

○ 2019年度 15名 合計42名入社

○ 2020年度 19名

3年定着率

95.2％

【参考】 （500～900人の会社）
全国平均新卒（大学卒）入社3年以内の定着率

68.0％
43

2017年度～2019年度に42名入社をし、現在の定着率（3年定着率）が95.2％と
なっています。
西部電気工業と同規模の企業の平均定着率よりも高い水準となっています。



求める人材

○ 行動力があり、意欲をもってチャレンジする人

○ 自分の考えを自分の言葉で話し、
一人称で行動できる人

44

「求める人材」は「西部電気工業で活躍している人材」とも繋がります。

「積極性」や「主体性」を持った方をお待ちしています！



応募について
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2021年新卒 【一般公募】選考スケジュール

応募書類提出

1次選考（ＷＥＢ個別面接・SPI）

2次選考（ＷＥＢ個別面接）

3次選考（最終選考）

合否通知（内々定）
46

まずは全体的な選考スケジュールです。

選考の時期は応募書類提出された方に別途ご連絡致します。



2021年新卒 【一般公募】

【応募書類提出】

≪応募書類≫

・エントリーシート
・成績証明書
※エントリーシートは西部電気工業採用ページからダウンロード（Excel）
※大学都合等により成績証明書の提出が困難な場合は事前にご連絡をお願いします。

エントリーシートアクセス手順
西部電気工業webサイト⇒採用情報⇒募集要項⇒ダウンロード

47

応募書類（エントリーシート）の提出をもって、西部電気工業の選考を受験す
る意思を確認させていただきます。

エントリーシートは採用ページよりダウンロードすることができます。
エントリーシートは手書き・エクセルでの入力どちらでも構いません。

作成の際は記入漏れや写真の貼付漏れに注意してください。



2021年新卒 【一般公募】

【応募書類提出】

≪提出方法≫
西部電気工業(株)人事部宛にメール、または郵送
メール：saiyo@seibu-denki.co.jp
住所：福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目７番１号

※応募者はリクナビ2021で当社にエントリーをお願いします。
（SPI受験のため）

応募締め切り日

毎月第2・第4金曜日
※郵送の場合は必着となります。

48

エントリーシートを上記の住所、またはメールアドレスにお送りください（郵
送の場合は締切日必着とさせていただきます）。

また、リクナビが運営する適性検査SPIを1次選考にて受けていただきますので、
応募される方は必ず「リクナビ2021」から西部電気工業にエントリーください。
（エントリーいただけないと、試験のご案内を送ることができません）



2021年新卒 【一般公募】

【一次選考】

≪ＷＥＢ個別面接≫
・エントリーシート提出後、ご案内致します。

≪適性検査（SPI-U）≫
・受験会場：全国のリクルートテストセンターまたはＷＥＢテスティング

受験案内は応募締め切り受付後、面接の予約画面及び適性検査（SPI-U）の受検案内を
リクナビに送信します。

合否結果はリクナビにてご連絡します。
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エントリーシートを応募された方は全員一次選考を受けていただきます。

応募締め切り後、リクナビを通じて面接及び適性検査の予約案内をお送りいた
します。
案内が到着しましたら速やかにご予約いただきますようお願いします。

合否結果はリクナビより差し上げます。

新型コロナウイルスの影響により選考日程が変更・延期となる可能性がありま
す。



2021年新卒 【一般公募】

【二次選考】
・ＷＥＢ個別面接

≪個別面接≫
・一次選考合格後、ご案内します

合否結果はリクナビにてご連絡します。

50

一次選考を通過された方は二次選考に進んでいただきます。

二次選考は個別面接を実施いたします。

合否結果はリクナビより差し上げます。

新型コロナウイルスの影響により選考日程が変更・延期となる可能性がありま
す。



2021年新卒 【一般公募】

【最終選考】

≪役員個別面接≫
・受験会場：西部電気工業 本社ビル
・提出書類：卒業見込証明書、健康診断書
・その他 ：最終選考のみ、交通費を支給

面接終了後、ケーブル色検査を実施します。

合否結果は合格（内々定）の場合：電話連絡
不合格の場合：リクナビにてご連絡します。
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二次選考を通過された方は最終選考に進んでいただきます。

最終選考時は提出資料として「卒業見込証明書」「健康診断書」を持参してい
ただきます。
※学校都合により発行が困難な場合は困難な旨といつぐらいの時期に提出可能
かを事前にご連絡ください。

ケーブル色検査は試験結果とは関係ありません。
入社後に配慮が必要かどうか確認をさせていただくために実施いたします。

合格の場合、電話連絡 不合格の場合、リクナビを通じてご連絡差し上げます。

新型コロナウイルスの影響により選考日程が変更・延期となる可能性がありま
す。



2021年新卒 【一般公募】

【交通費について】
最終選考のみ、交通費を支給させていただきます。

福岡市内 1,000円

福岡県内（福岡市内を除く）、佐賀県 2,000円

熊本県、大分県、長崎県、山口県 5,000円

宮崎県、鹿児島県 10,000円

沖縄県、近畿地方、関西地方、四国地方 30,000円

それ以外 40,000円
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最終選考に残られた方には、交通費を支給します。
エリアに応じて一律で金額を設定しております。



⻄部電気⼯業株式会社

ご覧いただきありがとうございました。
ご応募をお待ちしています︕

確認したいことや不明な点あれば、下記問合せ先までお待ちしています。
（採⽤ページ内「よくあるご質問」もぜひご確認ください）

【問い合わせ先】
⼈事部 採⽤担当

電話︓092-418-3165
MAIL︓saiyo@seibu-denki.co.jp

※ご連絡の際は「採⽤ページ掲載の会社説明資料を⾒た」とお伝えください。 53


