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会社紹介

まず初めに西部電気工業という会社について知ってください！
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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
• 携帯電話基地局の構築や保守 など

お客さま︓通信事業者
（NTT、KDDI、ソフトバンクなど）

私たち西部電気工業は「通信建設業」という業界に属しています。
「通信建設業」はその名前の通り、通信設備を構築する建設業のことです。

例えば、電柱を建設したり、光ファイバーケーブルを敷設したり、携帯電話の
基地局構築・保守などを行っています。
最近の話題でいうと、超高速モバイルネットワーク「5G」のエリア拡大に伴う
通信設備の建設を行うのも私たちの仕事になります。

通信を建設することが私たちのメイン事業なので、私たちの主なお客さまは
「通信」そのものを提供している通信事業者になります。
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私たち西部電気工業は1947年に設立された創業73年の会社です。
通信というなくてはならないものを作っている会社なので、長く安定して事業
が続いています。

昨年度の当社の売上高、いわゆる完成工事高は489億円、そして約1000人近い
社員が働いています。

本社は福岡市博多区にあり、博多駅から徒歩10分程度のところに所在していま
す。
拠点は東京・大阪にも事業所がございますが、メインは九州となっています。
九州すべての各県に拠点を置いており、九州を地盤に業務を行っています。



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

次に経営理念についてご紹介します。
理念とは根本にある考え方、モットーのことです。
「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」
この理念をもとに私たちは事業を行っています。
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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

また経営方針もこの5つが定められています。

7



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！

行動指針も定められています。
行動指針は社員にとって一番身近なものです。
仕事を進めていく上で方向性に迷ったときはこの指針をもとに行動しています。
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各拠点の
従業員割合

当社で働く従業員を各拠点の割合でグラフ化してみました。

福岡市博多区の本社で働く従業員が37％、次いで本社以外の福岡県内にある拠
点（北九州や久留米など）で働く従業員が26％程度であり、
福岡県内で約6割の従業員が働いています。
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事業展開

西部

電気工業

情報通信

エンジニア

リング 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

太陽光

発電

事業展開についてご覧の通りとなっています。
メイン事業である「情報通信エンジニアリング事業」を中心に全部で7つの事業
を行っています。
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事業展開

西部

電気工業

情報通信

エンジニアリング

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

太陽光

発電

44％

24％

4％

8％4％

2％

1％

共通 13％

こちらは各事業に従事している社員の割合です。
メイン事業である「情報通信エンジニアリング事業」に従事している社員が半
数近くいます。

「共通」は総務部門や人事部門などに所属している社員を指します。

11



社会貢献活動

【西部の森 森林整備活動】

西部電気工業は社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

ご覧いただいているのは、熊本県菊池市で実施している「西部の森 森林整備
活動」の様子です。
年2回、春と秋に実施しており、植樹や草刈りなど森を守る活動を行っています。
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社会貢献活動

【糸島松林再生・保全活動】

こちらは福岡県糸島市で取り組んでいる活動です。

“白砂青松”の松林を再生するために清掃・美化活動を行っています。
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社会貢献活動

【献血】

献血も積極的に協力しています。
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サークル活動

余暇を利用し、サークル活動を楽しんでいます。
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募集事業の紹介

ここからは2022年採用の募集事業を紹介します
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西部

電気工業

情報通信

エンジニアリ
ング

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

太陽光

発電

採用募集分野

7つの事業分野のうち、次の5つの分野で募集を行います。
・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
すべて文理不問。全学部全学科を対象に募集します。
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どんな職種（業務）があるの？

技術職（エンジニア）

技術営業職

西部電気工業には2つの職種があります。
ここからはその2つの職種について説明します。
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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、そして「利益」を出す。

施工管理

まずは技術職（エンジニア）について説明します。
西部電気工業の技術職は主に「設計」と「施工管理」の2つの業務があります。

「設計」はお客さまへ高品質な設備を提供するため、“安全”にも留意した図
面を作成する仕事です。
「施工管理」は「設計」から引き継いだ図面をもとにイラストにある4つの項目
を管理しながら工事を進めていく仕事です。
（品質管理）お客さまに高品質な設備を提供するために品質を管理
（安全管理）工事においては無事故が鉄則。安全に工事が出来るように管理
（工程管理）決められた期間内で工事が進捗していくように工程を管理
（原価管理）工事に必要な費用を管理し、適切な利益を出すように管理



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

施工管理

ご覧の通り、施工管理の業務はたくさんの人との関わります。

・発注業者（お客さまのことです）・・・ 交渉や打ち合わせなどを行います。
・工事現場にいる様々な関係者 ・・・ スケジュールや工程の調整を行いま
す。
・協力会社 ・・・ 当社は実際に工事を行っているわけではなく、実際の工
事は協力会社の方々にお願いしています。その協力会社の方に工事の適切な指
示や指導を行うことも施工管理の重要な仕事です。
・工事現場の周辺にお住まいの方々 ・・・ 工事に対するご理解・ご協力を
お願いしています。

そのため「施工管理」の業務は“コミュニケーション能力”が非常に重要視さ
れます。
しかし、この能力は経験を積むことで高まっていきます。
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技術営業職

お客さまとの対話を通して、
抱えている問題やニーズをつかみ取り、

その問題の解決策（solution）を提供する

次は「技術営業職」の説明です。

「営業職」はよく耳にする言葉ですが、そこに「技術」がつくと初めて聞い
た！という方も多いかと思います。

当社は商品をお売りするわけではなく、私たちの持つ「技術」をお客さまにご
提供しています。

モノではなく「技術」をもってお客さまの課題を解決し、サポートする仕事、
それが「技術営業職」です。

言い換えると、お客さまは私たちの技術で問題を解決できる、私たちは技術を
ご提供することで対価を得る、
そんなWin-Winの関係が構築できるのが技術営業職の仕事なのです。



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

ここからは募集分野についてご説明していきます。

【情報通信エンジニアリング事業】

この事業は西部電気工業の主力事業です。会社の売り上げの約6割をこの事業で
売り上げています。

主に通信インフラ設備の設計や施工管理などを行っています。

イラストでは、「通信が繋がる仕組み」を表しています。
通信ビルから通信ケーブルが地下へ伸び、マンホールを通って電柱に上がり、
各家庭や携帯電話無線基地局に繋がっています。
各家庭に通信が繋がることで、家でインターネットを楽しむことが出来ますし、
無線基地局にも繋がっているので、どこにいても携帯電話などの通信端末を使
うことで出来ます。

この繋がる仕組みを作っているが「情報通信エンジニアリング事業」です。
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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

・電線類地中化 ・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

【土木・情報インフラ設備事業】

この事業は、通信地下設備や一般土木工事の設計、施工管理などを行っていま
す。
たびたびニュースにもなる「電線類地中化」工事を行っているのもこの分野で
す。
電線類地中化は景観が良くなるとともに、災害にも強いインフラを作ることが
出来ることから九州でも多くなってきた案件です。

【建築設備事業】

この事業は、建物には欠かすことのできない、建物に付随した設備の設計や施
工管理などを行っています。
電気設備や空調設備、給排水設備などの構築を行っています。
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ソフトウェア開発

システム開発を通してお客さまの
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

【ソフトウェア開発事業】

企業の会計システムやスマートフォンのアンドロイドアプリ開発などを行って
います。
主な言語はご覧の通りです。
1人が複数の言語を使用するというよりも、1人の社員が1つ（または2つ）の言
語のエキスパートになり、開発案件に合った言語を使用するイメージです。
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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

情報通信技術（ICT）を活かしながら、
お客さまのニーズに合わせ、課題解決をサポート

・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】

ICT：Information and Communication Technology の略称。「情報通信
技術」の意。

長年培ってきた情報通信技術を活かし、お客さまの課題解決をサポートする事
業分野です。

ICTソリューション分野には
・アカウント営業
・セールスエンジニア
・ICTエンジニア
の3つの担当がいます。

この3つの担当がコンサルティング → ご提案、打ち合わせ → 設計・構
築・導入 → 運用・保守 → そして新たな課題のコンサルティン
グ ・・・
のように、お客さまには一気通貫したノンストップのサービス（トータルソ
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リューション）をご提供することができます。

また最近、九州の高速道路でよく見かけるようになった「高速道路休憩施設混雑
状況表示板」ですが、多くは西部電気工業の仕事なんです！
（高速道路休憩施設混雑状況表示板：高速道路の先にあるSAやPAの駐車場の混
雑状況をお知らせするもの。駐車場に監視カメラを設置し、混雑具合を解析して
情報をドライバーへ届けている）
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ICTソリューション

セールスエンジニア
・営業の技術的サポート
・提案及び提案書作成
・導入支援

ICTエンジニア
・お客さまと細部を検討、設計書の作成
・構築・工事（機器の手配、設定、設置
・協力会社（施工会社）への指示
・保守、メンテナンス

まずは配置組織の育成カリキュラム
を通じて基礎力アップ。次年度以降、
適性や本人の希望を確認しながら、
高める分野を選択

アカウント営業
・ターゲット企業との関係構築
・情報収集と課題把握
・課題解決のためのシステム提案

ご覧の通りICTソリューション事業分野では3つの担当が協力しながら業務を
行っています。

この3つの担当について、入社時の配属はまずいずれか担当に配置となり、それ
ぞれの育成カリキュラムにそって基礎力をアップします。
次年度以降は適性や本人の希望を確認しながら、能力がより高める分野を選択
していきます。
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研修制度について

ここからは研修制度についてご紹介します。
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管
理
職

年

齢

年

齢

・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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成
金
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度
あ
り

まずは大まかな研修体系をご説明します。

西部電気工業の研修は2つの大系に分かれています。

まずは画面の左側、年齢や役割に応じて実施する研修です。
下から上に向かって、年齢や役職が上がっていくイメージです。

【入社時】新入社員を対象にした研修を実施
【若手社員】（概ね20代）：入社して2年目のフォロー研修や入社して6年目の
節目研修を実施
【中堅社員】課長代理試験に合格後、研修を実施
【管理職】管理職のレベルに応じた研修を実施

次に画面の右側、全世代に対応した研修です。

【技術研修】日々革新していく情報通信技術に対応するため、随時、技術研修
を実施
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また会社独自の技術訓練施設（技術センタ）での訓練を実施して
います。
【資格取得】業務に必要な資格を取得した場合、会社から奨励金をお渡ししてい
ます。
【通信教育】社員のスキルアップ、キャリアアップのために毎年通信教育の受講
を奨励しています。

約200コースほどを準備しており、無事修了された場合には受講
金額の全額を会社が負担しています。
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新入社員研修

4月1日 入社式

ここからはこの研修制度の中から「新入社員研修」についてご説明します。
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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）

新入社員研修は入社する4月から1カ月間実施します。

この研修は採用された分野に関わらず、新入社員全員で受講します。

２泊３日の合宿研修やビジネスマナーや安全教育など社会人としての基礎を学
ぶ導入研修、また、各部門の体験研修なども実施します。
（各部門体験研修：採用された分野だけではなく、当社の事業分野全体を知る
ために実施する研修。各事業分野の仕事体験をグループごとに実施。）
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新入社員研修 5月1日～

・建築設備
・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

・情報通信エンジニアリング

・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）

５月１日以降は採用された分野によって異なります。

【建築設備事業】【ICTソリューション事業】【ソフトウェア開発事業】

５月１日から各事業部に配属されます。
配属と同時にOJTとチューター制度が始まります。
チューター制度とは新入社員１人につき、チューターと呼ばれる先輩社員が１
人つく制度です（２年間）。
このチューターと呼ばれる先輩社員は業務の基礎や基本的な知識、ビジネスマ
ナーなどを新入社員に指導します。
（OJT：On the Job Training  業務を遂行しながら仕事を覚えていく期間）
また、業務面のみならず、生活面などの相談にもチューターが対応します。

【情報通信エンジニアリング事業】【土木・情報インフラ設備事業】

この２分野は５月～９月までの５カ月間、「技術基礎訓練」に入ります。
「技術基礎訓練」では通信分野における設計や施工管理する必要な施工技術に
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ついて学びます。
この5カ月間で基礎的な知識を学び、10月から正式に配属され、その他の事業分
野と同様にOJTとチューター制度が開始となります。
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採⽤情報

ここからは、採用情報をご案内します。
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採用分野

採用分野

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

ソフトウェア開発 基幹系ソフトウェア等の開発

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

ソフトウェア開発とICTソリューションは希望を取りますが、同一部門として採用します
（入社後適性を見て配置）

求人数 20名程度

2022年新卒採用は5つの分野で約20名を予定しています
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募集対象

・2022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2019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）

募集対象はご覧の通りとなっています。
また既卒の方も大学院、大学卒業後３年以内であれば新卒同様の採用を行って
います。

勤務地は九州一円です。
またICTソリューション分野については、東京と大阪にも事業所がございますの
で、九州一円及び東京、大阪が勤務地となります。
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勤務地

【各分野の事業所所在地】

○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
○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

各事業分野の勤務地です。
事業分野によって、事業所の所在地が異なっています。

全分野、転勤の可能性がございます。
例えば情報通信エンジニアリング事業分野で採用となり、初任地が鹿児島だっ
た場合、ずっと鹿児島というわけではございません。
それぞれの勤務地で経験を積みながら、スキルアップ、キャリアアップをして
もらいます。

転勤の間隔はその時の状況や事業分野によって異なりますが、平均で５年間隔
程度です。

また、年に１回、現在の状況確認や異動希望の調査などを行っています。
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採用給（2021年 予定）

○大学院卒 209,720円 ○大学卒 202,000円
○高専卒 183,000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 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

19.2時間

2021年採用の採用予定給、諸手当はご覧の通りです。
【諸手当】抜粋して説明
・通勤手当：実費支給をしています。

実費支給はかかった分だけ支給する方法です。例えば、熊本から博多まで新
幹線で通勤する場合も６か月分の定期金額の全額を会社からお支払いをしてい
ます。
・時間外手当：残業した時間分、全額お支払いをしています。

社員の勤務はパソコンや事務所の入退室でログ管理されており、サービス残
業をすることはありません（できません）。
・都市手当：東京や大阪で勤務をする場合は、別途都市手当を支給します。

【月平均残業時間】
社員の月平均時間外は19.2時間です（同業種である建築・土木事業分野の全国平
均は42時間程度）。
ただし、これは平均なので年度末などの業務が立て込む時期にはより長い時間
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。
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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

16.2日

年間休日数

125.5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

休日・休暇についてご説明します。

当社は土日・祝日が休日となる完全週休二日制となっています。
この休日の他に、年末年始休暇や付加休暇（夏季休暇のことです）、創立記念
日休暇などがあります。

年間の平均休日数は125.5日、2019年度の平均有給休暇取得日数（社員）は16.2
日となっています。
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・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3年生までの期間、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

2019年度 育休取得数
男性 1名／22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

育児に関する休業制度や介護に関する休業制度も整備しています。

育児休業の取得状況については、ご覧の通りです。
女性社員の育児休業取得率は100％で復帰率も100％となっています（育児を理
由に退職した社員はいません）。
また最近は男性社員の育児休業の取得も増えてきました。

男性も女性も同じように取得できる制度のため、積極的な取得を推進していま
す。
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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

福利厚生制度のご紹介です。

基本的な社会保険制度はもちろん、様々な福利厚生制度があります。

【社宅制度】
自宅から勤務地に通うことが困難な場合、借り上げ社宅を提供しています。
入社１年目であれば、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 月約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割引プランです。
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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

95.1％

【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

68.2％

採用実績は年度によって波があるものの、平均すると約20名前後を毎年採用し
ています。

西部電気工業の入社３年の定着率は「95.1％」となっています。
厚生労働省が公表した、当社と同規模の入社３年定着率が「68.2％」のため、比
較すると高い水準となっています。
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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

「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」をもった方をお待ちしています！
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応募について

次に応募についてご案内します。
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2022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）

通常選考

選考スケジュールはご覧の通りです。

応募書類提出後、３回の選考ステップを経て最終的な合否通知をご連絡します。
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2022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
※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）

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

また、応募書類提出後、初回選考までに「成績証明書」をお送りください。
※学校都合等により入手が困難な場合はその旨お伝えください。

応募書類はエントリーシートとなります。

西部電気工業採用ページよりダウンロード可能です。
http://www.seibu-denki.co.jp/recruit/newgraduate/requirements
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2022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2022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

応募書類の締め切りは毎月第2、第４金曜日としています。
採用計画数に充足次第、終了となります（予定では６月頃まで実施します）。

応募書類はメールまたは郵送にてお受付します。

またご応募にあたっては、リクナビ2022にて西部電気工業にエントリーをお願
いします。
※SPI適性検査を受験するにあたり、リクナビ2022でのエントリーが必要です。
西部電気工業にリクナビ2022でエントリーしていない場合は、受験できない

可能性があります。
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2022年新卒 【一般公募】

【一次選考】

≪ＷＥＢ個別面接≫
・受験期間：エントリーシート提出後ご案内します。

≪適性検査（SPI-U）≫
・受験期間：エントリーシート提出後ご案内します。
・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）の受験案内を
リクナビにお送りします。

合否結果はリクナビにてご連絡します。

一次選考はご覧の通りの内容で実施します。
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2022年新卒 【一般公募】

【二次選考】

≪ＷＥＢ個別面接≫
・受験期間：エントリーシート提出後ご案内します。

受験案内は応募締め切り受付後、面接の予約画面をリクナビにお送りします。

合否結果はリクナビにてご連絡します。

一次選考に合格された方は二次選考に進んでいただきます。
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2022年新卒【一般公募】

【最終選考】

≪役員個別面接≫
・受験期間：二次選考通過後、ご案内します。
・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、ケーブル色識別作業を実施します。

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。

二次選考に合格された方は最終選考に進んでいただきます。

現時点では、最終選考は「対面」での実施を予定しています。
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2022年新卒 【一般公募】

【交通費について】
最終選考のみ、交通費を支給します。

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

エリアによって一律ですが、最終選考のみ交通費を支給します。
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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︕

ご不明な点や確認したい事項がございましたら、西部電気工業 人事部までお
問い合わせください。

【お問い合わせ先】西部電気工業 人事部
電話：092-418-3165
メール：saiyo@seibu-denki.co.jp

それでは皆さまのご応募をお待ちしています！
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