
こんにちは！西部電気工業株式会社です

ここでは会社のこと、仕事のこと、そして2023年新卒採用に関するお話をお伝えします
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まずは私たちが属する業界や会社について知ってください！



電気の会社？

「西部電気工業株式会社」
のイメージって？

「さいぶ」？
「せいぶ」？

工事してる
会社？

私たち「⻄部電気⼯業」のイメージについてアンケートを取ると様々な声があがります

これを読んでいる皆さんも「あまりイメージないなぁ」「電気やっているのかな」と思われる⽅が多
いと思います
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オンライン授業を実施する、スマホで友人と連絡を取る、TikTokやYouTube、Instagram
を見る、他にもいろいろ・・・。
それ、全部「通信」を使っています！



通信建設業とは

通信事業者（NTT、KDDI、ソフトバンクなど）の
サービスをユーザーに提供するための仕事

通信事業者 通信建設業者 ユーザー

新しいサービスの提供
設備の取り替え

ユーザーがサービス・
設備を利用できる

環境を提供

私たちは通信が繋がる仕組みを作る（建設する）ので一般的に「通信建設業者」と呼ば
れています。

通信建設業者は通信事業者とお客様の間に立って、新しいサービスや設備が利用で
きる環境づくりをしています。

例えば、最近よく耳にする「5G（第5世代移動通信システム）エリア拡大」なども業務の
一つとして実施しています（5Gという通信サービスが使えるように環境を整備している）。
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設 計 施工管理 積算・コンサル

工事を直接実施している、というわけではなく、
工事の管理や設計・保守などを行っている企業

電柱に登って通信ケーブルを繋ぐ、自分たちで穴を掘り地下管路を敷設するというわ
けではなく、

そういった建設工事を「設計する」「施工管理（工事管理）する」「積算・コンサルティング
する」という立ち位置で仕事をしています
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2022年で創業75年を迎えました。



主な営業拠点

（2拠点）
拠点数 14

東京や大阪にも営業所を持っていますが、メインはこの九州です。九州をメインフィー
ルドに仕事をしています。
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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

事業分野

西部電気工業は7つの事業分野を展開しています。

一番上にある「情報通信エンジニアリング事業」が主力事業となっており、この分野で
「通信が繋がる仕組み」を作っています。

また、長年培った「情報通信技術」を基礎にその他6つの事業を展開しています。具体
的な事業内容は24ページから説明をします。
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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

事業分野の採用職種についてお伝えします。
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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

技術職（エンジニア）

西部電気工業の技術職（エンジニア）の主な業務は「設計」「施工管理」の2つです。

設計・・・対象物の構造や実施方法などの計画を図面に表すこと

施工管理・・・工事の管理をすること。西部電気工業の施工管理はここに記載している4
つの管理項目を重点的に管理しています。

・品質管理：建設し出来上がったものはお客様にお渡しするため、「高品質」なものを作
る管理が必要です。

・安全管理：工事を行う上で、無事故が絶対条件です。「安全」に工事を行う管理をして
いくことが必要です。

・工程管理：決められた期間内に工事が完了するよう工事の進捗（「工程」）を管理して
いくことが必要です。

・原価管理：適正な「原価（費用）」で工事を実施し、利益を出していく管理をすることが
必要です。



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

施工管理に求められる能力は他にもあります。
多くの人と様々な場面で関わっていくため「コミュニケーション能力」が必要とされます。

例えば、
発注業者（お客さま）と打ち合わせや交渉をしたり、
建設の現場にいる他業者の方とスケジュール調整をしたり、
工事を直接実施する協力会社の方に工事の指示や指導をしたり、
現場の周辺住民の方に工事に対するご理解やご協力を得たり、
こういったたくさんの方と関わりを持っていくのも「施工管理」の仕事でもあるのです。

そのため、様々な世代の方といろんな目線が話すことが出来る「コミュニケーション能
力」が必要とされますし、
やっていく中でどんどん培われていく能力でもあります。
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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

“営業職”という言葉は聞いたことがあると思いますが、私たちの会社ではその言葉に
「技術」がつきます。

モノではなく「技術」を売るから「技術営業職」と呼んでいます。

企業や官公庁などのお客様が抱える課題に対して、私たちが持つ技術力を使った解
決策を提供します。

私たちは解決策を提供し、実際のシステムを構築・運用等していくことで対価をもらい、
お客さまはそれによって課題が解決する、双方にとって良い関係が築ける仕事でもあ
ります。



トータル
ソリューション

またこの仕事は単に「お悩みをお伺いする（コンサルティング）」「解決方法を提案する」
だけではありません。

その後、実際のシステム設計や構築・運用など最初から最後まで一気通貫したサービ
スをご提供することができます。
まさにトータルソリューションでバックアップいたします。
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コロナウイルスを
きっかけにICTを活用した

働き方改革の推進

5G拡大や
新規参入通信事業者
向けサービスの開始

デジタル技術を活用し業務やビジネスを変革していくという
流れが強まる中で、会社の総合力を高め、社会に貢献していく

情報通信技術がさらなる進化・発展を遂げることが期待される中、私たち「通信が繋が
る仕組み」を作り「その通信を使ってより生活を便利・豊かにしていく」企業が
果たす役割もどんどん大きくなっていくと考えらえる！
⇒伸びしろがある業界
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どんな人たちが会社で活躍しているんだろう？



○ 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

○ 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

「行動力があり、意欲をもってチャレンジする人」

一番大事なのは「意欲」と「行動力」です。当社の特徴は幅広い分野で存分に力を発揮
できるところです。

一つの分野に留まらず、学んだ技術や知識を他分野に広げ、意欲的にチャレンジする
人材を求めます。

「自分の考えを自分の言葉で話し、自ら行動できる人」

当社は今、次のステップを目指し、新たな技術、マーケットの開拓を進めています。

その原動力は社員一人一人の能動的な力です。与えられたことをするだけでは会社も
自分自身も進歩が望めません。
目標に向かい自分の頭で考え、提案し、自ら行動できる人材を求めます。
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ある1日のタイムスケジュール

入社4年目 情報通信エンジニアリング分野 A社員

時 間 内 容

8：00 出社

8：30 ラジオ体操、朝礼、メール確認

9：00 外出：現場調査

12：00 昼休み

13：00 社内業務：設計図面作成

16：30 日報作成、終礼

17：00 退社

ケーブル地中化のための電柱や
ケーブルの移設工事などの設計
業務を行っています！

ここからは実際に業務に従事する社員がどんなタイムスケジュールで動いているのか、
ある一日をお伝えします。

まずは入社4年目、主力事業である「情報通信エンジニアリング事業」で働くAさん。

彼女はこの分野で設計を担当しています。
午前中は設計のための現場調査、そして午後はデスクワークで設計を行っていますね。
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ある1日のタイムスケジュール

入社5年目 情報通信エンジニアリング分野 B社員

時 間 内 容

8：00 出社

8：30 ラジオ体操、朝礼、メール確認

9：00 社内業務：資料作成、工事の施工準備

12：00 昼休み

13：00 外出：現場確認、調査

16：30 日報作成、終礼

17：00 退社

電柱の建替や光回線の開通工事
などの施工管理業務を行ってい
ます！

次は入社5年目、Aさんと同じく「情報通信エンジニアリング事業」で働くBさん。

彼は施工管理業務を担当しています。

午前中は社内で工事の資料作成や準備などの段取りを行い、午後は実際に現場に出
て進捗状況の確認や調査を行っているようです。
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ある1日のタイムスケジュール

入社4年目 ICTソリューション分野 C社員

時 間 内 容

8：40 出社

9：00 ラジオ体操、朝礼、メール確認

9：30 部内ミーティング

10：00 社内業務：見積書、契約書作成

12：00 昼休み

13：00 外出：お客様先訪問

16：00 社内業務：議事録、日報作成

17：20 終礼、身の回りの清掃

17：30 退社

提案から施工まで行うSEとして、お
客様企業のセキュリティ対策やLAN
配線工事などを行っています！

そして最後は「ICTソリューション事業」で働く入社4年目のCさん。

彼女はシステムエンジニアですね。

午前中はお客さまにお渡しする資料を作成し、午後お客さま先に出かけて提案などを
行っているようです。
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募集事業の紹介

ここからは2023年採用募集分野について紹介します。
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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

2023年採用を実施する分野は以下の6分野です。

・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
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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

環境プラント 水処理施設、ごみ処理施設等プラント工事関する設計・施工管理

ソフトウェア開発 基幹系ソフトウェア、アプリケーション等の開発

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

エントリーシートに「第一希望」「第二希望」採用分野を記載頂きます。基本的にはその希望内で
の採用となりますが、適性によっては別分野での採用をご相談する場合があります。

求人数 20名程度

採用予定数は全体で約20名を予定しています。

採用各分野の事業概要は記載の通りです。
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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

ここからは採用分野の事業内容について説明します。

「情報通信エンジニアリング事業」
通信が繋がる仕組みを作る、私たちの会社の主力事業です。
会社の売上の約6割程度をこの部門で売り上げています。

イラストにある、通信ビルが伸びる通信線を各家庭や携帯電話無線基地局へと繋ぎ、
様々な場所で「通信」が使える基礎を作っています。
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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」
この事業では通信地下設備や一般土木の設計・施工管理などを行っています。
最近話題の電線類地中化（無電柱化）を行っているのもこの事業分野です。
電線類を地中に埋設することにより、景観をよくするだけでなく、
風水害や地震による災害からの影響を受けづらい強い街をつくることが出来ます

「建築設備事業」

建物の中には欠かすことのできない、電気設備や空調設備などを設計・施工管理する
事業分野です。

ビルや商業施設等様々な建物において、快適に過ごすことが出来るようニーズに合っ
た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

環境プラント

安全・高品質・経済性の高い
プラント建設の設計、施工管理

ごみ処理施設
水処理施設 等

「環境プラント事業」
プラント・・・工場設備一式
ごみ処理施設や水処理施設など、工場系施設の設計・施工管理を行っています。
安全で高品質、そして経済性の高い設備や装置をご提案しています

「ソフトウェア開発事業」
会計・販売・生産管理などの基幹系システムやWEBアプリケーション、組み込み系ソフ
トの開発などを行っています。
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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

企業・官公庁・自治体からのお客様要望を
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ソリューション分野」
ICT・・・Information＆CommunicationTechnologyの略称。情報通信技術のこと。

情報通信技術を利用し、企業や官公庁などお客様のお困りごとを解決していく仕事で
す。

アカウント営業、セールスエンジニア、ICTエンジニアといった様々な担当がこの事業分
野にいるため、

コンサルティングから解決方法のご提案、設計・導入、運用そして保守まで一気通貫し
たサービスをお客さまに提供することが出来ます。

最近九州の高速道路で増えてきた

「高速道路休憩施設混雑状況表示板（道の先にあるサービスエリアやパーキングエリ
アの駐車場の混み具合を事前にお知らせするの」
もほとんどはICTソリューション分野が手掛けたものなんです！
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入社後について、研修を中心にお伝えします



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

中
堅
社
員

若
手
社
員

新
入
社
員

技
術
研
修

（
技
術
セ
ン
タ
、
情
報
通
信
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
協
会
）

資
格
取
得

※

奨
励
金
制
度
あ
り

通
信
教
育

※

助
成
金
制
度
あ
り

西部電気工業の研修体系は2つに大きく分かれます。

画像右半分の「年齢や役割に関係なく実施する全世代向け対象の研修」と
画像左半分の「年齢や役割に応じて実施する研修」です

「年齢や役割に関係なく実施する全世代向け対象の研修」

技術研修：建設の現場では「技術」を利用し、実施していきます。日々革新していく技術
に対応するため、都度技術研修を行っています

資格取得：業務に関連する資格を取得した場合、その難易度に応じて奨励金を支給し
ています
通信教育：全従業員を対象に通信教育の受講を推奨しています。200コースほどあり、
通信教育で勉強して資格取得に臨む社員も少なくありません。

「年齢や役割に応じて実施する研修」
新入社員：次ページ以降で説明します
若手社員：入社して2年目のフォロー研修、6年目の節目研修を実施しています
中堅社員：課長代理になった社員を対象に課長代理研修を実施しています
管理職：管理職のレベルに応じて研修を実施しています

30



新入社員研修

4月1日 入社式

ここからは新入社員研修についてお伝えします

まず、4月1日の入社からスタートです
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新入社員研修 入社～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）

入社して最初の1か月間、4月中は入社した社員全員で受ける「新入社員研修」を実施
します。
この研修は採用された分野に関わらず全員で受けます。

この研修では、
2泊3日の合宿研修や社会人としての基礎を学ぶ導入研修、自分が採用された分野以
外のことも学ぶ各部門体験研修などを実施しています。

新入社員研修では同期との繋がりを深めていくことを重視し実施しています
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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

・情報通信エンジニアリング

・5月～11月末 技術基礎訓練
・12月～ 配属

（OJT、チューター制度）

・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月以降は採用された分野によって動き方が異なります
・建築設備、環境プラント、ICTソリューション、ソフトウェア開発事業分野
5月から配属となり、OJTとチューター制度が開始されます。
OJT（On the Job Traning）…業務を実践しながら必要な知識やスキルを身に付けます
チューター制度：新入社員1人につき、先輩社員（チューター）が1人制度です。現場や
営業に同行していく中（OＪT）で業務を覚えていきます。

またチューターは仕事のことのみならず、生活面においても相談にのるメンターとして
の役割も果たします。

・土木・情報インフラ設備事業分野
5月～9月まで技術基礎訓練を受けます。

今後工事の設計や管理を行っていく上で工法などを知る必要があるため、この期間で
そういった基礎を学びます。
10月から配属となり、OJT、チューター制度が始まります

・情報通信エンジニアリング事業
5月～11月まで技術基礎訓練を受けます（うち9月までは土木情報インフラ設備と合同
で行います）。

今後工事の設計や管理を行っていく上で工法などを知る必要があるため、この期間で
そういった基礎を学びます。
12月から配属となり、OJT、チューター制度が始まります
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社会貢献活動

【西部の森 森林整備活動】

私たちの会社は社会貢献活動にも力を入れている企業です。

西部の森 森林整備活動

熊本県菊池市さまより山をお借りし、春は植樹、秋は草刈りといった森を守る活動をし
ています
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社会貢献活動

【糸島松林再生・保全活動】

糸島松林再生・保全活動

福岡県糸島市の海辺にある防風林を守るため、年に2回（春・秋）、
松林の清掃活動を行っています
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社会貢献活動

【献血】

献血

献血に協力可能な社員については、会社にやってくる献血バスにて献血を実施してい
ます
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サークル活動

その他、サークル活動も盛んです。

サッカーや野球、ゴルフや駅伝など、好きなもの同士が集まりチームを作って余暇で活
動をしています。
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採⽤情報

採用情報について説明します
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募集対象

・2023年3月に大学院、大学、短期大学、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2020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）

2023年の募集対象及び勤務地は記載の通りです
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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
○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

事業分野によってその所在地が異なっています。

また全分野転勤の可能性があります。

初任地でずっと勤務を続けるわけでなく、様々な勤務地で仕事をしながらスキルアップ、
キャリアアップをしていく育成プログラムとなっています。
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採用給（2021年度 実績）

○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

19.1時間

採用給は2021年度実績を記載しています。

その他の諸手当は記載の通りですが、
・通勤手当・・・実費支給します。通勤にかかる定期代金全額をお支払いします

・時間外手当・・・時間外した分すべてをお支払いします。入退館ログやパソコンログの
管理が行われており、時間外した分をしっかりと支払う仕組みが作られています。
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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

14.9日

年間休日数

125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

ライフプラン休暇・・・長期休暇を取るリフレッシュ休暇です
特別休暇・・・結婚したときや不幸があった際に取得する休暇です
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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 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

2020年度 育休取得数
男性 1名／21名 女性 0名／0名

2019年度 育休取得数
男性 1名／22名 女性 1名／1名
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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

社宅制度

自宅から勤務地まで通勤することが困難な場合、会社がマンション・アパートを借りて
社員に貸与する社宅制度があります。

社宅制度を利用した場合の自己負担割合は入社1年目だと23％となります（残りの
77％は会社が負担）。
例えば6万円の物件に住む場合だと、入社1年目で自分で負担する金額は13,800円、
残りの46,200円は会社が支払います。

カフェテリアプラン

複数の福利厚生サービス（プラン）から選択して利用できる仕組み。食事や映画などお
得に楽しむことが出来ます。
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採用実績（高卒を含む）

○ 2017年度 20名

○ 2018年度 7名

○ 2019年度 15名 入社3年

○ 2020年度 19名 合計57名入社

○ 2021年度 23名

3年定着率

92.9％

【参考】 （500～999人の会社） 全国平均
新卒（大学卒）入社3年以内の定着率

71.1％

過去五年の採用実績はご覧の通りです。
2022年度は27名が入社する予定となっています。
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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＝「活躍する人」と捉えてください

こんな気持ち、考えを持った人が活躍している会社です
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応募について

応募方法、選考の流れについて説明します
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2023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（ 終選考）

合否通知（内々定）

通常選考

公募は応募書類を提出し、3回の選考を経て内々定となります
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2023年新卒 【一般公募】選考スケジュール

【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」の送付もお願いします。
※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

http://www.seibu‐denki.co.jp/recruit/newgraduate/requirements
↑ここからExcel形式でダウンロード可能です
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2023年新卒 【一般公募】選考スケジュール

【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2023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

エントリーシートを作成後、郵送またはメールでお送りください

お送りいただいた方から順次選考に関するご案内を差し上げます。
また、リクルートが提供する適性検査SPIを実施することから受験者全員にリクナビでの
当社エントリーをお願いしています

※マイナビのみでエントリーされている方はお手数ですがリクナビにて再エントリーをお
願いします
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2023年新卒 【一般公募】選考スケジュール

【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。

一次選考は「WEB個別面接」と「適性検査SPI」を実施します

エントリーシートが到着した方からご案内を差し上げます
（エントリーシートによる書類選考はございません）

51



2023年新卒 【一般公募】選考スケジュール

【二次選考】

≪ＷＥＢ個別面接≫
・受験期間：一次選考合格後、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送信します。

合否結果はリクナビにてご連絡します。

二次選考は「WEB個別面接」です

一次選考を合格された方に個別に二次選考のご案内を差し上げます
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2023年新卒【一般公募】選考スケジュール

【 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 ： 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。

最終選考は対面での「役員個別面接」です
※実施時期は状況を見ながら判断します

二次選考を合格された方に個別にご案内します
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2023年新卒 【一般公募】

【交通費について】
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

最終選考は対面ですので、エリア一律にて交通費を支給します
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⻄部電気⼯業株式会社

ご清聴ありがとうございました。
ご応募をお待ちしています︕

不明な点や分からないことがあれば下記までお問い合わせください。

【西部電気工業 人事部 採用担当】
電話：092‐418‐3165
メール：saiyo@seibu‐denki.co.jp
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