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事業所名 イベント名 日時 場所 問合せ・申込先
企業説明会（または事業所）の
サイトURL

1
有限会社玉造皆美（玉造
温泉ホテル佳翠苑皆美）

佳翠苑皆美会社見学 毎週月曜日～土曜日10：30～11：45
佳翠苑皆美
〒699-0201松江市玉湯町玉造1218-8

皆美グループ本部採用担当者
TEL：0852-62-0577
MAIL：keiri@minami-g.co.jp、iri@minami-
g.co.jp
マイナビURL：
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp225
324/outline.html
上記連絡先へご希望の日時を連絡して頂く
か、マイナビよりご予約を受け付けています。

https://www.minami-g.co.jp/

2 有限会社森脇モータース 森脇モータース 企業説明会
平日（月から金）9時～18時ご希望の
日時で

有限会社森脇モータース
島根県松江市東本町5丁目18番地

電話０８５２－２１－３９９１
メールmoriwaki_motors@nifty.com

https://moriwaki-motors.co.jp

3 株式会社ユニコン 株式会社ユニコン 企業説明会
３月７日9:30～11:30、3月13日9:30～
11:30、13:30～15:30、3月21日9:30～
11:30、13:30～15:30

株式会社ユニコン本社
松江市東朝日町29

管理部 和泉 ℡0852-24-1617
https://www.web-
unicon.co.jp/recruit/

4 株式会社原商 株式会社原商 会社説明会 ０８５２－６６－１１１３（担当：大前）

詳細はマイナビ2021より、エン
トリー・参加申込みお願い致し
ます。
https://job.mynavi.jp/21/pc/co
rpinfo/displaySeminar/index/?
optNo=7wgjdC&corpId=89576

5 株式会社マツケイ 2021企業説明会
令和2年3月19日（木）、4月10日（金）、
5月11日（月）、6月5日（金）

本社会議室
（松江市乃木福富町735-211）

0852-32-1616、recruit@matsukei.co.jp
http://www.matsukei.co.jp/info
/128.html

6 株式会社ペンタスネット
株式会社ペンタスネット　会社
見学

随時（まずはご連絡ください。個別に
調整させていただきます。）

本社　松江市北陵町43番地
0852-20-7200　または　recruit@pentas-
net.co.jp　採用担当まで

https://www.pentas-
net.co.jp/recruit_03.html

7 松江山本金属株式会社 松江山本金属㈱　会社説明会
3/4（水）、3/11（水）、3/14（土）
3/27（金）、4/8（水）
いずれの回も13時から15時まで

松江山本金属㈱本社
松江市北陵町30番地

管理部　桐田・奥村
0852-27-1800
kirita@yama-kin.co.jp

https://job.mynavi.jp/21/pc/co
rpinfo/displaySeminar/index?o
ptNo=JJxO
tC&corpId=230902

8
株式会社スズキ自販島
根

(株)スズキ自販島根　営業職
会社説明会

2020年3月16日(月)14：00～16：00
2020年3月30日(月)14：00～16：00
2020年4月4日(土)9：30～11：30
2020年4月11日(土)14：00～16：00
2020年4月18日(土)9：30～11：30
2020年5月9日(土)14：00～16：00
2020年5月23日(土)9：30～11：30

くにびきメッセ4階会議室
電話0852-21-5111
メール　aisikawa@j-shimane.sdr.suzuki
担当者　石川斐野（いしかわあやの）

https://www.suzuki.co.jp/deale
r/sj-shimane/recruit/

9 カナツ技建工業株式会社
カナツ技建工業株式会社　会
社説明会

3月19日（木）13：30～15：30
4月10日（金）13：30～15：30

カナツ技建工業本社
（松江市春日町636番地）

ＨＰまたはマイナビ2021より申込ください。
　（担当：総務部　加藤）

https://www.kanatsu.co.jp/recr
uit/

10 松江土建株式会社 会社説明会・インターンシップ
3月18日～19日
4月6日～7日

松江土建本社
松江市学園南2丁目3番5号

問い合わせ先メール
t.suto@matsue-doken.com

松江土建リクルートサイト
https://www.matsue-
doken.co.jp/recruit/index.html

11
松江第一精工株式会社
（マツエダイイチセイコウ）

企業説明&工場見学会
随時開催
※希望者と日時を相談のうえ決定。
※説明と見学で計2時間程度。

松江第一精工株式会社
（島根県松江市北陵町12番地）
（ソフトビジネスパーク島根内）

電話　0852-60-5710
メール　saiyo@daiichi-seiko.co.jp

https://www.daiichi-
seiko.co.jp/

12
株式会社テクノプロジェク
ト

テクノプロジェクト会社説明会

4月2日（木）9:30～12:00（9:00受付開
始）
4月7日（火）13:30～16:00（13:00受付
開始）

株式会社テクノプロジェクト　コナンテク
ノポート
（松江市玉湯町布志名767番地63）

【お問い合わせ】
株式会社テクノプロジェクト　人材開発セン
ター　採用担当
電話　：0852-78-0358
メール：recruit@tpj.co.jp
【お申し込み】
リクナビ2021
（https://job.rikunabi.com/2021/company/r4
54700021/）
マイナビ2021
（https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp80
904/outline.html）
より、エントリー、お申し込みをお願いいたし
ます。

【説明会】
リクナビ2021
（https://job.rikunabi.com/2021
/company/r454700021/）
マイナビ2021
（https://job.mynavi.jp/21/pc/s
earch/corp80904/outline.html）

【事業所】
（http://www.tpj.co.jp/）

13
Honda Cars島根東
（株式会社　ホンダクリオ
島根）

2020年　Honda Cars島根東
会社説明会

2020年4月12日（日）
2020年5月10日（日）
※上記日程で都合が合わない場合は
個別に対応させて頂きますので、お気
軽に採用担当者までご連絡下さい。

Honda Cars島根東　本社
（島根県松江市西津田　4-2-8）

採用担当：総務部長　細田　和宏（ほそだ　か
ずひろ）
電話　：0852-23-1515
E-mail：hosoda.csn00@honda-auto.ne.jp

https://www.hondacars-
shimanehigashi.co.jp/

14
株式会社キグチテクニク
ス

会社説明会
3月20日（金）、3月27日（金）、4月10日
（金）、4月17日（金）、4月24日（金）

キグチテクニクス本社
（島根県安来市恵乃島町114-15）

TEL　 ：0854-22-2619
E-mail：recruit@kiguchitech.co.jp

http://www.kiguchitech.co.jp/

15
株式会社日立メタルプレ
シジョン

株式会社日立メタルプレシジョ
ン
工場見学会　兼　会社説明会

3/16以降　随時
株式会社日立メタルプレシジョン　安来
事業所

電話番号 ：0854-23-1122
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：masaya.nishi.by@hitachi-
metals.com

https://www.hmp-
ltd.co.jp/recuit/news200301k.h
tml

16 株式会社　豊洋 (株)豊洋　企業説明会
3月21日(土)　14：00～　1時間程度
3月27日(金)　14：00～　1時間程度

（株）豊洋　本社
（松江市西川津町2108-3）

マイナビページ、または電話、メールにて
電話：0852-28-1111
メール：roigawa@hoyo-ltd.jp

マイナビページ
https://job.mynavi.jp/21/pc/se
arch/corp225434/outline.html

17 浅利観光株式会社

浅利観光株式会社
【松江アーバンホテルグルー
プ】
カンパニーツアー

3月28日（土）13：00～14：00
4月11日（土）11：00～12：00
4月25日（土）13：00～14：00
上記以外の日をご希望される方は個
別に対応させていただきます。

松江ニューアーバンホテル
（松江市西茶町40-1）

【お問い合わせ】
採用担当：飯塚、植田
☎0852-23-0003
✉s-iitsuka@matsue-urban.co.jp
【お申込み】
マイナビ2021
https://job.mynavi.jp/21/pc/corp222592/se
m.htmlよりお申込み、または上記担当者まで
ご連絡ください。

【松江ニューアーバンホテル
HP】
http://new.matsue-
urban.co.jp/recruitment
【マイナビ2021】
https://job.mynavi.jp/21/pc/se
arch/corp222592/outline.html

18
社会福祉法人島根県社
会福祉事業団

社会福祉法人島根県社会福
祉事業団　法人説明会

3月25日（水）午前10時30分～12時
いわみーる　会議室
（浜田市野原町1826-1）

電話　0852-32-5966
メール　jimukyoku@ssw.or.jp
マイナビ２０２１からの予約も可能です。

https://www.ssw.or.jp/recruit/
news/1389/1876

19
株式会社日立金属安来
製作所

株式会社日立金属安来製作
所　会社見学説明会

4月16日（木）9：50～12：00　※予定
5月19日（火）9：50～12：00　※予定

日立金属（株）安来工場内
（安来市飯島町1240-2）

総務部　担当　井上 菜瑠美
Tel ： 0854-23-1716
Mail ： narumi.inoue.tz@hitachi-metals.com

https://www.hitachi-metals-
yasugi-seisakusyo.co.jp/

各社個別の「企業説明会」一覧（順不同）

・３月１９日（木）10:00～12:00　会場：鳥取県立生涯学習センター小研修室
・３月２６日（木）14:00～16:00　会場：くにびきメッセ403会議室
・４月３日（金）10:00～12:00　会場：石央文化ホール302会議室
・４月９日（木）14:00～16:00　会場：松江テルサ研修室2

※各事業所から情報提供いただいた内容です。すべての事業所の説明会を網羅したものではありません。
※各説明会の詳細につきましては、各事業所へお問い合わせください。
※今後の感染状況により、こちらに掲載した内容が変更となる可能性がありますので、説明会に参加される前に各事業所にご確認ください。
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20 協同組合島根県鐵工会
協同組合島根県鐵工会
企業説明会

３月２７日（金）、４月３、１０、１７、２４
日（金）
いずれの日も13時半から15時半まで

鐵工会　本部
（松江市西津田）

電話　0852-24-2156
メール　ikeda@tekkokai.or.jp

事業所URL
https://tekkokai.jp

21
ハウジング・スタッフ株式
会社 クレバリーホーム松
江店

ハウジング・スタッフ株式会社
企業説明会

随時
クレバリーホーム松江店
（松江市東津田町453-2）

電話　0852-67-3857
メール　c-ozasa@housing-staff.co.jp

https://housing-staff.jp/


