
■Web⾯接や説明会等を⾏っている企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

№ 企業名 業種 市町村 住所 実施内容 求人 HP 備考

1 株式会社ピーエイ 情報通信業 仙台市 ⻘葉区⼀番町3-7-23
明治安田生命仙台一番町ビル 8F

企業説明会
面接 一般 http://www.pa-co-ltd.co.jp

Zoom（事前ダウンロード必要）
WEB⾯接︓書類選考通過者に⽇程、URL等を案内。
企業説明︓⾯接を各⾃⾏わさせて頂きます。

2 株式会社ワイヤードビーンズ 情報通信業 仙台市 ⻘葉区五橋1-5-3
アーバンネット五橋ビル６Ｆ

企業説明会 一般 https://www.wiredbeans.co.jphttps://whereby.com/wb-recruit

3 三洋テクニックス株式会社 サービス業 仙台市 宮城野区苦竹3丁目1-40 企業説明会
一般
新卒

https://sanyo-tec.co.jp 事前に資料をメールの上、スカイプによる通話。または、Zoom等を利⽤

4 株式会社テスプロ 情報通信業 仙台市 ⻘葉区⼀番町3-3-16
オー・エックス芭蕉の辻ﾋﾞﾙ4F

企業説明会
面接 一般 http://www.tespro.co.jp 書類選考通過者に日程等を案内。

ハングアウト又はSkype（事前アカウントの取得必要）

5 株式会社アビリブ 情報通信業 仙台市 ⻘葉区⼀番町2-5-22
GC⻘葉通りプラザ9F

面接
一般
新卒

http://www.ab-net.co.jp
会社説明︓今のところ実施なしだが、Web会議を通しての説明会の実施の可能性あ
り。
⾯接︓Skype（IDをお伺いします）

6 アサヒサンクリーン株式会社東北⽀店 医療・福祉 仙台市 ⻘葉区落合4-2-22 企業説明会
面接 一般 http://www.asahi-sun-clean.co.jp人事課採用担当あてにお申込ください。電話・メールどちらでも結構です。Zoom（事前

ダウンロード必要）

7 株式会社シムネット 情報通信業 仙台市 宮城野区榴岡3-4-1
アゼリアヒルズ7F

企業説明会
面接 一般 https://www.simnet.co.jp

Web⾯接⽤のURLを書類通過者に連絡。基本ブラウザのみで利⽤可能なツールを利
用。カメラとマイクの準備をお願いいたします。ネットワークが不調の場合は、電話での⾯接
に切り替えさせていただきます。最終⾯接は来社にて。
マスク着用必須（ない場合応相談）

8 Triplet R&D株式会社 情報通信業 仙台市 ⻘葉区落合5-1-10-702 企業説明会
面接

一般
新卒

http://triplet-rd.net wherebyにて対応。

9 株式会社ニア 情報通信業 仙台市 ⻘葉区五橋1丁⽬7番15号
ピースビル五橋6F

面接 一般 https://www.near-sendai.com 求職者の通信環境に合わせられます。

10 一般社団法人りぷらす 医療・福祉 石巻市 相野谷字今泉前29-3 企業説明会
面接 一般 http://replus.mystrikingly.com/#homeZoom（事前ダウンロード必要）

11 株式会社高山 情報通信業 塩竈市 尾島町10番18号 面接
一般
新卒

https://www.tkym.co.jp 書類選考通過者に日程、URL等を案内
Zoom（事前ダウンロード必要）

12 株式会社⼋葉⽔産 製造業 気仙沼市 赤岩港29番地1 企業説明会
面接

一般
新卒

https://www.hachiyousuisan.jpGoogleのアカウントが必要→指定アドレスにメールをいただきこちらからその方のアドレスに
招待

13 株式会社阿部⻑商店 製造業 気仙沼市 内の脇2丁目133番地3 企業説明会
面接

一般
新卒

http://www.abecho.co.jp Zoom、Skype
書類選考通過者に日程、URL等を案内

14 株式会社菅原工業 建設業 気仙沼市 赤岩迎前田132 企業説明会
面接

一般
新卒

http://sugawarakogyo.co.jp Zoom（事前ダウンロード必要）

15 株式会社ヤヨイサンフーズ 製造業 気仙沼市 赤岩港168 面接
一般
新卒

http://www.yayoi-sunfoods.co.jpZoom（スマートフォンの場合はアプリのインストールが必要）

16 株式会社ミヤギタノイ 製造業 七ヶ宿町 萩先15-1 企業説明会
面接 新卒 http://www.tanoi-mfg.co.jp Zoom

17 プラスエンジニアリング株式会社 製造業 村田町 ⼤字村⽥字⻄ヶ丘21 企業説明会
面接

一般
新卒

https://www.pluseng.co.jp LINE、Zoom、Skype 等

※4月28日現在

http://www.pa-co-ltd.co.jp
https://www.wiredbeans.co.jp
https://whereby.com/wb-recruit
https://sanyo-tec.co.jp
http://www.tespro.co.jp
http://www.ab-net.co.jp
http://www.asahi-sun-clean.co.jp
https://www.simnet.co.jp
http://triplet-rd.net
https://www.near-sendai.com
http://replus.mystrikingly.com/#home
https://www.tkym.co.jp
https://www.hachiyousuisan.jp
http://www.abecho.co.jp
http://sugawarakogyo.co.jp
http://www.yayoi-sunfoods.co.jp
http://www.tanoi-mfg.co.jp
https://www.pluseng.co.jp


18 キョーユー株式会社 製造業 美⾥町 関根字新苗代江149番地の1 企業説明会
面接

一般
新卒

http://www.kyoyu.jp/index.phpSkype

19 株式会社及川商店 製造業 南三陸町 志津川字大森町201-2 企業説明会
面接 一般 http://www.maruara.jp Skype

20 株式会社マックス設計 サービス業 山元町 浅生原字作田山2-102 面接 新卒 http://max-ae.co.jp/ Zoom

21 株式会社ホクエツ 製造業 仙台市 ⻘葉区五橋１丁⽬５－３
アーバンネット五橋ビル７階

企業説明会
一般
新卒 http://www.hsnet.jp/ 説明会であればWEB対応可能。⾯接は関東にある⽀店で代理⾯接を実施予定。

22 株式会社東北テクノアーチ 技術サービス業 仙台市
⻘葉区荒巻字⻘葉6-6-10

東北⼤学未来科学技術共同研究
センター2F

面接
一般
新卒

https://www.t-technoarch.co.jp/

1次選考（書類選考）通過者にWEB⾯接参加意向確認、PC環境確認を⾏い、対
応可能であれば日程調整。（マイク、スピーカー、　カメラ機能有りのPC）
　※Cisco Webex使用
　※PC環境が無い場合は、ノートPCの貸与等を検討します。

23 株式会社FITS 情報通信業 仙台市 ⻘葉区⼀番町1-1-31
山口ビル4F

企業説明会
面接

一般
新卒 https://www.fits-inc.jp/ 会社説明︓希望者がいれば個別に開催

⾯接︓書類選考通過者に対して

24 シグマトロン株式会社 情報通信業 仙台市 若林区新寺1-4-5
NORTHPIAビル

企業説明会
面接

一般
新卒

https://sigmatron.co.jp/ 4⽉後半〜実施予定。使⽤ツール確認中。

25 株式会社HEXEL works 建設業 仙台市 ⻘葉区本町１丁⽬１３-２２
仙台松村ビル 6F

企業説明会
面接

一般
新卒

https://www.hexel.co.jp/ オンライン会社説明会はほぼ毎日実施中。基本的にSkypeを使用。

26 エリクソン・ジャパン株式会社　 情報通信業 仙台市 宮城野区榴岡4-2-3
仙台MTビル17階

面接 新卒
https://www.ericsson.com/ja/about
-us/company-facts/ericsson-
worldwide/japan

Skypeを使用して面接を実施。

27 ジーエフシー株式会社 卸売業・小売業 仙台市 宮城野区福田町南1-2-15 面接 新卒 https://www.gfc-c.co.jp/ Zoomを使用。書類選考通過者に対して実施。説明会はリクナビで動画が視聴可能。

28 トランス・コスモス株式会社 情報通信業 仙台市 宮城野区名掛丁２０５-１ 面接 新卒 http://www.trans-cosmos.co.jp/WEB⾯接可能。基本の流れは⾃社HPからエントリーして、FaceHub（フェイスハブ）を
利⽤して⾯接を実施。

29 ジャパニアス株式会社　仙台営業所 サービス業 仙台市 ⻘葉区中央1-2-3
仙台マークワン19階

面接 中途 https://jna.co.jp Skypeを使用。

30 株式会社ＡＤＤＩＸ　Ｃ＆Ｓ 情報通信業 仙台市 ⻘葉区中央4丁⽬7番17号
ベルザ仙台404

面接 中途 http://addixcs.co.jp/ 主にSkypeを使用、応募者に合わせることはできる。最終面接は現地で対面で面接を
⾏う予定。

31 株式会社ウチダ 製造業 岩沼市 下野郷字中野馬場1-1 面接
一般
新卒 http://uchida-sendai.co.jp Zoomを使用。

32 株式会社メディアステーション 情報通信業 仙台市 ⻘葉区中央1-3-1 面接
一般
新卒 http://m-station.co.jp/ 一次、二次面接をZoomで実施。最終面接の実施方法は検討中。

33 ベルウッド・システムワークス株式会社 情報通信業 仙台市 ⻘葉区本町1－1－8
第一オフィスビル8F

面接 一般 https://www.bellwood-sw.jp/応募者の希望するオンラインシステムにて対応。

34 社会福祉法人ライフの学校 医療・福祉 仙台市 若林区上飯⽥字天神１番１ 面接
一般
新卒

http://www.haginokaze.com/Zoomを使用。

35 YKKAP株式会社東北製造所 製造業 大崎市 三本木字吉田1 面接
一般
新卒

https://www.ykkap.co.jp/ Zoom・Meet・Skypeを使用。
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