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Meets Company（ミーツカンパニー）の評判や特徴は？｜新卒エージェント

 2021-04-25  エージェント解説  評判 , エージェント , Meets Company

この記事の注目コンテンツ

目次 開く

Meets Company（ミーツカンパニー）の評判や特徴を解説します

また、ミーツカンパニーと他の類似エージェントを⽐較した、評判や特徴の違いなどもご紹介。

このエージェントが少しでも気になる、という⽅はぜひこの記事を参考にしてみてください。

ミーツカンパニーの総評

ミーツカンパニーの評判と特徴 

Meets Company（ミーツカンパニー）は、現在ソーシャルメディアで話題沸騰中の無料で参加できるDYMの新卒マッチングイベント1

参加者の95.8％が内定を獲得！96％が満⾜と回答！2

ミーツカンパニーの規模は新卒の就活イベントで国内最⼤級であり、2000社を超える優良企業やトップベンチャー企業がこのイベントを利⽤し採⽤活動を⾏っている3

イベントは⼀年を通して全国で開催され、開催数は年間650回以上となっており、これまで62,000名以上の新卒⽣を内定に導いてきた実績4

もし内定が貰えなかったとしても、イベント後の就職サポート体制もしっかりしているので安⼼してイベントに参加できる5

ミーツカンパニーの評判

ミーツカンパニーの特徴

ミーツカンパニーと他のエージェントを⽐較｜評判や特徴の違いは？







● No.１新卒エージェント「就職Shop」の評判と特徴の解説はこちらから

Meets Companyよりもおすすめ！

⼈材業界にたずさわっている当サイト運営者の私が、新卒向けのエージェントであるMeets Company（ミーツカンパニー）の評判や特徴を解説していきま

す。
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求⼈数、サポート対象者、求⼈の質、得意な職種、提案⼒、サポート体制、サポート地域、料⾦をもとにMeets Company（ミーツカンパニー）の総評をみなさんに分かりやす

く解説していきたいと思います。

Meets Company（ミーツカンパニー）の総評

 （4.5点/5.0点）

ミーツカンパニーは始まってからまだ⽇の浅いサービスとなっています。

しかし、このエージェントの運営会社である株式会社DYNは2003年に設⽴されて以来ずっと⼈材紹介業界に携わっており、新卒紹介事業や研修事業で⼤きな成果を上げている会

社です。

そのノウハウを⽣かして⽴ち上げたサービスが、このミーツカンパニーです。

特に新卒⼈材を欲しがっている企業に対して常に価値を提供し続けており、これまで62,000⼈以上の新卒就活⽣を内定へと導いてきました。

その結果として新卒紹介実績は業界１位となっています。

イベント後の就職サポートも充実しており、丁寧に⼀対⼀のサポートを⼼がけていることも好印象です。

項目別の評価／数値と解説

さっそくですが、Meets Company（ミーツカンパニー）はどのような評判のエージェントなのでしょうか？

全国

※採⽤エリアによって

イベント開催⽇が異なります。

10代、20代

新卒

⼤卒、院卒、短⼤卒、

⾼専卒、専門卒

○

無料

 エリア

 対象年齢

 対象者

 学歴・経歴

 オンライン⾯談

 料⾦

MeetsCompany MeetsCompanyを解説

• 参加費無料の国内最⼤級就活イベント

• 2,500社以上の上場企業や優良ベンチャーと出会える

• 就活⽣の4⼈に1⼈が利⽤中

• 年間を通して開催している新卒イベントなので後期の就活でも間に合う

Meets Companyについてさらにくわしく。『評価』『特徴』『実際の就活イベントの様⼦』
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項目 評価／数値 解説

求⼈数 2,000件以上 就職系のイベントの中では最⼤級の求⼈数（イベント参加企業数）となっている。

イベント参加企業数
業界⼤⼿からトップベンチャー企業まで

１⽇８社限定でこのイベントに参加

少ないように感じられるかもしれないが、その後の就職サポートでイベントに参加していなかった企業の紹介を受けることも可能となってい

る。

サポート対象者 19卒の新卒の⽅

内定をすでに確保している⼈でも、まだ内定が出ていない⼈でも参加可能となっている。

内定を持っていても参加できるという点はとてもポイントが⾼く、「いま内定が出ている企業では満⾜できない」という新卒独特のニーズ

にも応えている。

求⼈の質 
サイバーエージェント・KLab・opt・ビットアイル・エクセリ・⽇産センチュリー証券・ ジョルダン・TKP・⽇本経営・レバレジーズ等の

ような有名企業がミーツカンパニーの就職イベントを通して採⽤活動を⾏っている。

イベント内容 
企業のPRタイムが１社につき５分（×８社）ずつ、座談会が１社につき15分（×８社）ずつ設けられている。

履歴書１枚で優良企業８社のトップ層や⼈事権を持った担当者との座談会形式での選考を受けられる。

特別選考枠でのオファーを受けることもあり、⼤幅なショートカットで採⽤選考が進むこともある。

イベント後のサポート体制 

イベント後は、ミーツカンパニーのキャリアアドバイザーがひとりひとりに付いて就職サポートを⾏っている。

キャリアアドバイスだけでなく、履歴書やエントリーシートなどの応募書類の添削、⾯接やグループディスカッション対策などを⾏ってくれ

る。

また、イベントで不⾜していた企業情報の捕捉や内部情報を教えてくれたり、あなたの魅⼒付けを企業に対して⾏ってくれるので内定を得ら

れる確⽴が⼤幅にアップ。

サポート地域

関東

関⻄

中部

九州

中国

東北

北海道

東京では毎週⽉〜⾦まで毎⽇イベントを開催している。

その他の地域に関しては開催⽇程はばらばらだが、どの地域においてもほぼ毎週イベントを開催している。

料⾦ 無料
サポートはすべて無料。

職業安定法によって「求職者からは⼿数料を徴収してはならない」とも定められており、安⼼して利⽤することが可能。

※こちらの評価はジョブハンティング.comが独⾃に調査をしたデータをもとに客観的に評価をしたものです。また、他の類似エージェントと⽐べたときの相対的な評価となっています。

ミーツカンパニーとは

Meets Company（ミーツカンパニー）とは、株式会社DYMが運営する現在ソーシャルメディアで話題沸騰中の19卒新卒紹介実績No１の当⽇内定イベントです。

優良企業が⼀⽇８社限定で参加する就職マッチングイベントで、その規模は業界最⼤級！

イベントは参加費無料で、全国各地で平⽇毎⽇開催されており、各地⽅の学⽣や企業のニーズに応えています。

2019年4⽉にはあの有名なオリコンランキングの「新卒エージェント満⾜度ランキング 総合１位」に選ばれています。

開催数は年間で650回以上もあり、2000社を超える優良企業やトップベンチャー企業がこのイベントを利⽤し採⽤活動を⾏っています。

このイベントには企業の⼈事で決定権を持った⼈や社⻑のみが参加するため、学⽣はその場で内定を貰えたり、内定の⼀歩⼿前まで選考を進められることもあります。

また、座談会もあるので、その企業の素の部分が⾒れたり、本⾳で話を聞けるので学⽣は⾃分にあっている企業なのかを判断できる就職イベントになります。

もし、イベント当⽇に内定が貰えなかったとしても、イベント後の就職サポート体制もしっかりしていて安⼼というのもおすすめできるポイントです。

まだ内定が無い⽅、いま内定が出ている企業では満⾜できない⽅、企業のトップ層と会って⽣の声を直接聞いてみたい⽅は、積極的にこの19卒の新卒イベントに参加しましょ

う。

ミーツカンパニーの特徴
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ミーツカンパニーの特徴：強み

ミーツカンパニーの強みは次の６点になります。

1 2 3 4 5 6

１. 業界⼤⼿からトップベンチャー企業も多数このイベントに参加

サイバーエージェント・KLab・opt・ビットアイル・エクセリ・⽇産センチュリー証券・ ジョルダン・TKP・⽇本経営・レバレジーズ等のような有名企業がこの就職イベントに多数参加しています。

また、当⽇イベントに参加していない企業に関しても、その後の個別⾯談などで紹介を受けることができます。

ミーツカンパニーの特徴：弱み

ミーツカンパニーの弱みは次の２点になります。

1 2

１．⼀回のイベントで出会える企業が８社に限られてしまう

ミーツカンパニーの就職イベントに参加する企業の数は⼀回につき８社となっていて、もっと多くの企業に出会いたいと考えている⽅には物⾜りないイベントかもしれません。

このデメリットに関しては、複数回イベントに参加することで解消することも可能ですが、その分だけ時間と労⼒を割かなければなりません。

イベント後の就職サポートでは参加していなかった企業の紹介を受けることも可能となっているので、ミーツカンパニーに参加している企業で気になるところがある場合は、就職相談のときにキャリアカ

ンセラーに質問してみましょう。

ミーツカンパニーの特徴：強み

業界⼤⼿からトップベンチャー企業も多数このイベントに参加1

当⽇内定、内定の⼀歩⼿前まで選考が進む2

新卒就活イベント業界で最⼤級の規模3

イベント後の就職サポート体制もバツグン4

ミーツカンパニーだからこその特別求⼈5

全国各地で平⽇毎⽇開催されている6

詳しい解説■

ミーツカンパニーの特徴：弱み

⼀回のイベントで出会える企業が８社に限られてしまう1

地⽅でのイベント開催数が東京と⽐べると少ない2

詳しい解説■

ミーツカンパニーは主に東京で採⽤イベントを開催している新卒エージェントなのですね。

はい。そのとおりです。

4 / 53
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ミーツカンパニーは、特にこんな⽅からの評判が良い

ミーツカンパニーの評判

そのため東京以外の地域ではイベントの開催数も控えめな傾向にあります。

ミーツカンパニーがはじまった最初の数年は、地⽅でのイベント開催数はかなり少なかったです。

しかし、近年の傾向では、⼤阪や京都、名古屋、福岡などのイベント開催数は増加傾向にあるようですね。

それは良い傾向ですね！

その都道府県に住んでいない⽅でも、ミーツカンパニーの新卒イベントには参加できるようですので、近くに在住の⼈は近隣都市でイベントが開催していると

きに参加をすると良いでしょう。

ミーツカンパニーは、実際にどんな⽅からの評判が良いんですか？

次のケースに当てはまる⽅からの評判が良いエージェントになっていますね。

• 内定をはやく獲得したい⽅

• いま内定が出ている企業では満⾜できない⽅

• 就職イベントに参加したい⽅

• 企業トップ層の⽣の声を聞きたい⽅

• 就職のプロに履歴書やESの添削、⾯接やグループディスカッションの対策をしてもらいたい⽅

もし当てはまっているようだったら、ミーツカンパニーの利⽤を前向きに検討してみても良いでしょう。
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ウェブ上で⾒られる良い評判

実際の利⽤者からの良い評判

20代

男性

イベントの回数も多いので参加しやすかった

20代

⼥性

社⻑と直接会える内定直結イベントで⼀発逆転！

20代

男性

親⾝に相談に乗ってもらえたことで、最良の進路選択ができた

20代

⼥性

的確なアドバイスと企業紹介のおかげで、新たは発⾒があった

20代

男性

イベントなども豊富でありがたかった

引⽤元：「転職⼝コミジョブ」https://kutikomi-job.com/

「Meets Company」https://event.meetscompany.jp/

ウェブ上で⾒られる悪い評判

実際の利⽤者からの悪い評判

現在収集中ですが、いまのところミーツカンパニーに関する悪い評判はありません。

Twitter｜ミーツカンパニーの評判ツイート

それでは、ミーツカンパニーの実際の評判を⾒ていきましょう。

このエージェントを利⽤するかどうか悩んでいる⽅は、この評判をぜひ参考にしてみてくださいね。

• イベント会場もイベント開催数も豊富で気軽に参加ができる

• 卒業ぎりぎりまで内定がなかったが、このイベントに参加したら無事内定をもらえた

• はじめてのキャリアカウンセリングだったが担当者が親⾝に相談に乗ってくれてたので本⾳を話せた

• 数多くの新卒学⽣を⾒ているだけあってアドバイスが的確だった

• 採⽤に熱⼼な企業が多く参加している

• 知らない業界や職種を知る良いチャンス

• イベントで内定がもらえなくても、その後の就活サポートがしっかりしている

 続きを読む   続きを読む 

 続きを読む   続きを読む 

 続きを読む 

• イベントに参加する時期によって、求⼈のかたよりがあると感じた
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最近ではTwitter上で評判をツイートする⼈も多くなってきました。

⼿軽にツイートができるため、やや信憑性に⽋けるところもありますが、その⼀⽅で、より⾝近でリアルな評判を皆さんにお届けすることができると思います。

ミーツカンパニーの真の利⽤価値を確かめるには、やはり”実際に利⽤してみるしかない”ということを頭の⽚隅に置いて、これらのツイートを参考にしてください。

良い評判ツイート

悪い評判ツイート

現在収集中ですが、いまのところミーツカンパニーに関する悪い評判ツイートはありません。

その他のツイート

※今後、ミーツカンパニーに関するツイート数はさらに増えてくると思いますので、経過を⾒て随時更新していきます。

Meets Company（ミーツカンパニー）と他の新卒エージェントを⽐較｜評判や特徴の違いは？

ここではミーツカンパニーはどのようなエージェントであるのかを客観的に⾒るために、評判やサポート内容、求⼈の特徴などを他のエージェントと⽐較していきたいと思いま

す。

今回は、ミーツカンパニーと競合関係にあり知名度も⾼い２つのエージェント、キャリアチケットと就職Shopとの⽐較をご紹介します。

Twitter上でのミーツカンパニーに関する評判ツイートを紹介します。

就職活動されている⽅へ私が利⽤しているサービスの紹介をさせていただきます！meetscompanyというイベントに参加すると担当リクルーターが付き、悩みを相談しながら最適な選択ができ

ます！就職活動に悩んでいる⽅、内定をもらったけどしっくりきていない⽅、そんな⽅にはオススメのサービスです！

 ̶　 2018年2⽉25⽇❛❛
【就活⾖知識】#⾃⼰分析 のSWOT法

S：強み・・経験から得た物

W：弱み・・克服できていない事

O：機会・・⾃分が社会に役⽴つ所

T:：脅威・・社会に⾃分の強み・弱みと合っていない所#ねっとで合説https://t.co/SrG0HcP9xqpic.twitter.com/wv9mVxz4oN

̶ MeetsCompany就活イベント公式 (@kouMC̲syuukatu) 2018年7⽉11⽇

❛❛
【⾝だしなみ編】スーツを着るときは、必ずジャケットの⼀番下のボタンはあけておきましょう。2ボタンなら1つだけ、3ボタンなら2つボタンを掛けましょう。 第⼀印象を良くして内定へ⼀

歩リード！

̶ MeetsCompany (@Meets̲Company) 2018年2⽉19⽇❛❛
【⾝だしなみ編】⼥性は⾹⽔をかけ過ぎないように気をつけましょう。特に同じ⾹⽔をずっと使っている⼈は要注意！匂いに慣れてしまって付け過ぎてしまうことに。。。

̶ MeetsCompany (@Meets̲Company) 2018年2⽉14⽇❛❛
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評価の⽐較

ミーツカンパニー キャリアチケット 就職shop

総評   

求⼈   

提案⼒   

サポート体制   

公式サイト MeetsCompany キャリアチケット 就職Shop

ミーツカンパニーは新卒エージェントの中ではトップレベルのエージェントであると⾔えます。

ここで⽰している求⼈や提案⼒、サポート体制が⾼評価なだけでなく、全国的に毎⽇のようにイベントを実施していて、新卒の就活⽣に対してさまざまなキャリアの選択肢を提

供してくれます。

利⽤料⾦の⽐較

ミーツカンパニー キャリアチケット 就職Shop

無料 無料 無料

ミーツカンパニーの利⽤料⾦は、他のエージェントと同様に無料となっています。

エージェントごとにイベントやセミナーの種類、カウンセラー、サポート内容、求⼈にさまざまな特⾊があります。

利⽤料⾦は無料なので、複数のエージェントに登録し最初の相談などを受けてみましょう。

そしてその中から⾃分に合ったところを最終的に選ぶことが、就活を成功させるためのコツとなります。

サポート対象者、地域の⽐較

ミーツカンパニー キャリアチケット 就職Shop

利⽤できる年齢 20代
10代

20代

10代

20代

利⽤できる層
新卒

（院卒、⼤卒、短⼤卒、専門卒）
新卒であればどの層でも利⽤可

どの層でも利⽤可

（就業中や既卒、フリーター、無職なども含む）

サポート対象地域 全国
関東

関⻄

関東

関⻄

ミーツカンパニーはおもに、専門卒以上の新卒⽣のみが参加できる就活イベントになっています。

また、他のエージェントとは違い全国的にサービスを展開しています。（時期によってイベントの開催地が変わるので公式サイトで開催場所を確認してください。）

⾼卒の⽅はキャリアチケットか就職Shopを、就業中や既卒、フリーター、無職の⽅は就職Shopを利⽤するようにしましょう。

実績の⽐較

ミーツカンパニー キャリアチケット 就職shop

累計利⽤者数 10万⼈以上 ６万⼈以上 10万⼈以上

年間利⽤者数 1万⼈以上 不明 1万⼈以上

就職成功率 95.8% 80.3% 不明

運営会社規模
中

（DYM）

中

（レバレジーズ）

⼤

（リクルートキャリア）
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運営会社規模を⾒ると、もっとも実績のあるところは就職Shopとなります。

⼀⽅で、累計利⽤者数や年間利⽤者数、就職成功率を⾒るとミーツカンパニーも充分な実績があると⾔えるでしょう。

2019年にはオリコンランキングの「新卒エージェント満⾜度ランキング」で総合１位となっており、実績にともなった充実したサービスを利⽤者に提供してくれていることが分

かりますね。

サポート内容の⽐較

ミーツカンパニー キャリアチケット 就職shop

サポートの種類 イベント型 エージェント型 エージェント型

キャリアカウンセリング 〇 〇 〇

求⼈紹介
×

※イベント後の就職サポートを受ける場合は○
〇 〇

応募書類添削 −（書類選考なし） 〇 ー（書類選考なし）

⾯接対策
×

※イベント後の就職サポートを受ける場合は○
〇 〇

各種セミナー × 〇 〇

選考⽇程調整 〇 〇 〇

企業と条件交渉 × × ×

選考後フィードバック 〇 〇 〇

企業説明会 〇 × ×

内定までの最短期間 当⽇ 10⽇間 ２週間

ミーツカンパニーのサポートの種類は、⼀般的なエージェント型と違いイベント型の就活サポートとなっています。

みなさんがイメージしやすいものだと、「合同企業説明会＆採⽤選考会」⼀体のイベントと⾔えば分かるでしょうか？

イベントで企業とのマッチングが進まなかったり、希望の企業が⾒つからなかった場合などは、何度もイベントに参加できますし、その後の個別の就職サポートを受けることも

できるようになっています。

また、内定までの最短期間が当⽇となっており、これはイベント型の就活サービスの最⼤の魅⼒と⾔えるのではないでしょうか。

求⼈の⽐較

ミーツカンパニー キャリアチケット 就職shop

求⼈数 2,000 2,000 9,000

求⼈の質   

⼊社後の定着率 不明 不明 不明

求⼈の特徴
書類選考がない

優良企業やトップベンチャーなど、厳選されている

100%取材した企業のもの

ブラック企業を完全に排除

学歴以外の部分もしっかりと評価

書類選考がない

100%取材した企業のもの

経験や学歴よりも⼈物本位の選考

得意な業界 不明 不明

メーカー

IT・通信

商社

サービス

不動産・建設

流通⼩売

得意な職種 不明 不明

営業

事務・企画

技術系

サービス

販売

ミーツカンパニーの求⼈数は就職Shopに⽐べて少なくなっていますが、求⼈の質については新卒エージェントの中では最⾼峰です。

優良企業やトップベンチャーの求⼈など、⼀定レベルの質を担保した求⼈を厳選して提供してくれるので求⼈数が少なくなるのは当然ですよね。

少数精鋭の求⼈がそろっていると考えれば、求⼈数が2,000と少なくなっているのにも納得できます。

得意な業界や職種が不明となっているのは、イベントに参加している企業によって変わってくるからです。

希望の業界や職種に出会えうためには、何度かイベントに参加する必要がでてくるかもしれませんね。
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評判の⽐較

ミーツカンパニー キャリアチケット 就職shop

サポートに関する良い評判

イベント開催数が多く、気軽に参加できる

ずっと内定がなかったが、このイベントに参加した

らすぐに貰えた

イベント後のサポートも良い

担当者の対応が丁寧

就活の遅れを取り戻すことができる

書類選考なしなので必ず⾯接を受けることができる

⾯接対策が丁寧でとても良い

サポートに関する悪い評判 特になし 特になし 担当者の能⼒にムラがある

求⼈に関する良い評判
採⽤に熱⼼な企業が多い

知らない業界や職種を知る良いチャンス
学歴ではなく成⻑意欲を⾒てくれるところが多い

企業の採⽤意欲が⾼い

若さが武器になるところが多い

求⼈に関する悪い評判 イベントに参加する時期によって求⼈に偏りがある 関東のものしかない
紹介してくれる数が少なめ

事務の募集があまりない

ミーツカンパニーの評判でもっとも注目すべきところは、「イベント開催数が多く、気軽に参加できる」だけでなく「イベント後のサポートも良い」ところです。

こういった就活イベントだと、サポートを受けられるのはそのイベントきり、というものがほとんどですがミーツカンパニーは違うようですね。

企業とのマッチングが進まないようであれば、何度もイベントに参加することもできますし、キャリアカウンセラーに個別の就職サポートを申し込むこともできます。

内定まで徹底的にサポートをしてくれるのが、他の就活イベントとの違いであり、ミーツカンパニー最⼤のメリットと⾔えるでしょう。

運営会社概要｜株式会社DYM

Meets Company（ミーツカンパニー）を運営している株式会社DYMの会社概要は次のとおりです。

株式会社DYM (英語表記 DYM co.,ltd)

■本社 東京都品川区⻄五反⽥2-28-5 第2オークラビル3階（受付）/4階/5階

TEL：03-5745-0202

■ セミナールーム

東京都品川区⻄五反⽥2-27-3 A-PLACE五反⽥8階

■⼤阪事業所 ⼤阪府⼤阪市北区⼤深町4-20 グランフロント⼤阪タワーA16F

TEL：06-6131-6292

代表取締役 ⽔⾕ 佑毅

取締役 沖之城 雅弘 / ⾦ 裕

監査役 松室 哲⽣

単体219名、連結278名（2015年4⽉30⽇現在）

2003年8⽉22⽇

5,000万円

第14期売上⾼（今期） 88億円（⾒込み）

第13期売上⾼ 60.26億円

第12期売上⾼ 44.2億円

第11期売上⾼ 31.0億円

第10期売上⾼ 22.2億円

第9期売上⾼ 17.7億円

⽔⾕佑毅:79.15％

株式会社インタースペース:11.02％

その他:9.83％

⼀般労働者派遣 般 13-305247

有料職業紹介 13-ユ-304089

（株）インタースペース

ソネット・メディア・ネットワークス（株）

（株）ネオキャリア

レイス（株）

数万⼈以上の弊社のサイト利⽤者様

りそな銀⾏ 目⿊駅前⽀店

みずほ銀⾏ 丸之内⽀店

社名

所在地

取締役

従業員数

会社設⽴

資本⾦

売上

株主構成

登録免許

主要取引先

取引銀⾏
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※2017年12⽉時点

サポートの内容／登録後の流れ

（出典：ミーツカンパニー 公式サイト）

ミーツカンパニーのサポート内容は次のとおりになります。

登録後にどういった流れで就職サポートが⾏われるのかを皆さんがなるべくイメージできるようにまとめました。

エージェントのサポート内容と登録後の流れは次のようになっています。

サポート内容・登録後の流れ詳細

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

１：登録する（無料）

エージェントの公式サイトで、必要な情報を⼊⼒して登録を完了させしましょう。

実際のミーツカンパニーのイベントの様⼦

座談会の様⼦

最近のエージェントの傾向として、登録が簡単で、すぐに完了できるところも増えてきています。名前や電話番号以外は選択式で会員情報を⼊⼒できて、あまりストレスがかからず

登録できるのは良いですね。
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座談会後の特別選考会の様⼦

その場で内定が貰えなくても！？イベント後の就職サポートの様⼦

165

https://t.afi-b.com/visit.php?guid=ON&a=Y9564v-1326817E&p=F550367O


エージェントノウハウ

MeetsCompany

⼀般転職 ITエンジニア・プログラマー 製造・機械エンジニア

Meets Company（ミーツカンパニー）の評判・特徴以外のエージェントに関するノウハウ

ジョブハンティング.comではこのページで紹介したもの以外にも、エージェントに関するノウハウ情報を提供しています。

評判や特徴を⾒て気になったら、まずは簡単登録で無料相談から

Meets Company（ミーツカンパニー）の評判や特徴を解説しましたがいかがでしたでしょうか？

どこの就職イベントでを利⽤しようか迷っている⽅の参考に少しでもなれば幸いです。

このエージェントが少しでも気になったという⽅は、まずは気軽に簡単登録で無料相談をしてみましょう。

ミーツカンパニーの評判を募集しています

ジョブハンティング.comでは、ミーツカンパニーの評判を募集しています。

あなたと同じ境遇の⽅に少しでも役⽴つエージェント情報を発信できるように、評判を有効活⽤させていただきます。

エージェントの評判を投稿する

AGENT
失敗しないエージェント選びの決定版！

「もっとエージェントに関する情報を知りたい」という⽅は、ぜひこちらのコンテンツもチェックしてみてください。

キャリア別にエージェントを紹介

エージェント解説

エージェントのメリット・デメリット

エージェント⽐較









みなさまからのより多くの投稿をお待ちしています！


- キャリア別にエージェントを紹介 -
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ハイクラス・エグゼクティブ ⼥性 20代転職・第⼆新卒

新卒 既卒 フリーター

ニート ⾼卒・第０新卒 フリーランスエンジニア

未経験からエンジニア 障害者

CCNAスクール

SCHOOL
キャリアをブーストさせるスクール！

 2021-04-25  エージェント解説  評判 , エージェント , Meets Company

 Posted by ジョブハンティング.com


- キャリアに役⽴つスクール特集 -
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新卒紹介実績No.1のミーツカンパニー

96％の学⽣が満⾜度を実感されています︕

特別選考枠で短期内定を獲得でき、内定までが早い︕

今なら⼤⼿企業等が参加する限定イベントが無料で開催されています。

ミーツカンパニーの参加企業が分かれば、エントリーしやすいですよね。

そんなミーツカンパニーの参加企業は、どうやって調べたらいいのでしょうか︖

気になったので調べてみました。

ミーツカンパニー参加企業の調べ⽅は︖

ミーツカンパニーの参加企業は企業検索ページから調べる事ができます。

⇒ 検索ページＵＲＬ︓https://www.meetscompany.jp/companies

絞り込み条件変更を押します。

【パソコン画⾯】

ミーツカンパニー 参加企業
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【スマホ画⾯】

すると、企業検索ページが開きます。

ここに検索したい企業名を⼊⼒することで調べることができます。

【パソコン画⾯】

【スマホ画⾯】
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また、参加企業をお問い合わせ窓⼝のメールもしくは電話で尋ねる事もできます。

【ミーツカンパニーお問い合わせ窓⼝】

メール︓info@meetscompany.jp

電話︓03-5745-0202 ※平⽇10:00〜20:00

参考に注目の参加企業を11社ご紹介します。

超優良企業が多数参加しておりとても魅⼒的ですね。

今なら業界⼤⼿〜トップベンチャーが、イベントに１⽇８社限定で参加しています︕

50名様限定イベントとなってるため、早めにエントリーするとお得です︕

サイバーエージェント、KLab、健康コーポレーション

opt、ビットアイル、エクセリ、⽇産センチュリー証券

ジョルダン、TKP、⽇本経営、レバレジーズ
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＞＞＞ ミーツカンパニーのイベント詳細はこちら︕

ミーツカンパニー⼝コミ

私があまり⾒てこなかった業界の企業とお話しができてよかったです。

普段接触しない企業の社⻑の⽅とも気軽にお話しする機会がありました。

会社の思いや成り⽴ちなどを聞くことができ、企業の理解が深まりました。

初めは就活を⾷品業界のみに絞っており、その業界だけしか⾒ていませんでした。

ミーツカンパニーのイベントに参加する事で、他の業界の⼈達とお話しできて参考になりました。

参加されている企業の内容を聞けて、今後の就活の視野が広がりました。

ミーツカンパニーのリクルーターさんに特別選考があるイベントを紹介して頂きました。

書類では伝えれない学⽣時代の経験など、私の⻑所を企業に熱⼼に伝えてくれました。

おかげで、⼀度の⾯接で内定を頂く事ができました。

もし⾃分⼀⼈で就活していたら絶対に無理だったので、企業イベントに参加できてよかったです。

希望の企業を３社ご紹介して頂き、内２社の内定を頂きました。

リクルーターさんに何度も相談に乗っていただき、内定の⽚⽅を承諾しました。

家族にもすごく喜んでもらい、最⾼の形で就職活動を終える事ができました。

みなさん満⾜のいく就活をおくられたようですね。

参加企業を事前に調べて、企業の⽅と直接会ってアピールできる事がメリットです。

リクルーターさんの親切な対応が良い点も上記の⼝コミで多く⾒受けられました。

ミーツカンパニーのサービス内容

企業の理解が深まりました

就活の視野が広がりました

⾃分⼀⼈では絶対に無理でした

最⾼の形で就活を終えました
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サイトマップ

Copyright (C) 2021 ミーツカンパニーの参加企業の調べ⽅とは︕︖注目企業11社を紹介︕All Rights Reserved.

新卒紹介実績No.1︕

全国で参加無料の限定イベントを開催中︕96％の学⽣が満⾜︕

特別選考枠で短期内定の獲得が狙えます︕

＞＞＞ ミーツカンパニーの公式サイトはこちら︕

運営者情報 プライバシーポリシー 免責事項
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