おかやま就活フェス【大学等就職面接会】参加企業一覧
企業名称

所在地

企業概要・PR等

社会福祉法人愛育福祉会

〒712-8006
岡山県倉敷市連島町鶴新田2235-3

倉敷市連島の社会福祉法人で、幼保連携型認定こども園めばえ保育園・めばえ小規模保
育園・めばえ第二小規模保育園の保育分野、地域密着型特別養護老人ホームめばえ等の
高齢分野を運営。

アクト中食株式会社

〒733-0832
広島県広島市西区草津港2-6-60

総合食品・米穀・卸商社・全酒類。外食産業に対しての業務用食品の卸売及び食品スー
パーでの小売

浅野産業株式会社

〒700-8560
岡山県岡山市北区南中央町12-16

当社は明治元年創業以来、150年以上に亘り地域のみなさまの暮らしを支えてきました。
LPガス供給量は岡山県内トップです。

足立石灰工業株式会社

〒718-0006
岡山県新見市足立3893番地

石灰石の採掘から製品加工まで行う石灰の総合メーカーです。大阪岡山に営業所を持ち、
取引先は県内外１００社以上、業種や用途も様々。当社は、社員・地域と共に長期発展す
る企業を目指します。

株式会社イタミアート

〒700-0945
岡山県岡山市南区新保660-15

「商売繁盛応援企業」として、のぼり旗などの販促物をサイトを通じて全国へ販売しておりま
す。サイト構築から発送まで自社で行っており、のぼり旗の販売実績は日本トップクラスを
誇っています。

株式会社岩井工業所

〒701-0213
岡山県岡山市南区浦安本町171-7

当社は主に中国電力の送電線の建設・保守をしており、世界一と言われている日本の電気
の、品質保持の一翼を担っています。このやり甲斐の有る仕事を我々と一緒にやりましょ
う。

株式会社植田板金店

〒702-8006
岡山県岡山市中区藤崎673番地

屋根・外壁・雨樋といった住宅等の外部工事を手掛け、住まわれる方に安心で快適な生活
を提供する仕事です。更に新事業「小屋やさん」で理想の暮らしを追究し、お客様に笑顔を
お届けします。

栄光テクノ株式会社

〒700-0943
岡山県岡山市南区新福2-7-20

昭和４６年創業の当社は、社会資本整備に貢献しています。
一般土木工事では高い実績を持ち、上下水道工事・既設老朽管更生工事ではスペシャリス
ト企業として全国に知られています。

株式会社エイジェック

〒700-0904
岡山県岡山市北区柳町1-1-1
住友生命岡山ビル19F

事業領域は多岐にわたるため、これからの自分の可能性を見つけて、磨き、伸ばしていこう
とする全ての方に、チャレンジする環境を用意しています。

エクシードシステム株式会社

〒7000975
岡山県岡山市北区今3丁目24-34

全国の美容サロン様向けにソフトウエア開発を中心に行っております。
私たちは、新しい価値を創造し一緒に成長していく新たな仲間を募集しております。

エムアンドシーシステム株式会社

〒710-0836
岡山県倉敷市沖255-11

私どもは情報化社会における新事業展開を目的として、情報処理技術者集団として、豊か
な地域社会づくりに貢献するとともに、お客様と社員の幸福な生活と継続的な繁栄を目指し
ております。

株式会社エルジオ

〒701-0165
岡山県岡山市北区大内田764-3

石油エネルギーを中心とするエネルギーサプライヤーとして、人々の日々の暮らしや産業
活動を支えています。また、TSUTAYA事業、介護事業など幅広い事業フィールドに挑戦し
ています。

株式会社エルダー

〒703-8252
岡山県岡山市中区中島70-1

「医療と介護の連携調和」を理念に掲げ、患者様・ご利用者様へのより充実したサービス提
供を目指しています。また、働きやすい職場環境づくりにも努めています。

大野眼科

〒706-0134
岡山県玉野市東高崎26-21

地域のみなさまに信頼され、満足していただけることを第一の目標にしています。チーム
ワークを大切にして、温かい雰囲気で楽しく働ける職場を目指しています。

株式会社大町

〒701-4262
岡山県瀬戸内市長船町東須恵１３７３－５

食品の企画・卸、直販。日本一の駄菓子売り場。
伝統野菜「備前黒皮かぼちゃ」の栽培復活にも取り組んでいます。

岡山交通株式会社

〒700-0942
岡山県岡山市南区豊成1-14-12

中四国最大規模のタクシー会社です。上質なサービスを提供し、お客様から選び続けてい
ただけるタクシーを目指しています。また、地域の人々の生活に寄り添った様々なサービス
を展開しています。
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生活協同組合 おかやまコープ

〒700-0026
岡山県岡山市北区奉還町1丁目７－７

岡山県で約３４万世帯（組織率約４０％）の組合員に、宅配事業や店舗事業を通して食品・
日用品等を供給しています。★職員の平均勤続年数は、何と！２４年、大変働きやすい職
場環境です！。

岡山中央魚市株式会社

〒702-8052
岡山県岡山市南区市場1-1

岡山市中央卸売市場の水産物の指定業者として全国の産地業者や大手水産会社等から
水産物を仕入れて販売し、公正かつ安全な取引を通じて岡山県内の消費者の皆様に水産
物の安定供給を図っています

岡山日産自動車株式会社

〒700-0965
岡山県岡山市北区西長瀬1203-6

日産自動車の岡山県下における販売ディーラーとして新車13店舗、中古車3店舗を有する
企業です。お客様の満足を第一に実行し、お客様からも高い評価をいただいております。

株式会社小坂田建設

〒709-3112
岡山県岡山市北区建部町川口1417

個人のお客様の身近なお困り事から公共工事まで土木工事を中心として様々な工事をして
いる会社です。残業はほとんどなく、ご自分の時間を有意義に活用できます。

オハヨー乳業株式会社

〒703-8505
岡山県岡山市中区神下565

乳製品の製造販売を行う全国展開の乳業メーカー。素材の良さを活かす技術力と新しいお
いしさを生み出す開発力で、ホンモノの商品を生み出していきます。

社会福祉法人温故知新会（ひかりの里）

〒713-8113
岡山県倉敷市玉島八島70番地1

ひかりの里は職員にとって働きやすく、利用者にとって過ごしやすい居場所づくりに努めて
います。
倉敷市内の社会福祉法人として初めて、3年連続ユースエール認定企業に認定されまし
た。

カーツ株式会社

〒704-8588
岡山県岡山市東区西大寺五明387-1

当社は、園芸・産業機器およびモータースポーツ等に関する各種機械機器の企画・開発・
製造・販売を行うメーカーで、自社開発商品を国内へ販売及び世界各国に輸出していま
す。

株式会社CAR PRODUCE

〒709-0822
岡山県赤磐市岩田３７０－１

社長も社員も若く、20代が多く活躍しています！
土日も定期的に休めるようにシフトを組んでいます。
5年後、社員30人売上30億を一緒に目指しましょう！

鶴山運送株式会社

〒708-4612
岡山県津山市くめ50番79

運送業。創業以来、地場産業の木材製品を中心とし、主に京阪神・中部・関東方面への輸
送を行っています。
その他、倉庫での一時保管業務及び入出庫業務も展開しています。

株式会社カザケン

〒7101301
岡山県倉敷市真備町箭田862-12

総合建設業として、国・県・市町村発注工事や民間の建設工事を請負い、施工・管理をして
います。

カモ井食品工業株式会社

〒710-8678
岡山県倉敷市中島１１３８

調理食品、珍味、インスタント食品などの製造・販売。「全ては食の安心、安全から」をモッ
トーに人々に愛される商品を作るために日々励んでおります。

有限会社かりゆし

〒701-1464
岡山県岡山市北区下足守1900-1

岡山市北区を拠点とし、「生きがいの探求、生きがいの創造」の理念のもと地域に密着した
医療・介護・リハビリ・保育と総合的福祉事業をおこなっています。

株式会社カルファイン

〒716-0036
岡山県高梁市松原通2111-3

自社の鉱山で石灰石を採掘、石灰石製品を製造、販売する原料メーカーです。当社は、資
源を海外に依存しません。だから、あなたの仕事は一万年先まであります！一万年先ま
で、「心配御無用！」

医療法人社団河合会

〒713-8102
岡山県倉敷市玉島1719

診療所及び介護保険施設があり、介護について多彩な経験を得ることができます。医療と
介護の連携で、地域の皆様が健康で安心できる場所になれることを目指しています。

〒700-0822
岡山県岡山市北区表町1丁目7-33

今年46周年を迎える会社です。長く安心して働くことができます。男性も多く活躍できます。
会社見学が可能です。研修制度もあるので着物の知識が無くても安心して働くことができま
す。

株式会社紀久屋

株式会社北原工業

〒710-0298
岡山県倉敷市新倉敷駅前５－１４１

食品軽量容器（プラスチック・紙）の製造・販売
※総合食品容器メーカーとして自社ブランドを多数展開
５ヶ所の工場とグループ企業で商品の企画・開発から製造・販売を生産一貫体制で行って
ます！
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株式会社北原産業

〒710-0298
岡山県倉敷市新倉敷駅前５－１４１

食品軽量容器（プラスチック・紙）の製造・販売
※総合食品容器メーカーとして自社ブランドを多数展開
５ヶ所の工場とグループ企業で商品の企画・開発から製造・販売を生産一貫体制で行って
ます！

吉備路学園

〒719-1155
岡山県総社市小寺１５５３番１

障害のある方の生活支援を行う施設です。大変なこともありますが、ご利用者様の笑顔が
一番の報酬です。さあ、一緒に働きましょう。

社会福祉法人吉備健生会

〒716-1131
岡山県加賀郡吉備中央町上竹753番地

施設が出来て４３年になり歴史のある福祉施設です。福利厚生、労働条件、労働環境には
定評があります。職員の平均年齢は47.9歳、平均在職年数は9.8年となっています。

吉備ゴルフクラブ株式会社

〒7011141
岡山県岡山市北区菅野3397-29

岡山空港の近くにＨ4年に開場したフレンドリーなパブリックゴルフ場です。岡山ＩＣから車で
15分程度と岡山市街地からも近く、チ－ムワークを大切にしている職場です。

社会福祉法人義風会

〒701-1464
岡山県岡山市北区下足守1898

岡山市北区を拠点とし、「生きがいの探求、生きがいの創造」の理念のもと地域に密着した
医療・介護・リハビリ・保育と総合的福祉事業をおこなっています。

株式会社共栄商事

〒716-0045
岡山県高梁市中原町1084-1

当社は高梁を中心に3店舗を展開している地元密着型のスーパーです。やる気があればど
んどん仕事を任せてくれる環境です。自分の力を試したい方にはぜひ将来の幹部候補とし
てチャレンジを！

株式会社協同プレス

〒7000945
岡山県岡山市南区新保101-20

主に大手通信教育教材の印刷前データを、最新のデジタル技術を駆使した環境で制作し
ています。
また、自社のオリジナルグッズや他社様のOEM・ODMの企画提案・開発業務等も行ってお
ります。

協立土建株式会社

〒700-0903
岡山県岡山市北区幸町6番9号

1948年創業以来、常にお客様に愛される企業を目指し技術の継承とノウハウの蓄積と共に
常に前に向かう努力を継続している企業です。

社会福祉法人恭和会

〒715-0026
岡山県井原市上出部町四季が丘２０番地７

高齢者向け介護事業を行っています。在宅系、施設系のサービスを行っており、ご自宅に
いらっしゃる時からお看取りまで地域の高齢者の方の生活を支えています。

株式会社共和工業所

〒712-8052
岡山県倉敷市松江4-2-3

若い人たちを積極的に採用しており，歳の近い先輩が多数います。
また，資格取得を推奨しており，会社が全面的にバックアップしています。（受験費用や資
格取得後の手当支給など）

株式会社キョードーフーズ

〒7000845
岡山県岡山市南区浜野4丁目20-6

業歴50年の岡山県内トップクラスの給食メーカーです。事業所・学校の食堂受託、事業所
向け給食弁当の製造販売、福祉施設等高齢者向け食堂受託を4営業所体制で1日2万食提
供しています。

極東リース株式会社

〒700-0941
岡山県岡山市北区青江2-8-45

1969年以来、建設機械器具のレンタル事業とイベント事業を営んで参りました。岡山県内
の複数拠点を活かした健全強固な経営を続けてまいります。

株式会社クラカン

〒710-0042
岡山県倉敷市二日市322番地の3

総社、玉島、倉敷等の下水処理場と吉備路クリーンセンター（焼却施設）の運転管理を行っ
ています。また、給排水、下水工事の設計施工や特殊車両による清掃作業も行っていま
す。

株式会社クラコー

〒712-8074
岡山県倉敷市水島川崎通１－１－５５７

ＪＦＥスチール・旭化成・住友化学工業等、安定したユーザーのもとに一般建築物の塗装・
防水工事の施工を行っています。

倉敷繊維加工株式会社

〒541-0056
不織布を主にニット製品・生活用品・補強ネット等を製造販売している、創立74年を迎える
大阪府大阪市中央区久太郎町クラボウ本社
会社です。
ビル4F

倉敷レーザー株式会社

〒710-0261
岡山県倉敷市船穂町船穂2095-5

倉敷レーザーは最新のレーザー加工機を備え、ハイレベルな生産技術と、システマティック
に構築された生産管理体制で品質とスピードを追求する精密鈑金業界のリーディングカン
パニーです。
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倉敷ステーションホテル株式会社

〒710-0055 岡山県倉敷市阿知2丁目8-1
倉敷会館ビル5階

弊社はＪＲ倉敷駅南口より徒歩3分の場所で「倉敷ステーションホテル」を、あちてらす倉敷
北館で「ホテル グランココエ倉敷」と和食レストラン「くらしき白壁」を運営しています。

株式会社クラップス

〒700-0971
岡山県岡山市北区野田2-11-17
クラップスガーデンスクエア 6F

当社は関わりあうすべての人に「うれしい、たのしい」を。この言葉を胸に、私たちはすべて
のひとに愛されたい会社でありたいと願っています。

株式会社クレスコ

〒709-0625
岡山県岡山市東区上道北方165番地

金属加工技術を通して豊かな社会づくりを目指す会社です。
労働環境改善を行い、「健康経営優良法人2022」「ユースエール企業」の認定を受けまし
た。
若手社員の育成制度も充実しています。

クロキ株式会社

〒715-0006
岡山県井原市西江原町5560

デニムの一貫生産設備を自社保有し、伝統的な織物の技術と集積された管理技術により
生み出された最高品質の素材を全世界に提供しています。

株式会社ＫＵＮＰＵケア

〒711-0906
岡山県倉敷市児島下の町7丁目1番39号

水清会グループ(事業法人)一員として、笑顔と優しさを持ち安心・安全なケアで利用者と家
族、地域の皆様から愛されるグループホームを目指しています。

ＫＢＫエンジニアリング株式会社

〒712-8051
岡山県倉敷市中畝6丁目7番19号

部品の溶射修理、加工を手掛ける日本で２番目に大きい「倉敷ボーリング機工株式会社」
のグループ会社である当社は、機械の総合病院として、世にあふれるたくさんの回転機械
を修理しています。

社会福祉法人恵風会

〒703-8226
岡山県岡山市中区今谷770-1

特養・老健・DS・DCなど
様々な施設を備えた社会福祉法人です。
多くの施設を有するからこそできる、
キャリアアップや希望施設への異動など
ステップアップのチャンネルも多く準備しています。

研精堂印刷株式会社

〒700-0034
岡山県岡山市北区高柳東町13-12

岡山県印刷業界のトップ企業として、教育出版関係及び一般商業印刷物の企画制作から
印刷・製本加工・発送までを一貫して行う総合印刷会社。

公益財団法人弘仁会

〒713-8103
岡山県倉敷市玉島乙島4030

これまで６０年以上地域に根ざした医療・介護を担って参りました。これからも法人内の各
事業を通し在宅から病院、施設へとシームレスに地域で安心して生活できるよう職員一同
努力して参ります。

株式会社合同セラミックス

〒7050001
岡山県備前市伊部936

耐火煉瓦及び不定形耐火物の製造販売、合同製鐵系列、不況下にあっても安定的な需要
を確保。業績も安定している。

河野建設株式会社

〒702-8033
岡山県岡山市南区福富東1-6-19

１９６７年に創業以来、技術とノウハウを積み重ね事業拡大を続けております。現在は公共
工事を中心に順調に業績を伸ばしており、若いスタッフを中心に明るく元気いっぱいで働き
易い会社です。

社会福祉法人岡北福祉会

〒700-0081
岡山県岡山市北区津島東2丁目２－２０

子どもたちも、職員にも安心して過ごせるような園をつくるようにつとめています！！
自分の「好き」を生かして一緒に頑張りませんか？

株式会社コスモ情報システム

〒706-0153
岡山県玉野市滝1463

制御系の電子回路、ソフトウェアの開発をしています。
他に業務系ソフトウェアの開発も行っています。
機械制御に興味のある方はご応募ください。

株式会社琴浦製作所

〒711-0906
岡山県倉敷市児島下の町9-18-14

私達は国内重工業メーカー様を顧客とし、船舶用エンジンや大型タービンの重要部品を製
造しています。前者は国内全てのメーカー様で使用され、後者は近年、米国との取引も始
まりました。

株式会社サカイ引越センター
岡山支社

〒7000973
岡山県岡山市北区下中野313-105

引越運送・引越付帯サービス業。引越はお客様に感謝されるサービス業です。売上・取扱
件数ともに9年連続日本一の東証一部上場企業。新生活を応援する様々なサービスを提供
しています。

株式会社ザグザグ

〒703-8243
岡山県岡山市中区清水369-2

私たちが追求しているのは売上というより、顧客満足No.1。
品揃え、接客、サービス、仕組み…全てにおいて、「お客様を喜ばせるための遊び心と真
心」を忘れないのがザグザグ流！
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株式会社さくら祭典さくらホール岡山駅前

〒700-0024
岡山県岡山市北区駅元町5-1

さくら祭典は岡山県下８か所１２ホールを展開する総合葬祭業の会社です。
セレモニープランナーは女性社員が多数在籍し活躍しております。

株式会社笹山工業

〒703-8265
岡山県岡山市中区倉田527-11

弊社は公共工事主体の施工管理会社です。施工管理会社は工事現場の各工事で技術業
者を選定し日程を把握しながら行う会社のことです。来年には４５周年を迎える安定した企
業です。。

株式会社佐藤管材工業

〒701-0165
岡山県岡山市北区大内田830-2

弊社は主に水道用資材の卸売りをしている会社です。
人が生活をして行く上でとても大事なライフラインに関わる仕事をしています。
ぜひ、あなたの企業選びの一つに加えていただければと思います。

株式会社サピックス

〒703-8225
岡山県岡山市中区神下４５０番地

岡山県を中心に総合環境クリエイト事業を展開中。健全な人間は健全な環境に育つという
考えのもと、真の環境管理で社会貢献出来る企業を目指しています。

サンコー印刷株式会社

〒719-1137
岡山県総社市駅南一丁目1番地5

印刷物の編集・デザイン・製造だけでなく、ホームページの作成や写真・動画の撮影編集な
ど、デジタルコンテンツにも力を入れています。

株式会社三友土質エンジニアリング

〒703-8225
岡山県岡山市中区神下９８－６

地質調査・地盤改良を事業の柱とし全国に12拠点を構え、調査・工事から保証までワンス
トップで実施し、災害が起きても安心安全な地盤づくりを提供しています。

山陽環境開発株式会社

〒718-0003
岡山県新見市高尾2304-1

「一歩先へ」 未来のために、環境を守り人を育てる“共育”企業
へ！「一歩先へ」を理念に、地域に根ざしたサービスと、未
来を担う人材育成を目指します

株式会社山陽新聞事業社

〒700-0904
岡山県岡山市北区柳町2丁目1番1号

山陽新聞をはじめTV、ラジオ、Web、印刷物、イベント、旅行等の商材を扱い、岡山県内を
中心に1,000社以上の自治体・企業・各種団体のマーケティング活動をサポートしている会
社です。

株式会社山陽セフティ

〒700-0965
岡山県岡山市北区西長瀬1206-7

岡山県南を中心に、地域の安心・安全を守るお手伝いをしています。多様なセキュリティ
サービスをご提案・ご提供しています。

株式会社山陽レイスポーツ

〒700-0944
岡山県岡山市南区泉田1-7-6

弊社はスポーツクラブを運営しております。２０２２年６月、創立39周年を迎えます。お子様
から高齢者の方まで運動（スポーツ指導・リハビリなど）を通して笑顔を提供している企業で
す。

シーアール物流株式会社

〒701-0165
岡山県岡山市北区大内田820-7

荷物の配送や物流倉庫での商品の管理、タクシー、フィットネスジムや保育園の運営など、
幅広い業務内容で岡山県に軸を置いて活動しています。研修制度や福利厚生も充実の物
流企業です。

ジェイ・エス・ティ電子工業
院庄工場

〒708-0014
岡山県津山市院庄字沢１０８９－１

国内・海外に拠点を有し、電子部品業界のリーディングカンパニーです。
製品の企画・開発から製造、販売まで行いグローバルに活躍できるのが当社の魅力です。

株式会社ジェイテック
岡山オフィス

〒700-0903
岡山県岡山市北区幸町8-29
大樹生命岡山ビル2F

全国8カ所に拠点を展開、右肩上がりで成長中です。残業時間月平均１２ｈ、有給休暇取得
率１００％推奨、男性社員も育休取得実績有など、ワークライフバランスを重視した働きや
すい環境です。

株式会社重藤組

〒702-8022
岡山県岡山市南区福成3丁目6-22

創業60周年！岡山の街づくりを担う、総合建設業の重藤組 です！
「社員は家族」という社長の言葉通り、アットホームで働きやすい雰囲気が特徴です。
現場見学にもぜひお越しくださいませ。

シバセ工業株式会社

〒719-0252
岡山県浅口市鴨方町六条院中3037

国産シェア№１のストロー製造メーカー。飲料用ストロー及び、医療用や工業用途向け薄肉
樹脂パイプ（ストロー）を製造。モーター検査装置の設計開発・組立も行う。

シマダクリエイティブ株式会社

〒700-0976
岡山県岡山市北区辰巳29-103
辰巳セントラルビル1F

シマダクリエイティブ㈱は岡山に拠点を置くデザイン制作会社です。各種出版物や印刷物
の企画からデザイン・制作・POPデザイン、看板、パッケージ、WEBなど幅広く制作
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社会福祉法人昭友会

〒703-8207
岡山県岡山市北区祇園541-1

「医療と介護の連携調和」を理念に掲げ、患者様・ご利用者様へのより充実したサービス提
供を目指しています。また、働きやすい職場環境づくりにも努めています。

社会福祉法人翔洋会

〒709-1213
岡山県岡山市南区彦崎2300番地

私達は岡山と玉野で介護施設を運営しています。
各施設ではスタッフが、笑顔を持って生活できる雰囲気づくりに努めています。
介護の仕事に興味がある方は是非ブースまでお越し下さい。

新晃工業株式会社

〒708-1117
岡山県津山市草加部1458-4

【東証プライム上場】国内No.1シェア業務用空調機のリーディングメーカー。
日本・世界を代表する数々の著名な建築物に空調機器を納入。
実は、みなさんの身近なところで活躍しています！

株式会社シンニチロ

〒700-0927
岡山県岡山市北区西古松324-107

当社は半世紀以上、ＪＦＥスチール社のパートナー企業として、製鉄プラントの保全業務に
携わっています。近年ではシステム部門を新設し、ITを使用した設備保全にも積極的に取り
組んでいます。

シンニチロ建工株式会社

〒700-0927
岡山県岡山市北区西古松324-107

建築土木資材の販売・施工、住まいづくりから公共性の高い工事まで、規模を問わず多種
多様な工事を幅広く手がけています。

株式会社成通・ソフトシステムズ

〒700-0023
岡山県岡山市北区駅前町1-1-1
成通岡山ビル11F

成通グループ(ハリウッド)のグループ会社。中国地方をはじめ、関西・関東・九州にも出店し
ています。
パチンコや接客の知識がない方も、安心して働けるようにしっかりフォローしていきます。

一般財団法人積善会

〒700-8558
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学病院内

岡山大学病院等への教育、研究の奨励助成、支援事業、大学病院患者の療養環境などの
患者慰謝事業、その他患者給食事業、売店事業、レストラン等を行っている一般財団法
人。

積和建設中国㈱岡山支店

〒701-0304
岡山県都窪郡早島町早島4962-38

積水ハウス㈱の施工を担当するグループ会社として岡山県下で約70億円の売上を記録し
ています。また積和建設独自に営業活動を行い、住宅店舗新築・リフォームを行っていま
す。

社会福祉法人雪舟福祉会

〒710-1201
岡山県総社市久代5127

社会福祉法人雪舟福祉会が目指すのは、ご利用者のみなさまはもちろん、支えるご家族
の心にも寄り添いながら、家庭のようにあたたかく、ほのぼのとした毎日をお届けする事で
す。

株式会社創心會

〒710-1101
岡山県倉敷市茶屋町2102-14

創業より25年。私たちは一人でも多くの方にリハビリテーション理論を基本にしたケアを提
供したいと強く想い、地域と利用者様のニーズに応える形で介護事業を展開してきました。

社会福祉法人創心福祉会

〒710-0003
岡山県倉敷市平田855

平成31年にオープンしたばかりの新しい施設です！特別養護老人ホームのほか、通所介
護、保育所等を併設。教育、研修環境も整っています。一緒に地域で活躍できる方を募集
しています！

株式会社タイガーマシン製作所

〒716-0061
岡山県高梁市落合町阿部２３２７

コンクリート製品製造プラントや環境リサイクル関連設備、その他生産設備の自社開発・設
計・製造・据付・メンテナンスまで一貫して行っているプラント・設備メーカー

株式会社大成コンサルタント

〒707-0003
岡山県美作市明見355-1

官公庁・民間が実施する建設関連の施行前から完成後までにおける、各種調査及び測量・
設計業務を行っております。全ての個性を『力』に変え、地元インフラ整備に貢献していま
す。

大東化成工業株式会社 岡山工場

〒705-0035
岡山県備前市木谷437

化粧品業界、合成樹脂業界、印刷インキ業界等と技術開発型加工、原料製造販売を行っ
ており、他社に無い特殊技術の共同研究による対応を行っている。働き方改革にも力を入
れている。

株式会社泰平商会

〒700-0976
岡山県岡山市北区辰巳43-114

泰平商会は74年を迎え、新卒採用を積極的に行っている企業です。
近年は【転勤なし】【残業10時間未満】と働き方改革を追求しています。
ぜひ一度泰平商会のブースへお越しください。

（株）タイム

〒700-0973
岡山県岡山市北区下中野465-4

中四国地方を中心にホームセンターを運営、更に多様化を進める流通小売業です。平成２
８年にダイユーエイトと経営統合し、アレンザホールディングス（株）を設立。
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ダイヤクリーニング株式会社

〒710-0803
岡山県倉敷市中島2636-3

年齢に関係なく努力や実力を認めてもらえる会社です。若いうちから活躍したい、管理職と
してのマネジメント業務に興味のあるという方には大きなチャンスになるはずです。

株式会社タカハタ

〒710-0145
岡山県倉敷市福江1417番地

岡山県倉敷市で真空成型金型の製作をメインとして各種金型設計～製造を手掛ける企業
です。創業70年、食品・機械部品・自動車部品と幅広い金型製作には長年の実績がありま
す。

高原木材株式会社

〒700-0803
岡山県岡山市北区北方3-6-20 2F

九州発！創業117年の老舗リーディングカンパニー！
2022年より岡山での事業をスタート。100年を超える弊社が培ってきた安定した基盤で、岡
山で共に創りあげていきませんか？

タカヤ株式会社

〒715-8503
岡山県井原市井原町661-1

万引防止ゲートやRFID、世界No.1シェアをもつ基板検査装置、多様化する時代に即応した
ITシステム開発、設計～保守までサポートする電子機器受託製造等総合メーカーとして社
会に貢献

医療法人たくふう会

〒703-8252
岡山県岡山市中区中島70-1

「医療と介護の連携調和」を理念に掲げ、患者様・ご利用者様へのより充実したサービス提
供を目指しています。また、働きやすい職場環境づくりにも努めています。

タケシンパッケージ株式会社

〒710-1305
岡山県倉敷市真備町市場422-9

新規事業として立ち上げた吸音性能を兼ね備えたインテリアウォール（カセットウォール＆
シーリング）のスタッフを大幅増員。企画営業職、デザイナー職、設計技術職、製造技術職
を募集。

株式会社武田園

〒703-8236
岡山県岡山市中区国富4-4-3

創業1925年創業。信用・感謝・安全の理念のもと、社員一人ひとりが提案力をもって、公共
から民間・個人まで幅広く、お客様のお気持にお答えします。若い社員も多い環境です。

武田鋳造株式会社

〒710-0803
岡山県倉敷市中島1001

自動車・農機具メーカーの協力工場としてブレーキ、エンジン関係の銑鉄部品を主力として
製造している会社です。将来の幹部候補として会社を引っ張っていってくれる仲間を募集し
ています！！

竹久夢二本舗敷島堂株式会社

〒701-4221
岡山県瀬戸内市邑久町尾張1153-1

和菓子の製造・販売を通して、人財育成に力を入れている会社です。社員一人一人がお客
様のお役に立てる会社を目指しています。

玉野土建株式会社

〒706-0011
岡山県玉野市宇野4-10-10

事業内容 土木、建築、不動産、リフォーム
建築工事：住宅新築及び増改築･リフォーム工事・商業ビル建築工事・各種修繕工事他
土木工事：宅地造成・浮桟橋の躯体工事・外構工事・各種修繕工事他

茶屋町鉄工株式会社

〒701-0145
岡山県岡山市北区今保48番地

川崎重工業、ダイハツディーゼル等大手メーカーの一次下請けとして業績は安定、今期か
らはロボット導入により業容も拡大。研修体制も整備しているので未経験でも安心です。

中国興業株式会社

〒714-0032
岡山県笠岡市西大島4226-3

東日本大震災の復旧工事に8年間従事し、高い技術力を認められ国土交通省より表彰を
受けました。社内の雰囲気は家庭的であり、明るく機動力、技術力のある会社です。若い力
をお待ちしています。

株式会社中四国クボタ

〒703-8216
岡山県岡山市東区宍甘275番地

当社は、トラクタ・コンバイン・田植機をはじめとするクボタ農業機械の販売・修理をしていま
す。中四国9県を営業エリアとし、広域なネットワークで地域農業を支えています。

株式会社テルミックス

〒710-1201
岡山県総社市久代1785番地2

自動車生産用設備や航空機・食品等の産業用機械の設計・製作・据付工事まで一貫した
業務を行っています。国内だけでなく海外の取引先にも納品しています。

株式会社天満屋ストア

〒700-8502
岡山県岡山市北区岡町13-16

私たちは岡山県を中心に地域のお客様の普段の暮らしを支えるスーパーマーケットを展開
しています。私たちは、今までもこれからもたくさんの『笑顔』と『Happy』を全力でお届けしま
す！

医療法人天和会松田病院

〒710-0056
岡山県倉敷市鶴形1-3-10

手術とがん化学療法がメインの外科系病院。駅徒歩5分、院内保育室完備。高機能で家庭
的、世界水準の医療を地域へ。がん研有明病院勤務歴の医師在籍。医師との距離感が近
い。認定資格取得支援。
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東亜電工株式会社

〒718-0013
岡山県新見市正田104

新見市を拠点に電気工事・設備工事を行っています。
太陽光発電所の新規建設、設計、保守管理等も
手がけており、今後の社会に欠かせない仕事の一つです。
我々と一緒に社会を支えていきましょう。

社会福祉法人 藤花会

〒701-4244
岡山県瀬戸内市邑久町福中1180

藤花会は、岡山市東区西大寺と瀬戸内市邑久町で、特別養護老人ホーム等を運営する社
会福祉法人です。高齢者介護のみならず、地域貢献事業、SDGs推進事業にも積極的に取
り組んでいます。

富田ケアセンター有限会社

〒713-8115
岡山県倉敷市玉島道口97－1

高齢者・障害者における通所、小規模・看護小規模多機能、グループホーム、住宅型、訪
問、給食センター等24施設を展開しています。又、企業主導型保育所増設に加え共生型複
合施設を開設予定。

巴ライジング株式会社

〒712-8044
岡山県倉敷市東塚6丁目11-14

プラント工事を通じ社会インフラを支え、人々の豊かな生活に貢献する会社です。水島地区
を中心に全国各地でプラントと呼ばれる大型設備の建設工事や点検・メンテナンス工事をし
ています。

トヨタカローラ岡山株式会社

〒700-0914
岡山県岡山市北区鹿田町1丁目１－２６

トヨタ系自動車の販売、各種中古車販売、自動車修理を行う自動車販売会社です。

株式会社トヨタレンタリース新岡山

〒701-0144
岡山県岡山市北区久米158-2

トヨタレンタリース新岡山です！
トヨタ自動車(株)とフランチャイズ契約を結び、トヨタ車全車種のレンタル業務及びトヨタ系車
種を中心に各メーカー車種のリース業務を行っています。

株式会社トライ

〒701-0206
岡山県岡山市南区箕島367番地1

多くの優良メーカー様と安定した取引があり、年齢層も若く活力のある会社です。ぜひ足を
運んでください。

ナカウン株式会社

〒703-8580
岡山県岡山市中区倉富340-18

ナカウンは、岡山県を中心に「運輸」「クレーン」「リース」「倉庫業」「観光バス」等の事業を
展開し、地元岡山の街づくりに貢献しています。

中原鉄工株式会社

〒7038204
岡山県岡山市中区雄町250-7

金属を削って部品を作るお仕事です。
NC工作機械を使って金属部品の加工を行って頂きます。
入社時に必要なことはチャレンジ精神だけです。
必要なスキルは社内教育によって身に着けて頂きます。

株式会社中本屋工務店

〒710-1304
岡山県倉敷市真備町尾崎2-2

「まじめ1本」を創業以来変わらぬ理念として、建築・土木・不動産・農業と事業を拡大してき
ました。
「安心・信頼・満足」の評価を頂けるよう、品質管理を徹底させ真面目に頑張っております。

株式会社新見ソーイングセンター

〒718-0003
岡山県新見市高尾799-1

ジーンズカジュアル縫製で特にデニム、チノ生地使用製品に関しては、紡績、大手アパレル
の協力を得て企画から納品まで行っています。20～30代が多い職場です。

株式会社仁科百貨店

〒712-8011
岡山県倉敷市連島町連島1990

1900創業以降、岡山とともに歩みを続けているスーパーマーケットです。ぜひ食を通じた地
域のコミュニティを一緒に高めていきましょう！

株式会社西日本システムサービス

〒703-8221
岡山県岡山市中区長岡101-28

岡山県・島根県を拠点に、システム開発、設計、データセンターの運用まで幅広いITサービ
スを提供し、地域の社会インフラ（金融、福祉介護、学校、産業流通など）を支えています。

西日本三菱自動車販売株式会社
中四国営業本部

〒700-0975
岡山県岡山市北区今１丁目１０－２８

三菱製自動車及び中古車の販売・お客様のカーライフサポート

株式会社ニチイ学館

〒101-8688
東京都千代田区神田駿河台2-9

医療関連および介護事業の最大手。就業前後のキャリアアップ制度の充実に取り組んで
いる。また、女性の社会進出にも注力しており、「次世代認定くるみんマークを取得」

日進測量株式会社

〒703-7243
岡山県岡山市中区清水366-2

官公庁発注の地籍調査を主な業務にし、現場の測量からデータ処理、GIS関連のソフトウェ
ア開発･販売をしています。
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日本特殊炉材株式会社

〒706-0002
岡山県玉野市築港5-4-1

昭和19年設立以来、一度も赤字なしの安定企業。転勤がないので地元で働く方に最適。最
新の試験設備が充実しており自由な発想で製品開発を行えることが強みです。

日本非破壊検査株式会社 水島事業所

〒712-8051
岡山県倉敷市中畝９丁目６－２７

日本で最初に設立された非破壊検査会社です。主な仕事内容は鉄鋼構造物やコンクリート
建造物などの非破壊検査であり、目標とする到達点は「社会と暮らしの安全と安心」です。

社会福祉法人白寿会

〒713-8102
岡山県倉敷市玉島1719

ケアハウス・地域密着型特別養護老人ホーム・ショートステイを運営。
医療と福祉の連携で、地域の皆様が健康で安心できる場所になれることを目指していま
す。

（特非）発達支援ネットワークつむぎ

〒716-0046
岡山県高梁市横町１０７２－１

福祉のお仕事は決して楽ではないかもしれません…。でも自分の人生を豊かにしていける
職場です。ぜひ一緒にお仕事しませんか。

株式会社浜田工務店 岡山営業所

〒719-0301
岡山県浅口郡里庄町里見2751－1
アサヒグループ食品株式会社岡山工場内

土日休みで年間休日119日！3交替ですが土日を挟んでシフトが変わります
残業なし！プライベートの時間もしっかり取れます 業務拡大の増員募集！

備商株式会社

〒702-8022
岡山県岡山市南区福成2丁目19番6号

当社は機械器具の販売やさらに官公庁需要への営業活動を積極的に展開するため、機械
器具設置工事業・管工事業・水道施設工事業・鋼構造物工事業・電気工事業も行っていま
す。

備南開発株式会社

〒706-0025
岡山県玉野市明神町１３番２７号

大型台船での超重量物輸送を手掛けております。スケールの大きな仕事、海外に興味の
ある方大歓迎！一つの仕事を完了した時の達成感は他では決して味わえないものです。

株式会社平山 岡山営業所

〒700-0813 岡山県岡山市北区石関町2-1
岡山総合福祉会館1階

67年の歴史を持つ製造業支援企業。技術職は、(株)平山に正社員として入社し、メーカー
の製造現場にて一緒にものづくりをサポートしていきます。社内教育、健康～心のケアサ
ポートが充実。

ヒルタ工業株式会社

〒714-0062
岡山県笠岡市茂平1410

当社は自動車部品の製造を行うものづくり企業であり、アクセル・ブレーキペダルなどの操
作系部品やトランスミッション（変速機）部品、シャシー部品などさまざまな重要部品をつくっ
ています。

医療法人 福寿会

〒710-0133
岡山県倉敷市藤戸町藤戸1580

真心を込めた質の高い医療・介護サービスを提供し、
関わるすべての方が明るく豊かな生活を営まれることを願って
皆さまに寄り添い、共に歩み続けます。

株式会社藤岡エンジニアリング

〒719-3143
岡山県真庭市下市瀬1100番地

当社はカメラ製造で蓄積した精密技術を活かし、現在は部品加工組立分野で受注活動を
展開し、様々な品目の生産を行っています。特にマグネシウム事業は市場拡大を背景に業
績を伸ばしています。

株式会社フジックス

〒7050014
岡山県備前市新庄628-1

フルオーダーの製造機械を一貫生産しています。ゼロから出来上がるところまで社内で見
ることができ達成感が大きいと思います。

株式会社フジワラケミカルエンジニアリング

〒710-0145
岡山県倉敷市福江7-1

『モノづくりの楽しさを存分に実感！』図面を見ながら、プラスチックパーツの組み立てを行
います。（主に半導体製造装置・液晶製造装置の部品です）

株式会社双葉製作所 水島支社

〒712-8052
岡山県倉敷市松江1-12-5

未経験者の方も大歓迎です。1つ1つじっくりと教えますので心配いりません。資格取得支援
制度もあるのでスキルアップも可能です。

淵本重工業株式会社

〒701-2202
岡山県赤磐市坂辺1566

農業機械部品などの機械加工及び組立。岡山に３ヶ所、中国上海に１ヶ所工場を持ち大手
からの発注に対応できる設備を完備しており、質・量ともに高いレベルで顧客満足を追求し
ています。

淵本重工業株式会社岡山工場

〒701-0145
岡山県岡山市北区今保48-4

主に大手農業機械メーカーの部品加工を行い、高い品質管理能力から走行部など重要部
品を任せられています。近年、高精度な油圧部品の受注を増やし、２０１８年新工場を建て
業務拡張中です。
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株式会社ヘルシーホーム

〒702-8041
岡山県岡山市南区富浜町5-10

地域密着のハウスメーカーです。ブラザー制等の研修制度が充実しており、成長できる環
境が整っています。全国ビルダー経営力ランキング2年連続全国1位（2021年ホームビル
ダー経営白書）

株式会社マーキュリー

〒700-0907
岡山県岡山市北区下石井1-2-1
イオンモール岡山2階

人材業界で通信業界に特化したセールスプロモーションを行っている会社です。
接客・販売・営業・コンサルティングなど幅広い事業やキャリアアップをご準備しております。

マックスバリュ西日本株式会社

〒732-0814
広島県広島市南区段原南1-3-52
段原ショッピングセンター5階

スーパーマーケット「マックスバリュ」「マルナカ」「ザ・ビッグ」の経営

株式会社まつもとコーポレーション

〒700-0822
岡山県岡山市北区表町三丁目14番1号
アークスクエア表町1F

当社は今年で創業107年を迎えた建設会社です。岡山県内の伝統的な建築物を手掛けな
がら、IT化や社内のフリーアドレス化など新しい取り組みにもどんどんチャレンジしていま
す。

丸三証券株式会社

〒102-8030
東京都千代田区麹町3-3-6

社員一人ひとりの個性を何よりも大切にする【にんげん証券】
1910年創業の独立系証券会社。本部からのノルマ制を廃止した「自主営業」が強みです。

満栄工業株式会社

〒709-2331
岡山県加賀郡吉備中央町下加茂1597

2021年に創業100周年を迎えました。長い歴史で培ってきた「高い技術力/知識/ノウハウ」
があります。「ウイルスの吸着・除去」できる活性炭を開発し、特許申請中！！

株式会社ミスターサービス

〒702-8002
岡山県岡山市中区桑野110-2

幅広い分野で企業様から業務を委託していただいております。
企業様との打ち合わせや見積もり、工程管理やシフト管理などが主な仕事で、幅広い知識
やスキルを身に付けることが可能です。

株式会社三石ハイセラム

〒705-0132
岡山県備前市三石2577

岡山発祥の耐火物メーカーです。主に、鉄鋼業界、自動車業界向けの耐火物を製造・販売
しています。日本の耐火煉瓦の原点ともいえる蝋石煉瓦において業界トップクラスのシェア
があります。

ムカイ鐵工株式会社

〒709-0414
岡山県和気郡和気町大田原325-2

金属部品や水門等の鋼構造物、様々な産業用装置等を設計から製造、据付、メンテナンス
まで自社で行っている「モノづくり集団」です。新しい時代のモノづくりに共に挑戦する仲間を
求めています。

明和建設株式会社

〒709-0631
岡山県岡山市東区東平島1397番地

大型の建設機械を多数保有しており、重機土工を得意とした事業展開をしています。近年
はICT土工を可能とする建設機械を導入し生産性をあげる魅力的な建設現場の運営をめざ
しています。

メガネのひらまつ(株式会社ブレス）

〒710-0043
岡山県倉敷市羽島720-2

メガネ、補聴器の販売を通じお客様に感動と安心をお届けします。
ファッション的なアドバイスや見え方の改善などお客様に感謝される仕事です。
岡山県下で8店舗を運営しています

目黒建設株式会社

〒710-0002
岡山県倉敷市生坂261-6

社長他部門長が４０代と若く、何事にも明るく前向きに解決・取り組む社風です。社内の情
報共有や見える化、働き方改革にも取り組んでおり、社員が成長し満足の出来る会社づく
りを進めています。

株式会社メタルワークス

〒704-8166
岡山県岡山市東区君津730-2

【 先輩がマンツーマン指導！ 】新築・リフォームの現場にてお風呂やトイレなどの住宅設備
の設置をお任せします。一緒に会社を盛り上げてださる方は、ぜひ当社の仲間になってくだ
さい！

社会福祉法人めやす箱

〒710-0064
岡山県倉敷市青江739番

めやす箱は、利用者様のニーズに合ったサービス提供に日々努めています。職員が働き
やすい環境作りのため、人材育成や福利厚生の充実を図っています。

株式会社元浜組

〒701-4302
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓6410

創業90年の歴史の中で常に堅実経営を心がけ、地元岡山における建設業界のリーディン
グカンパニーとして県東部エリアを中心に、岡山県全域にわたって最高の建物を手掛けて
います。

山口技商株式会社

〒712-8052
岡山県倉敷市松江３－１８－３８

産業機械装置、搬送機器（コンベヤ）の設計・製作・据付・保守点検まで、
自社内で一貫して行っており、モノづくりの醍醐味が味わえます。
未経験者も大歓迎！先輩達がサポートします。
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山﨑プラント株式会社 水島営業所

〒712-8074
岡山県倉敷市水島川崎通１丁目
ＪＦＥスチール構内

施工管理（監督業務）を主体とし、工事、工程、人員、作業員の安全、資材発注等のトータ
ル業務です。経験・知識を増やしながら色々な必要資格を取得し、業務の幅を広げていく仕
事です。

ユアサ工機株式会社

〒701-0144
岡山県岡山市北区久米6番地

高度で精密な機械部品の製造を行っており、技術品質において高い評価を得ております。
取引先は殆ど1部上場であり、特に伸縮ポールはユアサブランドにて、全国放送局、防衛省
等多岐に渡ります。

ユアサシステム機器株式会社

〒701-1341
岡山県岡山市北区吉備津２２９２－１

加工・組立などの専用機や、国際規格に準拠した高品質な耐久試験機を主力製品とし、設
計から製造まで一貫して手掛けています。国内外問わず様々な国でご利用いただける製品
を製作しています。

株式会社ユーコム

〒700-0901
岡山県岡山市北区本町１０－１７
本町第一ビル

ホテル・旅館運営向けのシステムの他、一般企業向けの社内システムや基幹システムの開
発・導入を行っている会社です。ソフトを自社開発しており、お客様のきめ細やかな要望に
迅速に対応します。

医療法人雄風会

〒701-1464
岡山県岡山市北区下足守1900-1

岡山市北区を拠点とし、「生きがいの探求、生きがいの創造」の理念のもと地域に密着した
医療・介護・リハビリ・保育と総合的福祉事業をおこなっています。

社会福祉法人四ツ葉会

〒710-0011
岡山県倉敷市徳芳501-1

理念は「元気を創る」です。入社時の新人研修は基礎からしっかり学べ、その後先輩とマン
ツーマンで仕事を覚えます。仕事に慣れてきたら、自分の個性や強みを生かして様々なこと
に挑戦できます。

株式会社両備ヘルシーケア

〒700-0823
岡山県岡山市北区丸の内二丁目1番10号

両備グループ共通の経営理念である忠恕の精神に則り、「身体」「頭」「心」の健康をトータ
ルコーディネートする介護サービスの提供に取り組んでおります。

両備ホールディングス株式会社

〒700-8518
岡山県岡山市北区下石井2-10-12
杜の街グレース
グレースオフィススクエア5階

岡山県南を中心に公共交通、物流、不動産、メーカー、整備など幅広く事業展開を行ってい
ます。事業の多角化により、不安定な世の中でも安定した事業成長を続けています。

〒702-8006
岡山県岡山市中区藤崎465

岡山市中区藤崎にある精神科の病院で、敷地内に介護老人保健施設が併設されていま
す。
地域の方との繋がりを大切にしています。(訪問看護・通所リハビリ・在宅介護支援センター
等)

医療法人社団良友会 山陽病院

