県北若者・学生等就活応援フェア2023参加企業一覧

ブース
番号

業種

1

小売業

2
3
4
5

事業所名

所在地

募集職種

岡山県津山市昭和町１丁目８６番地

津山市・真庭市 販売・ピットスタッフ・事務他

金融業 津山信用金庫

岡山県津山市山下３０－１５

津山市・真庭市・美作市他

卸売業 山一水産 株式会社

岡山県津山市戸島９２１－５

製造業 株式会社 横山基礎工事 岡山工場

岡山県美作市上福原９７５－３０

サービス業

（美作グループ）美作マツダ自動車(株)コマツ美作(株)(株)美作グループ本社

株式会社

大成コンサルタント

津山産業流通センター内

岡山県美作市明見３５５－１

6

卸売業 浅野産業株式会社

7

小売業 カインズ津山店 （株式会社 ウシオ） 岡山県津山市高野本郷１４０６

8

製造業 株式会社 英田エンジニアリング

岡山県美作市三保原６７８

9

工事業 吉産株式会社

岡山県真庭市上水田１３１６－１

10

就業場所

岡山県岡山市北区南中央町１２－１６

介護事業 社会福祉法人 日本原荘

岡山県津山市新野東１７９７

11

医療業 医療法人 豊医会

岡山県美作市豊国原３６３－２

12

製造業 智頭電機 株式会社 岡山工場

岡山県勝田郡奈義町久常２９８－１番地

13

工事業 山陽ロード工業

岡山県津山市下高倉西１２０３－１

株式会社

14

介護事業 社会福祉法人 恵神会

15

介護事業

社会福祉法人

津山福祉会

岡山県真庭市中島３８０－１

（特別養護老人ホーム

高寿園）

岡山県津山市下高倉西１５８１－１

営業・事務

津山市

販売サービス営業企画

美作市

製缶技術・機械整備

美作市・真庭市 測量・土木設計コンサルタント

真庭市 技術保安・営業
津山市 店舗運営
美作市・赤磐市

機械設計・組立・営業

真庭市 営業員
津山市・美作市

介護・生活相談・調理

美作市

介護・生活相談・調理・事務他

奈義町

機械、電機設計・組立

津山市・岡山市 施工管理・現場施工・技術者

真庭市 介護・管理栄養士
津山市

介護・看護師・社会福祉士

16

製造業 株式会社コニック 岡山工場

岡山県勝田郡勝央町太平台１０－５

17

工事業 成好設備工業

岡山県津山市山北６２１－１７

津山市 設備工事設計施工

岡山県津山市小田中1442-9

津山市 技術者・技術補助

岡山県美作市土居８００－２

美作市 生産技術・技術

18
19

サービス業

株式会社

株式会社アーバン技研

製造業 摂津金属工業 株式会社 美作工場

岡山・埼玉・愛知 営業・システム開発・事務他

20

介護事業 社会福祉法人 加茂光陽会

岡山県津山市加茂町小中原１１５

津山市 介護・看護師

21

福祉事業 社会福祉法人 津山みのり学園

岡山県津山市二宮９９９－５

津山市

介護・保育・生活支援

岡山県津山市津山口１１１－１

津山市・岡山・他

整備士・営業他

岡山県津山市高野本郷１２７５－１１

津山市・真庭市

営業・整備士

22

卸売業

23

小売業 株式会社 ホンダカーズ津山

24

（冨士グループ）富士岡山運搬機(株)

富士パレット(株)

介護事業 特定非営利法人やまさくら

25

製造業

26

サービス業

ジェイ・エス・ティ電子工業株式会社

院庄工場

株式会社ワードシステム

久米郡美咲町打穴里１６４４－１

美咲町 生活支援員

岡山県津山市院庄字沢１０８９－１

津山市

技術職・設備メンテ他

岡山県津山市鍛冶町３７

津山市

システムエンジニア・プログラマー

津山市

企画デザイン・制作

27

製造業 株式会社 すえ木工

岡山県津山市八出２４４－１

28

製造業 株式会社 尼崎工作所

兵庫県尼崎市金楽寺町１－６－１５

29

小売業 株式会社天満屋ストア

岡山県岡山市北区岡町１３－１６

30

製造業

31
32
33

株式会社

藤岡エンジニアリング

本社工場 岡山県真庭市下市瀬１１００番地

福祉事業 社会福祉法人 千寿福祉会

製造業 株式会社 佐田建美
サービス業

株式会社

販売
生産技術・製造・営業

津山市 生活支援員

岡山県真庭市下方８６３－１

真庭市

ショウワコーポレーション 岡山県美作市安蘇１６７

小売業 有限会社 アイ薬局 コスモス薬局

岡山県総社市門田５６６－２

35

製造業 株式会社 デンソー勝山

岡山県真庭市三田２２０

36

飲食業 株式会社 ＣＴＲ

岡山県津山市小原２００－２９

介護事業 社会福祉法人 十字会

真庭市

岡山県津山市瓜生原３２６－１

34

37

奈義町 機械組立
岡山県・鳥取県

岡山県真庭市下河内２２７５

建具製造・営業・事務他

美作市 総務・管理職候補
真庭市 調剤事務
真庭市
津山市・真庭市、鳥取県

生産技術

品質管理

サービス職

真庭市

介護職員・生活相談

津山市・東京都

システムエンジニア

38

卸売業 アスクラボ株式会社

岡山県津山市平福１８１－３６

39

製造業 冨士端子工業株式会社

岡山県美作市土居７９７

美作市 機械オペレーター

40

製造業 株式会社 アァル技研

岡山県津山市国分寺５７６－１

津山市

41

小売業 菅田株式会社（KANDAジュエリー）

岡山県津山市川崎１９０２－３

津山市 総合職・販売職

42

製造業 山下木材 株式会社

岡山県真庭市富尾２１８

真庭市

43

介護事業 株式会社 セラヴィ

44

協同組合 晴れの国岡山農業協同組合 津山統括本部 岡山県津山市横山１２８

45

製造業 株式会社エクセディ精密

岡山県久米郡美咲町小原１６８１－１

岡山県美作市城田１０４－１

設計開発・製作・管理事務

製材・検査スタッフ

美咲町 介護職
津山市・真庭市・勝央地区

総合職

美作市 加工オペレーター

