
＊会場では、体育館のスリッパに履き替えていただきます。

主催 津山広域事務組合 津山地区雇用開発協会

お問い合わせ先：津山市山下 92-1 津山圏域雇用労働センター内 津山広域事務組合

TEL 0868-24-3633

共催 ハローワーク津山・美作 若者の定住化推進委員会 真庭市 美作市

津山商工会議所 おかやま若者就職支援センター 岡山県中小企業団体中央会

岡山県北地域
企業説明会

平成３０年３月１３日（火） 13:00～15:30

岡山県津山総合体育館（津山市山北 669）

対象者 平成３１年３月に大学、短大、高専、専修学校を卒業予定の方

○津山、真庭、美作地域の企業約６０社が個別に、

企業概要・採用情報を説明します。

お気軽にご来場ください。

☆参加企業一覧は１月中旬に津山広域事務組合の

ＨＰで公開予定です。

http://www.koyou.or.jp/jimukumiai.html

○職業相談、カウンセリングコーナーもあります。

日 時

場 所

★事前申込不要！

★参加無料！

★履歴書不要！

≪津山広域事務組合からのお知らせ！！≫

津山圏域出身の県外学生には交通費の助成があります。

津山広域事務組合の「就活学生登録」をしている学生に、

交通費の半額（ＪＲ又は高速バスの往復の交通費を基準）

を、２万円を上限に補助しています。

詳しくは、津山広域事務組合

(TEL 0868-24-3633)にお尋ねください。



業種 事業所名 所在地 就業場所 募集職種

山陽ロード工業株式会社 津山市下高倉西１２０３－１ 津山市、岡山市 施工管理、営業、施工

成好設備工業株式会社 津山市山北６２１－１７ 津山市 給排水・電気設備工事の設計および施工

株式会社横山基礎工事　岡山工場 美作市上福原９７５－３０ 工場は美作市だが、現場は各地
土木施工管理技士（見習）、クレーンオペレーター（見
習）、現場手元作業員

ＩＫＯＭＡロボテック株式会社 津山市戸島６３４－２８ 津山市 機械設計、電気設計（制御）、総務

株式会社イマガワ 津山市押入８９５ 津山市 設計、建具製造工

オーティス株式会社 真庭市中原２０２－１３ 真庭市 技術職（機械設計、型内製、工程設計、電気設計）

岡山コンクリート工業株式会社 岡山市東区藤井２８８－１ 津山市（津山工場） 技術職(生産管理・品質管理）

加茂繊維株式会社 津山市加茂町青柳４０ 津山市 総合職、生産管理

共和機械株式会社 津山市河面３７５ 津山市
設計開発（電気制御・機械・検査装置・ロボット）、製造・
メンテナンスエンジニア、購買事務

株式会社コニック　 勝田郡勝央町太平台１０－５ 勝田郡勝央町 営業職、技術職、製造職

株式会社佐田建美 真庭市下方８６３－１ 真庭市 現場監理・設計、営業・家具製造、事務デザイン

三和パッキング工業株式会社　美作工場 美作市中尾６００－６ 美作市 開発・設計、生産管理、品質管理

ジェイ・エス・ティ電子工業株式会社　院庄工場 津山市院庄字沢１０８９－１ 津山市
技術職（設備設計、製作）、設備メンテナンス、品質管
理・生産管理

新晃空調工業株式会社 津山市草加部１４５８－４ 津山市　もしくは　神奈川県秦野市 技術職、情報処理

株式会社スターロイ 久米郡久米南町上弓削１３１７－１ 久米郡久米南町 製造技術、製造工、検査

摂津金属工業株式会社 美作市土居８００－２ 大阪府守口市、美作市 技術職（守口市）、生産技術職（美作市）

智頭電機株式会社　岡山工場 勝田郡奈義町久常２９８－１ 勝田郡奈義町 機械設計、電気設計、機械組立、営業・調達

株式会社デンソー勝山 真庭市三田２２０ 真庭市 生産技術

中山石灰工業株式会社 真庭市宮地２２５２ 真庭市 営業職、製造管理

パナソニック株式会社コネクティッドソリューションズ社　津山 津山市草加部１４５８－５ 津山市 生産技術、工場技術、品質管理

株式会社藤岡エンジニアリング 真庭市下市瀬１１００ 真庭市 生産技術職、機械・成形技術職

フジコピアン株式会社 大阪市西淀川区御幣島五丁目４－１３
勝田郡勝央町(岡山工場）、本社（大阪
市）

生産技術職（岡山工場）、開発職（本社）

冨士端子工業株式会社　作東工場 美作市土居７９７ 美作市 生産管理、品質管理、生産オペレーター

銘建工業株式会社 真庭市勝山１２０９ 真庭市 生産技術職（本社工場ほか）

株式会社本山合金製作所 津山市綾部字緑山１６４５－２０ 津山市、兵庫県神戸市（営業所）
機械技術工（津山市）、技術営業（津山市、神戸市）、
品質保証（津山市）

アスクラボ株式会社 津山市平福１８１－３６ 津山市、東京都 システムエンジニア

システックＩＴソリューション株式会社 津山市沼６－８ 津山市 システムエンジニア、プログラマ

株式会社ソフィア 津山市河原町２９－３
津山市（本社）、鳥取支店、京都支店、東
京支店 システムエンジニア

株式会社ワードシステム 津山市鍛冶町３７ 津山市（本社）、北九州、東京、京都
システムエンジニア、プログラマー、ウェブデザイナー
兼エンジニア

株式会社イリエ 津山市川崎５３２－１ 津山市 カメラ・美容スタッフ、事務員、店内販売

岡山トヨペット株式会社 岡山市南区古新田１２３３－２ 津山市内の３店舗
営業（カーライフコンサルティング）、CSスタッフ（ショー
ルームスタッフ）

カインズホーム津山店（株式会社ウシオ） 津山市高野本郷１４０６ 津山市 店舗運営社員

菅田株式会社 津山市川崎１９０２－３ 岡山県内各店舗 販売員

株式会社山陽メディアサプライズ 岡山市南区新保１１０１－１ 津山市 ドコモショップ津山店での販売、受付

株式会社山陽マルナカ 岡山市南区平福１－３０５－２
岡山県（県北エリアのみも可）、広島、兵庫、
大阪、奈良（希望勤務地選択制） 販売職

株式会社さんれいフーズ 鳥取県米子市旗ヶ崎2147 勝田郡勝央町（津山営業所） 地域営業、営業事務

東真産業株式会社 真庭市勝山８０５ 岡山県南、岡山県北
レンタカー（岡山県南）、保険営業（岡山県北）、自動車
整備士（岡山県北）

株式会社ナンバ 津山市材木町１３２８－２５
岡山県、鳥取県、島根県、兵庫県（ナンバ）、岡山県、鳥取県、
島根県、兵庫県、広島県（サーティーワン）

総合職（ホームセンター）、総合職（サーティーワンアイ
スクリーム販売）

ネッツトヨタ岡山株式会社 岡山市南区泉田１－３－６ 津山市
総合職（営業スタッフ）、一般職（フロアスタッ
フ）

株式会社ＰＬＡＮＴ 福井県坂井市坂井町下新庄１５－８－１ 苫田郡鏡野町 店舗管理職候補

株式会社フレッシュ 津山市津山口３０５－２ 津山市周辺の受託厨房、本社
管理栄養士・栄養士（津山市周辺の受託厨房）、総合
職（事務）（本社）

株式会社ホンダカーズ津山 津山市高野本郷１２７５－１１ 津山市、真庭市 営業職、整備士（サービス）

株式会社マルイ 津山市二宮７１　ウエストランド２F 岡山県、鳥取県の各事業所
総合職（岡山県、鳥取県の各事業所）、エリア職（岡山
県の各事業所）

津山市昭和町１－８６（美作マツダ自動車株式会社） 津山市、真庭市 営業スタッフ（津山市）、整備スタッフ（津山市、真庭市）

津山市高尾５６１－１（コマツ美作株式会社） 津山市 整備スタッフ

津山市昭和町１－８６（株式会社美作グループ） 津山市（オートバックス津山院庄店） 整備スタッフ、販売レジスタッフ

山一水産株式会社 津山市戸島９２１－５ 津山市 営業職

金融業 津山信用金庫 津山市山下３０－１５
津山市、真庭市、苫田郡鏡野町、美作市、勝
田郡勝央町 総合職（金融業務における渉外・事務の業務全般）

株式会社アーバン技研 津山市小田中１４４２－９ 津山市 技術職（計画設計）（測量担当）、営業補助職

株式会社生駒会計事務所 津山市東一宮７６－１０ 津山市 経理事務

エース設計産業株式会社 津山市上河原５４３－２
大阪市中央区（本社）、津山市（津山事
業所）

機械設計職

株式会社大成測量 美作市明見３５５－１ 美作市又は真庭市（真庭営業所）
測量・土木設計・補償、地質調査作業（本社又は真
庭）、事務職（本社）

娯楽業 株式会社成通・ソフトシステムズ（ハリウッドチェーン　成通グループ） 岡山市北区駅前町1丁目1番1号 津山市、岡山市、倉敷市など 総合職

社会福祉法人鶯園 津山市瓜生原３３７－１ 津山市 介護職員、介護福祉士

社会福祉法人江原恵明会 津山市津山口３０６ 津山市、久米郡久米南町、赤磐市 介護職員、事務員、保育士（保育士は津山市のみ）

社会福祉法人加茂光陽会 津山市加茂町小中原１１５ 津山市 介護職

社会福祉法人慶光会 真庭市蒜山上福田１２０１－８ 真庭市、鳥取県倉吉市 生活支援員

社会福祉法人千寿福祉会 津山市瓜生原３２６－１ 津山市、久米郡美咲町、美作市 介護職（生活支援員）、看護師

社会福祉法人津山福祉会　特別養護老人ホーム高寿園 津山市下高倉西１５８１－１ 津山市 相談員、管理栄養士、介護職、調理員

社会福祉法人日本原荘 津山市新野東１７９７ 津山市、美作市 介護職員

津山農業協同組合 津山市横山１２８ 津山市、苫田郡、久米郡久米南町 総合職

真庭農業協同組合 真庭市落合垂水１０６４－１ 所在地　他各支所 一般事務　他

岡山県北地域企業説明会（平成３０年３月１３日（火）開催）参加企業一覧

建設業

情報サービス業

美作グループ
（美作マツダ自動車株式会社、コマツ美作株式会社、
株式会社美作グループ本社（オートバックス））

専門サービス業

協同組合

製造業

卸売・小売業

医療・福祉業


