
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○津山圏域、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。 
 

※当日参加可能ですが、資料作成の都合上、なるべく事前のお申込みをお願いいたします。 

 お申込みはこちらから ➡ http://www.koyou.or.jp/kenhokugousetu.html 
 

○職業相談、カウンセリングコーナーもあります。 

令和２年度卒業予定者対象 

岡山県北地域 
企業説明会  

対象者 
令和２年度（令和２年４月～令和３年３月）に 

大学、短大、高専、専修学校を卒業予定の方 

令和２年３月７日（土） 13:00～15:30 

津山圏域雇用労働センター（津山市山下 92-1） 

日 時 

場 所 

★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。 

主催 津山地区雇用開発協会 

津山広域事務組合（津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・美咲町） 
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 FAX：0868-22-9647  メール：koyou@tvt.ne.jp 

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 

   ㈱東京リーガルマインド  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 

 

 

P 有料駐車場 

P 無料駐車場 

P 

P 

津山圏域 

雇用労働センター 

●城下駐車場をご利用の方は駐車券をお渡しいたします。 



 産業分類 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
施工スタッフ（施工管理候補）、施工管理技術
者、営業・積算技術者

株式会社横山基礎工事　岡山工場 美作市上福原９７５－３０
美作市、兵庫県佐用郡佐用町（本社）、
国内にある工事現場

施工管理、営業・企画、工場作業員（溶接・製
缶・天井クレーン操作　他）

院庄林業株式会社 津山市二宮２２－１ 津山市
立木購入（ドローン）・フォレスター、営業、ＣＡＤ

オペレーター

フジコピアン株式会社 大阪市西淀川区御幣島５－４－１４ 勝田郡勝央町、大阪市、東京都 生産技術職、開発職、営業職

サンライズ株式会社 大阪市中央区道修町１－７－１北浜コニシビル１０階 勝田郡奈義町、その他 製造職

中山石灰工業株式会社　（ユースエール認定企業） 真庭市宮地２２５２ 真庭市 営業、製造管理職

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

株式会社コニック　 勝田郡勝央町太平台１０－５
岡山（勝田郡勝央町）、大阪、埼玉、愛

知

営業／営業事務・技術補助、システム、生産技

術

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

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）

オーエヌ工業株式会社 津山市上田邑３２３５-２
北海道、宮城、東京、大阪、広島、九
州、岡山（津山）

営業、製造工、生産技術

三橋サンブリッジ株式会社 真庭市赤野三橋６１０ 真庭市 営業・生産管理、機械設計

共和機械株式会社 津山市河面３７５ 津山市 設計開発

山陽熱工業株式会社 津山市上之町３５ 津山市 設計・開発、技術職

フクシマガリレイ株式会社 大阪市西淀川区竹島２－６－１８ 岡山工場（勝田郡勝央町） 設計開発職

株式会社藤岡エンジニアリング 真庭市下市瀬１１００ 真庭市 機械加工・成形、品質管理、生産技術

ジェイ・エス・ティ電子工業株式会社　院庄工場
日本圧着端子製造株式会社　院庄生産技術センター

津山市院庄字沢１０８９－１
津山市院庄字沢１０８９

津山市
技術職（設備設計、製作）、品質管理・生産管

理、設備メンテナンス・オペレータ
製造設備の設計・製作

株式会社三社電機製作所岡山工場 勝田郡奈義町柿１７４１ 奈義町、大阪市、滋賀県守山市
技術系総合職（設計・開発、品質保証、生産技

術など）

株式会社デンソー勝山 真庭市三田２２０ 真庭市 生産技術スタッフ

冨士端子工業株式会社　作東工場 美作市土居７９７ 美作市 生産オペレーター

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 プログラマー、システムエンジニア

株式会社ソフィア 津山市河原町２９－３
本社（津山市）、京都・東京・鳥取の各
支店

システムエンジニア

株式会社RELATION 津山市東一宮２１－１ 津山市
システムエンジニア・プログラマー、ネットワーク

エンジニア

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 地域営業、営業事務

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

株式会社山陽マルナカ 岡山市南区平福１－３０５－２
岡山県（津山）、広島県、兵庫県内
（希望勤務地選択制）

販売職

株式会社マルイ 津山市二宮７１ 岡山県、鳥取県、島根県内の各事業所 販売・企画職（エリア）、販売・企画職（総合）

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）)

津山市昭和町１－８６（美作マツダ自動車株式会社）
津山市高尾５６１－１（コマツ美作株式会社）
津山市昭和町１－８６（株式会社美作グループ本社）

津山市

営業スタッフ
営業スタッフ、整備・ピットスタッフ
販売スタッフ、整備・ピットスタッフ、総務・人
事スタッフ

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）

岡山トヨペット株式会社 岡山市古新田１２３３－２ 岡山県内各店舗（通勤可能範囲）
営業スタッフ、ＣＳスタッフ（ショールームスタッ
フ）、サービスエンジニア

岡山三菱ふそう自動車販売株式会社 岡山市中区兼基２７－１ 津山市、岡山市、倉敷市、総社市 営業職、整備職

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

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（転勤の可能性あり） 店舗運営社員

株式会社セキサン 津山市林田町８－１ 津山市 ＬＰガス配送・検針

菅田株式会社 津山市川崎１９０２－３ 本社（津山市）、岡山県内各店舗 総合職、販売職、営業・販売サポート

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
ドコモショップ内での接客・販売サービスのご案
内・受付業務

ＭＸモバイリング株式会社 岡山市南区当新田７４－１ 津山市 店舗販売

金融業・保険業 津山信用金庫 津山市山下３０－１５
津山市、真庭市、美作市、苫田郡、
勝田郡の各店舗

総合職（金融業務における営業・事務）

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　津山営業所 津山市上河原５４３－２ 津山市 機械設計職

株式会社大成コンサルタント 美作市明見３５５－１ 美作市、真庭市 測量・土木設計・補償調査・地質調査作業

アセス株式会社 津山市中北上１７３１ 津山市、新見市、岡山市 土木設計、環境コンサルタント

Ａ＆Ｃ株式会社　季譜の里 美作市湯郷１８０ 美作市 調理士

株式会社ＣＴＲ 津山市小原２００－２９
岡山県（津山市・真庭市）、鳥取県（米

子市、境港市、日吉津村）
サービス職

株式会社フレッシュ 津山市津山口３０５－２ 津山市、赤磐市、久米南町 管理栄養士・栄養士、調理師、一般事務

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1－１－１ 津山市４店舗含む８都道府県の各店舗 総合職

株式会社勝英自動車学校 勝田郡勝央町平１２２７－６ 勝田郡勝央町 教習指導員

株式会社クリエイティブサポート 鳥取県米子市両三柳３２３－１ 津山市 カーブスインストラクター

医療法人三水会　田尻病院 美作市明見５５０－1 美作市 看護師

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 支援員、看護師

特定非営利活動法人やまさくら 久米郡美咲町打穴里１６４４－１ 久米郡美咲町 生活支援員

社会福祉法人鶯園 津山市瓜生原３７７－１ 津山市 介護職員

社会福祉法人千寿福祉会 津山市瓜生原３２６－１ 津山市、美作市、美咲町等、応相談 生活支援員・介護職員、看護師

社会福祉法人津山社会福祉事業会 津山市川崎１５０８ 津山市、美咲町 支援員、保育士、看護師

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

社会福祉法人江原恵明会 津山市津山口３０６ 津山市、久米南町、赤磐市 保育士・栄養士、介護職員、事務職員

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、調理員・栄養士

社会福祉法人翠明会 真庭市美甘３２６ 真庭市 介護職員、看護職員、管理栄養士

津山農業協同組合 津山市横山１２８ 津山市、苫田郡、美咲町、久米南町 総合職

真庭農業協同組合 真庭市落合垂水１０６４－１ 岡山県内 総合職

岡山県北地域企業説明会参加企業一覧

建設業

製造業

情報通信業

卸売業・
小売業

宿泊業,飲食
サービス業

教育,学習支
援業

医療,福祉

複合サービス
事業

学術研究，専
門・技術サー
ビス


