
企 業 名
一般（概ね45歳未満）

所 在 地 採用予定職種 学歴区分
既卒３年

以内の応募
インターシップ
受入の可否 採用予定職種

サプライチェーン 大学院・大学

信頼性保証 大学院・大学

http://www.okayama-taiho.co.jp/
事業開発・研究

品質管理
大学院・大学

http://www.godoceramics.co.jp

http://www.daitokasei.com

品質管理職 大学

製造総合職 大学

http://www.sanso-elec.co.jp 生産技術職 大学

物流管理

リフト作業

http://kowan.co.jp 製造補助作業
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事業内容

新卒学卒者

岡山大鵬薬品株式会社

備前市久々井１７７５－１

医薬品の製造、販売
（消炎・鎮痛パップ剤、副腎皮質ステ
ロイド外用剤等）

可 否 -

株式会社合同セラミックス

備前市伊部９３６

耐火煉瓦及び不定形耐火物の製造
販売

営業 大学院・大学 可 否 -

大東化成工業株式会社　岡山工場

備前市木谷４３７

・化粧品用途を主とする紛体の表面
処理加工
・各種樹脂の混練加工
・文具用インキ製造

製造職 大学・短大・高専・専修 可 可 製造作業

可 否

土木、施工管理技術者

一般事務 大学院・大学・短大・高専・専修

土木、現場施工作業員自動車整備士
見習い

専修

株式会社岡建設

和気郡和気町田賀３９７

地域の安全と自然環境を守る建設
業、お客様の安心と安全を支えるガ
ソリンスタンド・建設・スタンドともに
仕事中は真剣ですが、仕事から離
れると穏やかで優しい雰囲気の会
社です。

現場技術者 大学院・大学・短大・高専・専修

http://www.okakensetsu.co.jp

組立工

コーワン株式会社

備前市東片上５０－１

主たる事業は総合物流事業
（倉庫業、運送業、業務請負業、産
業廃棄物収集運搬業、産業車両
リース業、通関業等）その他観光農
園事業（農作物生産・販売）、国内旅
行業等

物流管理総合職 大学院・大学・短大・専修 可

可

大学・短大
高専・専修

岡山三相電機株式会社

赤磐市可真上１７１４－１

家庭用小型モー夕一製造
一部機械加工
創業以来小型モーター製造メーカー
として、独創的で優れた製品の開発
提供と、日々改革を目標とし、「愛と
感謝と積極性」の社是のもとに、さら
なる発展を目指しております。

可

可

大学・短大
高専・専修

技術職

事務職 大学・短大・高専・専修 事務職

株式会社三晃

赤磐市山口２１３０－１

動かなくなった自動車部品を再生す
るリビルド業務壊れた部分を特定
し、交換や成形・加工を通じて、自動
車部品そのものをまた元気に蘇らせ
る業務です。

技術職 大学・短大・高専・専修

http://www.sanko-web.jp

社会福祉法人閑谷福祉会

和気郡和気町日笠下１６１３－５

障害者・高齢者の方の地域生活支
援をはじめ、入所施設、通所施設、
グルーフ゜ホームの運営
しずたに（入所）、閑谷ワークセン
ターせと（通所）、東備地域生活支援
センター、高齢者グループホームも
みじの里、障害児デイサービス事業
等

生活支援員 大学・短大

http://shizutani-fukushi.com

可

可

大学・短大
高専・専修

可

可

大学・短大
生活支援員

保育士 大学・短大

相談支援員 大学・短大

管理栄養士 大学

ユースエール認定企業

ユースエール認定企業

ユースエール認定企業
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事業内容

新卒学卒者

http://www.shinkin.co.jp/hinase/

http://www.fuchimoto-jk.co.jp/

http://www.minoru-sangyo.co.jp/

www.repcoinc.co.jp

富士鋼業株式会社

赤磐市山口２１０５
産業機械部品、農業機械部品、圧
力容器、自動車部品の製造
環境が良好であり、工場も新しく、作
業場も広く働きやすい職場です。

生産技術 大学・短大・高専・専修

総合職

備前グリーンエネルギー株式会社

備前市東片上３９－６

エネルギーコンサルティング
建物・工場の省エネ設計から、公共
向けの調査業務、再生可能エネル
ギーを活用した地域活性化まで、エ
ネルギーに関わる幅広いコンサル
ティング業務を行っています。

研究員
（省エネルギー
新エネルギー）

大学院・大学

可
可
　

大学

研究員
（省エネルギー
新エネルギー）

日生信用金庫

備前市日生町日生８８８－５

金融機関
地元金融機関として地域経済ととも
に歩んできました。備前市日生町に
本店を置き、主に岡山県東備地区
及び兵庫県の一部を営業エリアと
し、１０店舗を展開する信用金庫で
す。

総合職 大学院・大学・短大・高専・専修 可 可

可

可

大学・短大
高専・専修

技能職（溶接工）

品質保証 大学・短大・高専・専修
http://www.fujiko-kk.co.jp

業務アシスタント 大学院・大学・短大 業務アシスタント
https://www.bizen-greenenergy.co.jp

製造スタッフ

みのる産業株式会社

赤磐市下市４４７

農業機械（田植機、野菜移植機）電
気製品（餅つき機、精米機）防除機
の開発、製造、販売
開発型企業として、一に独創、二に
独創の企業精神により数々のヒット
商品を生み出し、業界で常に注目さ
れる地位を築きあげています。

総合職
（営業、研究
工場管理）

大学院・大学・短大・高専・専修 可

可

大学・短大
高専・専修

製造職

淵本重工業株式会社

赤磐市坂辺１５６６

各種金属部品製造を一貫生産で手
がけるエンジニアリング企業
農業機械・建設機械・一般産業機
械・鉄道車両などの金属部品製造を
受注から納品までワンストップで対
応しています。

製造スタッフ 大学・短大・高専・専修 可

可

大学・短大
高専・専修

製造ラインオペレーター

設備保全

設備保全 高専
http://www.e-cosmetics.co.jp 品質管理

株式会社桃谷順天館　岡山工場

和気郡和気町米沢６２９－１
化粧品製造
明治１８年創業以来、明色化粧品を
はじめ、各種基礎化粧品を製造販
売している業界の老舗

製造担当 高専

可

モリマシナリー株式会社

赤磐市仁堀東１３８３

製薬用打錠機、金属用ロール成形
機、工作機械用ＡＴＣ、成形ロール、
製薬用金型パンチ・ダイ、リングダ
イ、自動車部品等の開発設計、製
造、販売
国内だけでなく世界の先端産業を支
援する機械メーカーです。

機械設計職 大学院・大学・高専

http://www.mori-machinery.co.jp
大学・短大・高専・専修

否

品質管理

株式会社レプコ

備前市八木山３３０

天然鉱産物・雲母（マイカ）の調達・
製造（雲母粉への精製粉砕・品質保
証）・販売
レプコマイカは、プラスチック・塗料
の材料として自動車・電気製品・精
密機器の部品内で使用されていま
す。

品質管理 大学・短大・高専・専修 可 否

可 否 -

機械技術加工職 大学院・大学・高専・専修

電機技術職 大学院・大学・高専

技術営業職 大学院・大学・短大・高専・専修

一般事務職
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