
大卒等 既卒 高卒 一般

（株）合同セラミックス　【ユースエール認定企業】 総合職（製造管理・品質管理・販売管理） 大学 ３年

http://www.godoceramics.co.jp 事務技術職（スタッフ職：35歳以下） ◎

現場技術者 大学・短大・高専・専修 ５年 ◎

自動車整備士見習い ◎

一般事務 ◎

http://www.okakensetsu.co.jp 土木・現場施工作業員 ◎

土木・施工管理技術者 ◎

(株）キャットアイ　吉井工場

https://www.cateye.com/jp/

黒崎播磨セラコーポ（株）備前製造所

http://www.kh-cera.com

営業職 大学 ３年

技術職 大学 ３年

http://koa-ref.recruit-jp.com 製造職
大学・短大・高専
専修学校・能開校

３年 ◎ ◎

営業・販売管理 大学・短大・専修学校 ３年

物流管理 大学・短大・専修学校 ３年

総務事務 大学・短大・専修学校 ３年

倉庫管理 ◎

赤磐市／製造サポート ◎

コーワン（株）
備前市／製造サポート ◎

http://kowan.co.jp 備前市/耐火物（煉瓦）の出荷作業 ◎

赤磐市/自動車部品の包装作業（59歳以下） ◎

備前市/製造補助作業（59歳以下） ◎

備前市/煉瓦の荷造り・梱包作業（59歳以下） ◎

瀬戸内市/梱包資材等の販売・管理（59歳以下） ◎

赤磐市/倉庫内入出荷作業（59歳以下） ◎

山陽総業（株） 総合職 大学・短大・高専・専修 ３年

http://www.sanyosogyo.co.jp 一般技術職 ◎

大和コアファクトリー（株） 住宅部材の製造 ◎

http://www.daiwahouse.com/about/company/1017.html/ 外壁組立スタッフ(一般応募は35歳以下） ◎

ルート営業 大学・短大・専修学校 ３年 ◎

清掃スタッフ 大学・短大・専修学校 ３年 ◎

一般事務 ◎

2 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

3 赤磐市福田668
自転車用リフレクター、サイクロコンピューター、バッテリーランプ、自動車用デ
ルタサイン（非停止表示板）の製造及び販売。

7 赤磐市黒本37
住宅メーカーの住宅機器（収納、ドアー、掘ゴタツ等）の生産。創業以来、収納
家具等の製造で安定的な成長を続けています。

8

（株)岡建設

備前市東片上50-16

求人種別

1 備前市伊部936 耐火煉瓦及び不定形耐火物の製造販売

事業所名 事業所所在地 事業内容 募集職種

生産技術部門 大学・高専 ３年

◎ ◎

5 備前市穂浪3904-7 耐火物製造販売（主に製鉄用）

4 備前市浦伊部1175
鉄、セメントなどの素材を作る為に欠かせないものが耐火物です。その耐火物
の製造業務全般を担っております。

赤磐市田賀2056
大和ハウス工業（株）の100％出資子会社。東日本に３工場、西日本に３工場
あります。鋼材・木材の切断、加工、塗装を中心にその他、住宅の部材を製
造。

耐火物製造工（一般応募は45歳以下）

興亜耐火工業(株)

主たる事業は総合物流事業です。（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
の生産・販売）国内旅行業等を行っています。

9 (有)ダスキン備前 備前市穂浪3468-3
事業所やご家庭へマット・モップ・空気清浄器・浄水器・タオル等の衛生関連商
品のレンタル、及び洗剤やそうじ道具等の販売。清掃事業。害虫駆除事業。

「東備地域就職面接会・ＵＩＪターン相談会」 参加事業所一覧
平成３０年１１月７日（水）13：30～16：00 和気商工会館3階
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大卒等 既卒 高卒 一般

求人種別
事業所名 事業所所在地 事業内容 募集職種

「東備地域就職面接会・ＵＩＪターン相談会」 参加事業所一覧
平成３０年１１月７日（水）13：30～16：00 和気商工会館3階

利守酒造（株） 一般事務（一般応募は45歳以下） 大学・短大・専修 ３年 ◎

http://www.sakehitosuji.co.jp/ 製造・出荷業務（一般応募は34歳以下） 大学・短大・専修 ３年 ◎

（社福）虹の会 特別養護老人ホームひまわり園

http://www.himawarien.org/

橋本産業（株） 営業 大学 ３年 ◎ ◎

http://www.hashimotosangyo.co.jp 製造 ◎

（株）フジックス

http://www.pro-fujix.co.jp

技術職（一般応募は30歳以下） 大学・高専 ３年 ◎

（株）三石ハイセラム 技能職 ◎ ◎

https://mitsuishi-hc.jp/ 技能職（不定形耐火物） ◎

営業職（一般応募は35歳以下） ◎

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

http://www.mukai-tk.jp

介護職 大学・短大 ３年 ◎ ◎

作業療法士 ◎

支援相談員 ◎

http://hikarien-akaiwa.jimdo.com/ 介護支援専門員 ◎

看護師 ◎

製造担当（一般応募は34歳以下） ◎ ◎

製造ラインオペレーター（一般応募は34歳以下） ◎

http://www.e-cosmetics.co.jp 製造設備保全（一般応募は34歳以下） ◎

（医）睦会

（株）桃谷順天館
18 和気郡和気町米沢629-1

17 赤磐市長尾15

12 備前市日生町寒河380-46
漁網・ＰＥクロスシート・陸上用ネット・ゴルフネット・野球ネットの加工製造卸販
売。多品目の商材加工販売に力を入れており、製造加工業として業界では上
位に位置している。

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。

３年 ◎ ◎11 和気郡和気町佐伯158
社会福祉事業（特別養護老人ホーム、ケアハウス（軽度老人ホーム）の設置
経営、老人デイサービス、老人短期入所事業等）

介護員

◎

14 備前市三石2577
耐火煉瓦製造、販売業
耐火煉瓦製造の中堅メーカーであり、順調に業績を伸ばし、新製品の開発、促
進に意欲的で、今後一層の発展が期待できる。

13 備前市新庄628-1 産業機械（専用機）、同部品、精密治工具等設計製作及び加工 営業

幸ケ峯クリニック（精神科・神経科）、及びひかり苑（介護老人保健施設）の運
営。入所定員８０床。自然に恵まれた地にある当事業所は、医療・介護業を実
施主体とし地域社会への貢献を基本理念とする、前向きで明るく、働きがいの
ある職場です。

3年 ◎

◎

大学・短大・高専
専修学校・能開校

16 和気郡和気町大田原325-2
様々な分野の企業のオーダーメイド産業用装置、水門を始めとする鋼構造物
を主なる事業とし、企画構想から設計・製作・施工・メンテナンスに至るまで一
貫して自社対応を行っています。

製造技術スタッフ

15 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、地方の中小メーカーでありながら、業界で常に注
目される地位を築きあげています.。

製造スタッフ
みのる産業（株）

ムカイ鐵工（株）
１年 ◎大学・短大・高専・専修

大学・短大

10 赤磐市西軽部762-1

幻の米と呼ばれる「雄町米」を今日に復活し、その米を用いて清酒、本格焼酎
及びリキュール製造をしています。赤磐雄町米を使用した酒類で全国に愛飲
者を持ち、全国百貨店、酒専門店での販売だけでなく、海外輸出にも力を入れ
ています。
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