
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・短大・高専・専修学校 ３年

http://www.godoceramics.co.jp 事務技術職（スタッフ職：34歳以下） ◎

建築スタッフ見習い ◎ ◎

(株）アイアールホーム 営業サポート事務 ◎

http://www.ir-home.com 営業職（40歳以下） ◎

総合職
大学・短大・高専・専修

能開校
３年

４ｔ車運転手 ◎

（有）井上 大型運転手 ◎

http://www.inoue-logistics.com トレーラー運転手 ◎

配車業務 ◎

倉庫作業・リフト作業 ◎

和気町／４ｔ車運転手 ◎

ＡＧＣグラスプロダクツ（株）熊山工場

http://www.agc-gp.co.jp

現場技術者 大学・短大・高専・専修 ５年 ◎

（株)岡建設 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 ◎

岡山三相電機（株） 生産技術職 大学 ３年

http://www.sanso-elec.co.jp 品質管理職 大学 ３年

総合職（物流管理部門） 大学・短大・専修学校 ３年

経理事務 大学・短大・専修学校 ３年

倉庫での入出庫作業（製品管理） ◎

備前市／製造サポート（出荷作業） ◎

コーワン（株） 備前市/耐火物（煉瓦）の出荷作業 ◎

https://recruit.kowan.co.jp 大型乗務員候補（見習い） ◎

備前市/港湾荷役作業 ◎

備前市/倉庫での製品管理 ◎

備前市/製造補助及び出荷準備作業 ◎

備前市/煉瓦の荷造り・梱包作業 ◎

瀬戸内市/大型近距離運転手 ◎

7 備前市東片上213-1

6 赤磐市可真上1714-1

家庭用小型モーター製造、一部機械加工
昭和４５年の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。

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。

5 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

2 赤磐市熊崎194-1
昭和６０年にリフォーム会社として設立、現在は住宅リフォームの他、新築住
宅、不動産と事業展開し、平成２９年７月に岡山店を改築し、さらなる事業拡
大を目指しています。

4
赤磐市釣井100-1（株）熊山ＬＩＸＩ
Ｌ製作所内

住宅用複層ガラスの製造
ガラス業界トップメーカー。ＡＧＣ（株）（旧旭硝子）とサッシ業界トップメーカー
（株）ＬＩＸＩＬの合弁会社。北海道から九州まで２０事業所を有し多様化するガラ
スのニーズに応じます。

3 備前市吉永町吉永中623
一般区域貨物運送業
２トン～大型トレーラーまで各種車両で近距離から長距離の輸送をしていま
す。小口集配は岡山県貨物の荷扱所です。

製造作業員

事業所名 事業所所在地 事業内容 募集職種

1 備前市伊部936
鉄鋼メーカー（高炉・電炉）向け耐火物の製造販売、合同製鐵(株)傘下の耐
火物メーカーとして主に電気炉、取鍋、タンディッシュ向けの耐火物を供給して
います。

求人種別

◎◎

「東備地域新規学卒者等就職面接会」 参加事業所一覧
令和１年１１月２２日（金）13：30～16：00 和気商工会館3階
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http://www.ir-home.com/
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http://www.agc-gp.co.jp/
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大卒等 既卒 高卒 一般
事業所名 事業所所在地 事業内容 募集職種

求人種別

「東備地域新規学卒者等就職面接会」 参加事業所一覧
令和１年１１月２２日（金）13：30～16：00 和気商工会館3階

（医）閑谷会

http://www.shizutanikai.com/

（社福）悠優会

http://yuyukai.or.jp/

技術指導員 ◎

（株）タック 溶接工 ◎

http://www.tac-co.com 営業事務及び庶務業務（35歳以下） ◎

営業 大学・短大・専修学校 ３年 ◎ ◎

橋本産業(株) 製造 ◎

http://www.hashimotosangyo.co.jp 一般事務 ◎

縫製工 ◎

ネット加工場作業員 ◎

機械設計
大学・短大・高専
専修学校・能開校

３年 ◎

（株）フジックス 電機設計
大学・短大・高専
専修学校・能開校

３年 ◎

http://www.pro-fujix.co.jp 営業
大学・短大・高専
専修学校・能開校

３年 ◎ ◎

組立 ◎

総合職（自技系） 大学 ３年

（株）三石ハイセラム 技能職 ◎

http://www.mhc354.co.jp 技能職（不定形耐火物） ◎

ムカイ鐵工（株） 設計・営業スタッフ 大学・短大・高専・専修 １年 ◎

http://www.mukai-tk.jp 製造技術スタッフ 大学・短大・高専・専修 １年 ◎

設備保全 高専 ３年

(株）桃谷順天館 製造設備保全（34歳以下） ◎

http://www.e-cosmetics.co.jp 資材管理 ◎

製造ラインオペレーター（34歳以下） ◎

製造技術（総合職） ◎

化粧品製造 ◎

（株）ユノス 場内物流・在庫管理（40歳以下） ◎

http://www.yunos.co.jp 製造設備の機械メンテナンス補助作業 ◎

生産管理 ◎

製造設備の機械メンテナンス ◎

介護職

13 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。

9

10 備前市吉永町南方1073

建設資機材販売及びリース
シーﾙﾄﾞ工事の裏込システム及び材料、設備を製造販売している。独自のタッ
ク工法を開発し技術と信用を獲得、ゼネコン大手との取引で業績は安定してい
る。

11 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。

14 和気郡和気町大田原325-2

備前市木谷214
介護老人福祉施設29床・ショートステイ9床の運営。隣接する老健・通所リハビ
リ・居宅介護支援事業所との連携を通じて良質な医療・介護サービスを提供し
ます。

8 備前市木谷220-1
○介護老人保健施設・診療所○訪問リハビリテーション○短期入所療養介護
（ショートステイ）○居宅支援事業所○通所リハビリテーション（デイケア）

16 赤磐市桜が丘西10-30-15

化粧品・化粧用具（フェイシャルマスク・シートコスメ等）の製造
資生堂、エスティーローダー、ロレアル等、大手化粧品会社を中心に国内外約
４５０社以上と取引があります。生産を科学し、独創的かつ確かな技術で世界
中のお客様に愛される商品をお届けします。

12 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
大企業向けに高い技術力を活かし、ロボットなど各種の専用機械の設計製作と
自社新製品の開発を求める技術者のプロ集団である。

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。

15 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。

介護スタッフ(介護老人保健施設）
大学・短大・高専
専修学校・能開校

３年

大学・短大・高専
専修学校・能開校

３年 ◎

◎

http://www.shizutanikai.com/
http://yuyukai.or.jp/
http://www.tac-co.com/
http://www.hashimotosangyo.co.jp/
http://www.pro-fujix.co.jp/
http://www.mhc354.co.jp/
http://www.mukai-tk.jp/
http://www.e-cosmetics.co.jp/
http://www.yunos.co.jp/

