
企業名（全112社） 募集対象者
（既卒：概ね卒業3年以内）

業種

株式会社アースクリエイト（三好組グループ） 新卒・既卒、一般採用 建設
社会福祉法人愛育福祉会 新卒・既卒、一般採用 サービス
株式会社ＩＮＥ検測 新卒・既卒、一般採用 測量業
旭電業株式会社 新卒・既卒採用 建設
株式会社アステア 新卒・既卒採用 メーカー
株式会社アスパーク　岡山オフィス 新卒・既卒、一般採用 サービス
アセス株式会社 新卒・既卒、一般採用 サービス
株式会社ヰセキ中四国 新卒・既卒採用 金融
株式会社イマイ 新卒・既卒、一般採用 流通・小売
株式会社エイジェック 新卒・既卒、一般採用 総合人材サービス業
エクシードシステム株式会社 新卒・既卒、一般採用 ソフトウェア・情報処理・通信
社会福祉法人江原恵明会 新卒・既卒、一般採用 サービス
株式会社大原組 新卒・既卒採用 建設
オカネツ工業株式会社 新卒・既卒、一般採用 メーカー
株式会社岡山木村屋 新卒・既卒採用 生産・販売・サービス
岡山県土地改良事業団体連合会 新卒・既卒、一般採用 その他団体
岡山交通株式会社 新卒・既卒採用 サービス
岡山市農業協同組合 新卒・既卒採用 農業協同組合

岡山中央魚市株式会社 新卒・既卒、一般採用 卸売業
岡山リハビリ機器販売有限会社 新卒・既卒、一般採用 流通・小売
カーツ株式会社 新卒・既卒採用 メーカー
株式会社カザケン 新卒・既卒採用 建設
片山工業株式会社 新卒・既卒採用 メーカー
株式会社カルファイン 新卒・既卒、一般採用 メーカー
社会福祉法人吉備健生会 新卒・既卒、一般採用 サービス
株式会社協同プレス 新卒・既卒採用 製造業（印刷関連業）
株式会社共和工業所 新卒・既卒、一般採用 メーカー
株式会社クォークテクノロジー 新卒・既卒、一般採用 メーカー
社会福祉法人クムレ 新卒・既卒採用 福祉
株式会社倉敷自動車教習所 新卒・既卒採用 運転教育業
クラブン株式会社 一般採用 商社
グリーンツール株式会社 新卒・既卒、一般採用 メーカー
クリエイティブリンク株式会社 新卒・既卒、一般採用 ソフトウェア・情報処理・通信
株式会社クレスコ 新卒・既卒採用 メーカー
社会福祉法人恵風会 新卒・既卒、一般採用 介護・看護
KBKエンジニアリング株式会社 新卒・既卒、一般採用 製造
興和商事株式会社 新卒・既卒、一般採用 商社
コーワン株式会社 新卒・既卒、一般採用 その他
株式会社コニック 新卒・既卒採用 メーカー
コムパス株式会社 新卒・既卒、一般採用 販売（卸売・小売）
株式会社サンケン 新卒・既卒、一般採用 物品賃貸業（レンタル業）
株式会社山陽セフティ 新卒・既卒採用 サービス
山陽ロード工業株式会社 新卒・既卒、一般採用 建設
ジェイ・エス・ティ電子工業株式会社 新卒・既卒、一般採用 メーカー
株式会社ジェイテック 新卒・既卒、一般採用 ソフトウェア・情報処理・通信

株式会社システムタイズ 新卒・既卒採用 ソフトウェア・情報処理・通信
株式会社シティライト 新卒・既卒、一般採用 流通・小売
勝英自動車学校 新卒・既卒、一般採用 自動車学校
社会福祉法人松園福祉会　あすなろ園 新卒・既卒採用 福祉
水ｉｎｇ株式会社 西日本支店 新卒・既卒、一般採用 インフラ
株式会社生興運送 新卒・既卒採用 物流業
成好設備工業株式会社 新卒・既卒、一般採用 建設
株式会社誠実興業 一般採用 建設
社会福祉法人雪舟福祉会 新卒・既卒、一般採用 サービス
社会福祉法人瀬戸内福祉事業会　瀬戸内学園 新卒・既卒、一般採用 障がい者福祉
株式会社創心會 新卒・既卒、一般採用 サービス
株式会社外林 新卒・既卒採用 菓子卸
大紀産業株式会社 新卒・既卒採用 メーカー
大善株式会社 新卒・既卒採用 メーカー
大山日ノ丸証券株式会社 新卒・既卒採用 金融
株式会社大和鉄工所 新卒・既卒、一般採用 建設
株式会社テレポートモバイル 新卒・既卒、一般採用 流通・小売
社会福祉法人天神会 新卒・既卒、一般採用 福祉事業
株式会社天満屋ストア 新卒・既卒採用 流通・小売



社会福祉法人東光会（おおふくこども園・ならの木保育園・ど
んぐりのいえ）

新卒・既卒、一般採用
福祉（認定こども園・認可保育所）

株式会社東洋工務店 新卒・既卒、一般採用 建設
東洋重機工業株式会社（ユアサグループ） 新卒・既卒採用 商社
株式会社東洋リース（ユアサグループ） 新卒・既卒採用 サービス
トヨタL&F岡山株式会社 新卒・既卒採用 商社
トヨタカローラ岡山株式会社 新卒・既卒採用 商社
トリツ機工株式会社 新卒・既卒採用 商社
中谷興運株式会社 新卒・既卒、一般採用 倉庫・物流業
株式会社なんば技研 新卒・既卒、一般採用 測量・建設コンサルタント
株式会社ＮＩＣＳ 新卒・既卒採用 ソフトウェア・情報処理・通信
日本生命保険相互会社 新卒・既卒採用 金融
日本非破壊検査株式会社　水島事業所 新卒・既卒、一般採用 サービス
橋本義肢製作株式会社 新卒・既卒、一般採用 メーカー
服部興業株式会社 新卒・既卒採用 商社
株式会社浜田工務店 新卒・既卒、一般採用 サービス
株式会社はれコーポレーション 新卒・既卒、一般採用 サービス
備商株式会社 新卒・既卒、一般採用 商社
株式会社福井廚房 新卒・既卒、一般採用 商社
株式会社藤岡エンジニアリング 新卒・既卒、一般採用 メーカー
株式会社ププレひまわり 新卒・既卒、一般採用 流通・小売

株式会社ベネミール 新卒・既卒採用 サービス
株式会社ヘルヴェチア 新卒・既卒、一般採用 ソフトウェア・情報処理・通信
株式会社蓬莱組 新卒・既卒、一般採用 建設
株式会社ホンダカーズ津山 新卒・既卒、一般採用 自動車販売・自動車整備
マイクロクラフト株式会社 新卒・既卒、一般採用 メーカー
真鉄工株式会社 新卒・既卒、一般採用 製造業
松正工機株式会社 新卒・既卒、一般採用 建設
株式会社マツモトキヨシ中四国販売 新卒・既卒採用 流通・小売
株式会社マルイ 新卒・既卒採用 流通・小売
丸五ゴム工業株式会社 新卒・既卒採用 自動車部品の開発・製造・販売
株式会社ミスターサービス 新卒・既卒、一般採用 アウトソーシングサービス
株式会社ミズレック倉敷支店 新卒・既卒採用 金属精錬業
有限会社ミト・ワークス 新卒・既卒、一般採用 ソフトウェア・情報処理・通信
三乗工業株式会社 新卒・既卒採用 メーカー
株式会社三好組（三好組グループ） 新卒・既卒、一般採用 土木建築・解体・リサイクル
株式会社明友社 新卒・既卒採用 学習塾
目黒建設株式会社 新卒・既卒、一般採用 インフラ
株式会社本山合金製作所 新卒・既卒、一般採用 製造業
山口技商株式会社 新卒・既卒、一般採用 メーカー
山﨑プラント株式会社 新卒・既卒、一般採用 建設
ヤンマーアグリ株式会社 新卒・既卒採用 メーカー
ユアサ工機株式会社（ユアサグループ） 新卒・既卒採用 メーカー
株式会社ユーコム（ユアサグループ） 新卒・既卒採用 ソフトウェア・情報処理・通信

両備グループ 新卒・既卒採用
運輸・小売・サービス・不動産・建
設・メーカーなど

株式会社両備ヘルシーケア 新卒・既卒、一般採用 サービス
株式会社ワードシステム 新卒・既卒、一般採用 ソフトウェア・情報処理・通信

株式会社Ｙ２ＮＥＴ 新卒・既卒、一般採用 金融
株式会社和田組 新卒・既卒採用 建設


