
企　　業　　名 所　　在　　地
従業
員数

職　　　　種

1 株式会社アーバン技研 津山市小田中１４４２－９ 17 営業職    技術職

2 株式会社英田エンジニアリング 美作市三保原６７８ 130
機械設計・営業・電気設計・製造・
管理

3 アスクラボ株式会社 津山市平福１８１－３６ 25 技術（システムエンジニア）    営業
4 株式会社尼崎工作所　岡山工場 勝田郡奈義町柿５０２－１４　東山工業団地 95 機械組立
5 ＩＫＯＭＡロボテック株式会社 津山市戸島６３４－２８ 49 機械設計    電気設計

6 株式会社イリエ 津山市川崎５３２－１ 55
カメラアシスタント    美容スタッフ
店内販売員    営業

7 院庄林業株式会社 津山市二宮２２－１ 250
営業職    ＣＡＤオペレーター職
技術職

8 社会福祉法人鶯園 津山市瓜生原３３７－１ 700 介護職員    介護福祉士
9 エース設計産業株式会社 大阪府大阪市北区天満２－１－２９ 200 機械設計職
10 株式会社エクステリアセンター森元 津山市平福１７４－２ 10 技術職・エクステリア職人
11 社会福祉法人江原恵明会 津山市津山口３０６ 330 介護職員    看護職員

12 大石金属工業株式会社　岡山工場 勝田郡奈義町西原３８０－３８ 135
精密金型設計・製作オペレーター・
順送プレスオペレーター

13 株式会社オーエスエー 津山市戸脇４９４－７ 28 測量技術者    土木設計技術者
14 オーエヌ工業株式会社 津山市神戸４６６ 160 総合職    製造工    生産技術
15 オーティス株式会社 真庭市中原２０２－１３ 186 総合職
16 岡山コンクリート工業株式会社 岡山市東区藤井２８８－１ 86 営業職    技術職
17 一般社団法人岡山中央総合情報公社 久米郡美咲町原田３１０８－２ 43 システムエンジニア・プログラマー
18 小川香料株式会社岡山工場 勝田郡勝央町太平台１－２ 553 製造職
19 社会福祉法人加茂光陽会 津山市加茂町小中原１１５ 80 介護職

20 加茂繊維株式会社 津山市加茂町青柳４０ 55
ブランディングディレクター（幹部候
補生）

21 菅田株式会社 津山市川崎１９０２－３ 240 販売
22 晃立工業株式会社 津山市草加部１１４７ 16 営業職    技術職

23 株式会社コードー
東京都港区港南２－１６－１　品川イーストワ
ンタワー１６Ｆ

155
商品管理・配送
金属加工・入出荷

24 株式会社佐田建美 真庭市中７０５ 15
設計・現場管理    営業
インテリアデザイン・事務

25 株式会社山陽マルナカ 岡山市南区平福1-３０５－２ 7531 販売職
26 株式会社山陽メディアサプライズ 岡山市南区新保１１０１－１ 96 ドコモショップでの受付
27 株式会社さんれいフーズ 鳥取県米子市旗ヶ崎２１４７ 315 営業    営業事務
28 三和パッキング工業株式会社　美作工場 美作市中尾６００－６ 270 技術職（設計・開発）
29 ジャパンメディック株式会社 岡山市北区西長瀬２６１－１０１ 105 ルート営業
30 新晃空調工業株式会社 津山市草加部１４５８－４ 360 技術職    情報処理    事務職
31 スズキ岡山販売株式会社 岡山市北区平野６２２－５ 151 営業職
32 株式会社スターロイ 久米郡久米南町上弓削１３１７－１ 45 製造工
33 株式会社成通・ソフトシステムズ 岡山市北区駅前町１－１－１　成通岡山ビル 1000 総合職
34 株式会社セキサン 津山市林田８－１ 35 事務職    営業職
35 株式会社セラヴィ 久米郡美咲町小原１６８１－１ 16 介護職員
36 株式会社ソフィア 津山市河原町２９－３ 190 システムエンジニア・プログラマ
37 株式会社大市珍味　岡山工場 苫田郡鏡野町市場１５ 90 生産管理    開発    品質管理
38 大成製紙株式会社 津山市川崎２００－１ 155 技術スタッフ

39 一般財団法人津山慈風会 津山市川崎１７５６ 1100
理学療法士    作業療法士
言語聴覚士

40 津山信用金庫 津山市山下３０－１５ 160 総合職
41 津山農業協同組合 津山市横山１０８ 540 総合職

42 社会福祉法人津山福祉会 津山市下高倉西１５８１－１ 80
社会福祉士    介護福祉士
介護士

43 株式会社デンソー勝山 真庭市三田２２０ 310 生産技術
44 東和薬品株式会社 大阪府門真市新橋町２－１１ 2009 医薬品製造業務
45 株式会社ナンバ 津山市材木町１３２８－２５ 619 総合職(幹部候補生)
46 社会福祉法人日本原荘 津山市新野東１７９７ 305 介護職
47 株式会社ＨＡＫＫＥＩＪＡＰＡＮ 真庭市豊栄１５７２ 28 フロント    接客    調理場
48 株式会社ＰＬＡＮＴ 福井県坂井市坂井町下新庄１５－８－１ 620 店舗管理職候補

49 株式会社フレッシュ 津山市津山口３０５－２ 83
栄養士    管理栄養士    調理師
総合職

50 医療法人豊医会 美作市豊国原３６３－２ 143 介護職員    介護福祉士    看護師
51 株式会社ホンダカーズ津山 津山市高野本郷１２７５－１１ 91 営業
52 真庭農業協同組合 真庭市落合垂水１０６４－１ 304 一般事務他
53 株式会社マルイ 津山市二宮７１　ウエストランド２F 1200 総合職

54
美作グループ(美作マツダ自動車、コマツ美
作、オートバックス）

津山市昭和町１－８６ 220
ピットスタッフ    営業    販売スタッ
フ

55 株式会社本山合金製作所 津山市綾部字緑山１６４５－２０ 120
品質保証・開発業務    機械技術
工（機械加工）    設計業務

56 株式会社森通商 岡山市北区今８－１４－３７ 99 総合職
57 株式会社横山基礎工事 兵庫県佐用郡佐用町真盛３８５－２ 277 工場作業員    現場管理

58 両備ホールディングス株式会社 岡山市北区錦町６－１ 2400
総合職    総合交通キャリア職・プ
ロドライバー職    グランドスタッフ

59 株式会社ワードシステム 津山市鍛治町３７ 66 システムエンジニア・プログラマー
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