
対象対象 ▶2024年3月大学等卒業予定者（留学生含む） ▶2023年3月卒業予定者 ▶既卒者（卒業後3年以内の方）等も参加可能▶2024年3月大学等卒業予定者（留学生含む） ▶2023年3月卒業予定者 ▶既卒者（卒業後3年以内の方）等も参加可能

「いま出会う」が君の就活を大きく変える！「いま出会う」が君の就活を大きく変える！

 QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

https://gosetsu.infomark.jp/

岡山県合同企業説明会

││2023年1月20日㈮13時から申込開始││

大学が選んだ
優良企業160社大集結！
大学が選んだ
優良企業160社大集結！

県下最大級！
岡山県
合同企業説明会
岡山県
合同企業説明会

対面・オンライン

13：00▶17：00 学生受付／12：00～

岡山市北区いずみ町２-１-３  岡山県総合グラウンド内
ジップアリーナ岡山

2023年3月3日㈮
160社参加

企業対  面

9：00▶17：05

ZOOM

2023年3月6日㈪
160社参加

企業オンライン

対面・オンラインどちらでも参加可能です。
要予約（当日参加OK）参加無料入退室自由両日同企業 両日参加OK

事前申込や
参加企業一覧など
詳しくはこちらから

運　営

最新情報を配信！

岡山県合同企業説明会
公式アカウント
お友達追加
お願いします。



参加企業一覧

※企業名は、五十音順にて記載しております。
※オンラインの詳しいスケジュールはサイトを
ご覧ください。

アイサワ工業(株)
(株)英田エンジニアリング
アイピーシステム(株)
(株)明石スクールユニフォームカンパニー
(株)アキオカ
アサゴエ工業(株)
浅野産業(株)
旭電業(株)
(株)アステア
IKOMAロボテック(株)
(株)一井
井原精機(株)
(株)魚宗フーズ
内山工業(株)
ANAクラウンプラザホテル岡山（（株）レイ）
エスタカヤ電子工業(株)
(株)エブリイ
OEC(株)
オーエヌ工業(株)
オーエムグループ
(株)オーディーエル
(株)大本組
オカネツ工業(株)
岡山ガス(株)
(株)岡山木村屋
(公財)岡山県環境保全事業団
岡山県信用保証協会
岡山県民共済生活協同組合
(株)岡山システムサービス
岡山市農業協同組合
おかやま信用金庫
岡山ダイハツ販売(株)
岡山土地倉庫(株)
岡山日産自動車(株)
(株)岡山村田製作所
オルバグループ
カーツ(株)
(株)カートップ
(株)カイタックホールディングス
笠岡信用組合
片山工業(株)
カモ井食品工業(株)
岩水開発(株)
協和ファインテック(株)
キングラン中四国(株)
クラカグループ
倉敷化工(株)
倉敷ボーリング機工(株)
クラブン(株)
(株)クラレ岡山事業所
グリーンツール(株)
(株)クレスコ
(株)ＫＧ情報
コアテック(株)

(株)コニック
小橋工業(株)
コムパス(株)
(株)ザグザグ
さんもく工業(株)
三陽機器(株)
(株)山陽新聞社
(株)山陽セフティ
山陽電研(株)
サンヨープレジャーグループ
(株)サンラヴィアン
シーピー化成(株)
(株)システムエンタープライズ
(株)システムズナカシマ
(株)システムタイズ
(株)ジップ
シバセ工業(株)
(株)シマダオール
新興工業(株)
シンコー印刷(株)
新生電機(株)
スズキ岡山販売(株)
セキスイハイム中四国(株)
セリオ(株)
(株)創心會
(株)外林
(株)ソフィア
大善(株)
(株)タイム
ダイヤ工業(株)
タカヤ(株)
(株)ＴＡＫＩＳＡＷＡ（旧 (株)滝澤鉄工所）　
ダブルツリーグループ（(株)ハヤシ）
玉島信用金庫
中央建設(株)
(株)中国銀行（ちゅうぎんフィナンシャルグループ）
中国精油(株)
(福)超寿会　
つばめガス(株)
津山信用金庫
(株)ティ・シー・シー
(株)天満屋
(株)天満屋ストア
(株)東洋工務店
東和ハイシステム(株)
(株)トマト銀行
トヨタカローラ岡山(株)
トヨタモビリティパーツ(株)　岡山・鳥取支社
トリツ機工(株)
(株)トンボ
ナカシマグループ(ナカシマプロペラ・帝人ナカシマメディカル)
(株)中島商会
中村建設(株)
(株)仁科百貨店

(株)西日本システムサービス
西日本メディカルリンク(株)
(株)ニッカリ
(株)ＮＩＣＳ
(株)日産サティオ岡山
日本植生グループ
日本非破壊検査(株)　水島事業所
ネッツトヨタ岡山(株)
ネッツトヨタ山陽(株)
(株)ハーバー・ソフトウェア
萩原工業(株)
(株)白十字
服部興業(株)
晴れの国岡山農業協同組合
(株)ハローズ
ピープルソフトウェア(株)
ピコシステム(株)
(株)ビザビ
備商(株)
備北信用金庫
ヒルタ工業(株)
(株)藤岡エンジニアリング
富士産業(株)　中国事業部
冨士ベークライト(株)
(株)フジワラテクノアート
双葉電機(株)
(株)ププレひまわり
(株)ホテルグランヴィア岡山
(株)ホンダ四輪販売岡山
マックスバリュ西日本(株)
マツサカ(株)
(株)マツモトキヨシ中四国販売
(株)まつもとコーポレーション
丸五ゴム工業(株)
ミサワホーム中国(株)
水島信用金庫
(株)ミスターサービス
三井E&Sシステム技研(株)
みのるグループ
銘建工業(株)
名水美人ファクトリー(株)
(株)桃谷順天館
モリマシナリー(株)
山口技商(株)
ヤマシン技研(株)
(株)山田養蜂場
ヤンマーアグリ(株)
ユアサ工機(株)・東洋重機グループ
ライト電業(株)
ライフデザイン・カバヤ(株)
両備グループ
(株)両備システムズ
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