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吉備中央町で働こう！

メリットを

しっかりチェックして、

自分らしいライフスタイル

を選ぼう！

いいこといっぱい！

安心・安全で暮らしやすい、
豊かな気候・風土

　吉備中央町は、降水量１mm未満の日が日本一多い「晴
れの国おかやま」の中央部、標高200ｍ～500ｍの高原地
帯にあり温暖な気候の県南部よりやや涼しい気候です。町
内には活断層がないため、地震が少ないと言われる岡山県
の中でも直下型地震の発生する可能性が低く、安心安全で
暮らしやすい環境であるため、都市部の移住希望者から移
住先としても注目されています。
　災害が少なく安定操業が見込まれるため、自動車部品工
場や食品製造工場などを中心に、多くの事業所が操業して
います。

Check!
気候・風土

出産から子育てまで応援、
待機児童はゼロ！

　子どもは地域の宝物として「吉備中央町子育て応援宣言」
を行い、町をあげて安心して子育てができるように取り組
んでいます。例えば、医療費の無料化（満18歳以後３月
31日まで）や出産祝金、高校生バス通学費補助など様々な
支援を行っています。
　保育料は、幼稚園が月額4,500円、保育園が月額13,000
円（上限）で、保育料の減免もあり、２人目が半額、３人
目以降無料と県内トップクラスの安さです。さらに、保育
園の待機児童はゼロであるため、共働き世帯の方でも、仕
事を継続しやすい環境となっています。

Check!
子育て環境

普段の生活は町内でゆっくりと過ごし、
週末や休日は都市部でショッピング！！
　スーパーとコンビニエンスストアが各３店舗、ホームセ
ンターと道の駅が各２店舗、農産物直売所が１カ所あるた
め、新鮮な旬の野菜や普段の生活に必要なものはすべて町
内で買うことができます。週末や休日などには、近隣都市
部へのアクセスの良さを活用して大型商業施設での買い物
やネットを利用した宅配サービスも可能です。（全世帯ブ
ロードバンド接続可能）
　町内の医療機関は、病院が２院、診療所が８院、歯科が
４院あり、吉備高原都市部の病院が高度医療・最先端医療
の役割を、岡山市西消防署吉備中央出張所が地域の安心を
担っています。緊急時には、ドクターヘリで高度救命救急
センターなどへの搬送も行われています。

Check!
生活環境
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便利で快適な道路・交通網に、空路で抜群の交通アクセス！
　吉備中央町には鉄道がないため、交通手段の中心は自家用車になります。しかし、町
内や都市部へ通じる主要な道路は整備されているため、ほとんど交通渋滞がなく、車を
利用すれば町外からの通勤も、町内から都市部への買い物も困ることはありません。
　町外から通勤を考えている方にとって、吉備中央町は周辺の主要な市町からは車で約
40分というと少し遠い気がするかもしれません。ただ、混雑による交通渋滞で時間が

かかるといったストレスが少ないため、車の中で好きな音楽
を聴くなどゆったりした気分で通勤することが

できます。
　町から約20分の距離にある岡
山空港からは、多方面への国
内・国際線が就航しており、
休日を利用した旅行など
も気軽に行くことがで
きます。

イオンモール岡山
イオンモール倉敷
三井アウトレットパーク倉敷
� まで、車で約50分

例えば…

吉備中央町のこと、
もっと詳しく
知りたいなら…

吉備中央町ホームページ
をチェック！

Check!
交通の利便性

●近隣の
　大型商業施設

吉備中央町で働こう！
いいこといっぱい！

岡山県のほぼ真ん中にあるので、 県北へも県南へも

車で約60分で行けちゃう！ 休日ごとにショッピング

やレジャーを楽しんでいます！

3企業ガイド



484

484

484

429

賀陽IC

かよう総合
スポーツ公園

重森三玲記念館

お祭り会館

岡山空港吉備中央町【大和支所】

305

366

372

307

57
31

岡山
自
動
車
道

472

306

31

78

72

57

429

49

66

369

66

吉備中央町【賀陽庁舎】
ロマン高原かよう総合会館

西住区 東住区

北部住区

南部住区

吉備中央町【水道事務所】

484

72

吉備中央町【加茂川庁舎】

吉備中央町【井原出張所】 かもがわ総合スポーツ公園

掲載企業マップ

❶ （株）杉田林業

大槻興業（株）

瀬戸内部品（株）（株）カヨーメカニカル

（株）ベストランス

（福）吉備健生会
吉備高原賀陽荘

（有）シバムラ

（株）吉備高原サツキ育英会

カヨー建設（株）
ユーサン精密（株）

サンフロンティアケミカル（株）
満栄工業（株）

岡山化工（株）

セメダインケミカル（株）

（福）千寿福祉会
障がい者支援施設
吉備高原清和荘

（株）昭和インク工業所
岡山工場

（医）吉美会
吉備高原ルミエール病院

（株）エフベーカリー
コーポレーション　岡山事業所

（株）まるみや

❷

㉜
小規模多機能型居宅介護
さとの家かもがわ／
さとの家みほく

特別養護老人ホームかもがわ荘

びほく農業協同組合

（株）吉備高原PAKARA

⓱

㉚

❿
⓳

⓲
❺⓭

㉘㉑

⓴
㉛

⓬

㉟

㊳
❼

❻
⓮

㉖

❸
㉝

真庭市
美咲町

岡山市

総社市

高梁市

※この掲載企業マップは、勤務地（又は本社住所）を元に作成しております。
　勤務地が複数ある企業もございますので、詳細な勤務地は各企業へお問い合わせください。
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農
林 ❶ 株式会社杉田林業    7

建
設

❷ 大槻興業株式会社    7
❸ カヨー建設株式会社    8

製 
造

❹ エヌイーシール株式会社    8
❺ 株式会社エフベーカリーコーポレーション　岡山事業所    9
❻ 岡山化工株式会社    9
❼ 株式会社カヨーメカニカル   10
❽ 株式会社機能性食品開発研究所   10
❾ 株式会社吉備NC能力開発センター   11
❿ サンフロンティアケミカル株式会社   11
⓫ 株式会社シーワン   12
⓬ 株式会社昭和インク工業所　岡山工場   12
⓭ 瀬戸内部品株式会社   13
⓮ セメダインケミカル株式会社   13
⓯ タカノフーズ中四国株式会社   14
⓰ パナソニック吉備株式会社   14
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㉑ 有限会社シバムラ   17

サ
ー
ビ
ス

㉒ エムエフエス株式会社　吉備店   17
㉓ 吉備高原リゾート株式会社　吉備高原リゾートホテル
 吉備高原ごっつぉうビュッフェバイキング   18
㉔ 吉備高原リゾート株式会社　吉備中央会館   18
㉕ 株式会社ケンジャミン・フランクリン   19
㉖ びほく農業協同組合   19

医
療
・
福
祉

㉗ 社会福祉法人うずき会　介護老人福祉施設きびハイツ   20
㉘ 社会福祉法人吉備健生会　吉備高原賀陽荘   20
㉙ 吉備高原医療リハビリテーションセンター   21
㉚ 株式会社吉備高原PAKARA   21
㉛ 社会福祉法人千寿福祉会
 障がい者支援施設　吉備高原清和荘   22
㉜ 小規模多機能型居宅介護さとの家かもがわ／
 さとの家みほく   22
㉝ 特別養護老人ホームかもがわ荘   23
㉞ 社会福祉法人ももたろう会　吉備高原総合福祉センター   23
㉟ 医療法人社団吉美会　吉備高原ルミエール病院   24

そ
の
他

㊱ 株式会社魚国総本社   24
㊲ 国立吉備青少年自然の家   25
㊳ 株式会社ベストランス   25

（株）機能性食品開発研究所

⓫

㊲

吉備高原都市拡大図

企業紹介 Company Introduction

タカノフーズ中四国（株）

（株）ケンジャミン・フランクリン

エムエフエス（株）
吉備店

国立吉備青少年自然の家

吉備高原リゾート（株）
吉備高原リゾートホテル
吉備高原ごっつぉう
ビュッフェバイキング

（株）魚国総本社

パナソニック吉備（株）

（福）うずき会
介護老人福祉施設
きびハイツ

（株）吉備NC
能力開発センター

（株）シーワン

エヌイーシール（株） （福）ももたろう会
吉備高原総合福祉センター

吉備高原医療
リハビリテーション
センター
吉備高原リゾート（株）
吉備中央会館 ❾⓰ ㉗

❽

⓯
❹

㉞

㉕
㊱

㉔
㉓

㉒

久米南町

㉙

5企業ガイド



吉備中央建設株式会社 http://aaabbbccc.co.jp

事業内容
【事業内容】総合建設会社として、創業以来、地域の発展とお客様
の幸せの実現に貢献しています。近年は、集合住宅や商業施設、さ
らに公共施設など幅広いジャンルを手掛けています。

【経営理念】常にお客様の最善を目指して、品質と真心によってお客
様の信頼と期待に応え、誇りと働きがいのある会社として発展する。

【仕事の魅力】請け負った工事を管理し工期内に終わらすのが仕事。
自分が携わった工事が地域の発展やお客の幸せにつながるやりがい
のある仕事です。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】スポーツ大会やお花見等の行事、資格取得支援（奨励
金制度）や社宅、独身寮、社宅、退職金制度などがあります。

【人材育成】入社後の社員教育に加え、先輩社員によるサポートや、
階層別研修、通信教育、資格取得受験講習など。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂○－×
●事業所／ 岡山市、福山市
● 連絡先／ 総務課　0867-34-××××

E-mail/xxxxxxx@aaaa.bb.jp
●創業／ 昭和58年8月15日

●資本金／ 2,000万円
●年商／ 3億5,000万円
● 従業員数／ 町内60名（うち正社員45名） 

男性50名　女性10名
全体150名（うち正社員110名）
男性120名　女性30名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 0名 ３名 ３名 1名 1名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 1名 0名 ４名 ４名 0名 ３名

2017年度 1名 0名 ２名 － 0名 0名

お客様にとってよいものを提案していくには、相手が何を考えているかを読み取ることが重要です。また、どの職場でも多くの
人と関わるので、周りの意見を聞き、相手の立場にたって仕事ができる協調性・コミュニケーション力のある人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　吉備中央町下加茂○－×
● 採用職種　 事務、技術、営業
● 職種割合　事務20％、技術70％、営業10％
● 賃　　金　 営業：（大学）20.5万円

技術：（大学）19万円、（高校）16万円
事務：（大学）18万円、（高校）15万、
パート・アルバイト：850円（時給）

● 昇給・賞与　 昇給：年１回、賞与：年２回

● 勤務時間　 8：00～17：00
● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、夏季休暇

（年間125日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、慶弔金、退職金
● 先輩の出身校　 吉備大学、中央専門、

下加茂高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

46%

平均年齢

35歳

月平均残業時間

20時間

転勤の可能性

あり（大卒７年、30歳）

モデル年収

360万円
（営業、勤続５年、27歳）

　建設　❶

❷

❸

❹

❺
❻

❼

企業ガイド 項目説明

業　種
農林、建設、製造、卸売・小売、サービス、医療・
福祉、その他の７種に分けて掲載しています。

掲載情報は、企業・ハローワーク他協力機関のご協力をいただき平成29年１月１日時点の企業情報を収集したものです。
現在の情報と異なることがありますので、現時点の情報は各企業・ハローワークへお問い合わせください。
※企業様の事情等により掲載ができない項目は「no data」と記載しています。

❶ 気になるポイントをチェック！！
● モデル年収…モデル年収（職種・勤続年数・年齢）を記載。基本は、

正社員の新卒採用者。該当がない場合、中途採用者、契約社員等
のデータを記載。

●有給消化年平均… 前年度有給取得者の有給消化率の平均を記載。
● 平均年齢…正社員の平均年齢を記載。勤務地に正社員がいない場

合は契約社員等の平均年齢。
● 月平均残業時間…前年度の残業時間を正社員数で割った時間を記

載。勤務地に正社員がいない場合は契約社員等で割った時間。
●転勤の可能性…町外事業所への転勤の有無について記載。

❸

企業のPRについては
ここをチェック！！
事業内容、経営理念、社風、仕事の魅力、福利厚
生や人材育成など企業のPRポイントを記載。

❷

採用や勤続状況が気になる
方はここをチェック！！
過去３年間の採用実績（新卒・中途・パート）に
ついて記載。定着数は、各年度で新卒採用した正
社員の平成29年１月１日時点の在籍数。

❺雇用条件などの情報はここをチェック！！
● 勤 務 地…実際に勤務する住所地を記載。（複数ある場合あり）
● 採用職種…採用予定のある職種を記載。
● 職種割合…企業全体（事業所）の職種の割合を記載。
● 賃　　金… 新卒採用による初任給予定額（月額）。該当がない場合、

中途採用者、パート（時給）等のデータを記載。
● 昇給・賞与…前年度の昇給・賞与の実績を記載。
● 勤務時間…勤務時間（交代勤務等）について記載。
● 休日・休暇… 年間休日、曜日休日、夏季休暇、年末年始等について

記載。
● 福利厚生… 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険のほか企業

が実施している福利厚生について記載。
● 先輩の出身校… 近年に採用した正社員の出身校について記載。該当が

ない場合は、若手従業員の出身校について記載。

❹

インターンシップを考えて
いる方はここをチェック！！
インターンシップ受入の有無について記載。

❻

QRコード読み込みで
企業のホームページへ移動！！❼

Sam
ple
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❶ 株式会社杉田林業 http://sugitayamasi.com/

事業内容
主に林業がメインですが山林での作業のみならず、一般土木、解体、
造園、お家の修理、庭や墓の清掃等、吉備中央町の人々の暮らしに
密着した様々な事業を行い、みなさんのお困りごとにワンストップ
で対応できる企業を目指しています。仕事内容としては清掃などの
手作業から重機作業、木材等の運搬などなんでもあります！代表者
をはじめスタッフの平均年齢29歳と若く、元気がありお客様から
も好評を得ています！

福利厚生・人材育成
作業服等の支給、成果に応じてBBQ等（2～3か月に1回程度）
年1回社員旅行

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町杉谷410
●事業所（町外）／なし
● 連絡先／ 営業所/0867-35-0875

E-mail/sugitaringyou@gmail.com
●創業／ 平成23年2月15日

●資本金／ 300万円
●年商／ 2億円
● 従業員数／ 町内4名（うち正社員3名） 

全体7名（うち正社員6名） 

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 2名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 2名 1名

2017年度 0名 0名 0名 － 1名 1名

明るく、元気な方！！　　
資格が無くても出来ることから始めて、資格取得も応援いたします！！

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町杉谷1-1
● 採用職種　 現場（林業・建設業）、大型免

許所有者（運搬経験あり）、営業、
事務（パート・アルバイト）

● 職種割合　 現場65％、大型免許所有者（運
搬経験あり）20％、営業5％、
事務10％

● 賃　　金　 正社員 22.8万円
アルバイト 12.8万円

● 昇給・賞与　 成果等に応じて昇給
● 勤務時間　 8：00～17：00
● 休日・休暇　 毎週日曜日、年末年始、

山の神の日、
その他カレンダーによる

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、退職金、
産休、育休等、資格取得支援

● 先輩の出身校　 no data

　農林　

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

no data

平均年齢

29歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

380万円
（技術、勤続5年）

❷ 大槻興業株式会社

事業内容
【事業内容】土木、舗装、建築、水道施設工事の総合建設業です。
【経営理念】「顧客から信用される人・物を造ろう」の元に公共事業、
民間工事に取り組んでいます。又、ISO9001を2001年に取得し工
事の品質向上に取り組んでいます。

【仕事の魅力】道路を造る、橋を架ける、建物を建てる等々自然や
街を相手にモノを造ることは最高の喜びであり、そこから仕事への
やりがいが生まれます。

福利厚生・人材育成
【福利厚生・人材育成】土木、建築、管工事施工管理技士や車両系
建設機械等々の資格取得支援および退職金制度などがあります。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町北2716-1
●事業所（町外）／ 総社市
● 連絡先／ 0866-55-5544

E-mail/otuki-kk@kibi.ne.jp
●創業／ 昭和40年1月1日

●資本金／ 2,500万円
●年商／ 3億円
● 従業員数／ 町内10名（うち正社員10名）

　男性9名　女性1名
全体20名（うち正社員20名）
　男性19名　女性1名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

明るい性格の人。
夢を持ちその実現のため努力する人。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町、総社市、岡山市

● 採用職種　 技術、現場作業、事務

● 職種割合　 現場90％、営業、事務

● 賃　　金　 技術：25～30万円
現場：18～23万円
事務：16万円

● 昇給・賞与　 不定期的

● 勤務時間　 8：00～17：00

● 休日・休暇　 第2・第4土曜日、日曜日
（会社カレンダーによる）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、慶弔金、
退職金共済

● 先輩の出身校　 高松農業高校、高梁高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

30%

平均年齢

50歳

月平均残業時間

10時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

360万円
（技術、勤続10年、30歳）

　建設　
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❸ カヨー建設株式会社 http://www.kayoh.co.jp/

事業内容
吉備中央町で創業し、今年で68年を迎えることになりました。こ
れまでにも、地元の方々をはじめ多くの方にお勤めいただいていま
す。当社では土木工事業者として創業し、今は建築との2本を柱と
しています。また、グループ会社では生コンクリートプラントも所
有してます。長年健全経営を続けているため、金融関係からの評価
も高く、財務内容は安定してます。2017年度には、新卒の高校生
の入社も決まり20代、30代の新入社員も増え、次世代の育成に力
を入れています。

福利厚生・人材育成
社宅（世帯用、独身用）、退職金制度があります。
社内に日建学院のシステムを導入し、資格取得を応援しています。
2年に1回の社員旅行や慰労会、忘年会等で社員間の交流を行って
います。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町湯山61-1
●事業所（町外）／ 岡山市北区東山内526
● 連絡先／ 0866-54-1352

E-mail/info@kayoh.co.jp
●創業／ 昭和24年5月

●資本金／ 8,500万円
●年商／ 3億8,900万円
● 従業員数／ 町内13名（うち正社員13名）

　男性11名　女性2名
全体18名（うち正社員18名）
　男性16名　女性2名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 1名 0名

2017年度 0名 0名 1名 － 2名 0名

元気で、外で働くことが好きな方を求めています。また、物づくりの楽しさ、完成したときの達成感を求める責任感のある方、
継続して、働いてくれる方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町湯山61-1もしくは
岡山市北区東山内526

● 採用職種　 現場監督、現場作業員、営業
● 職種割合　 現場監督30%、現場作業員

50%、営業10%、事務10%
● 賃　　金　 現場監督：23～31万円程度

現場作業員：日給1万円程度
● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 8：00～17：00
（うち、休憩1時間30分）

● 休日・休暇　 土曜隔週、日祝日、年末年始、
夏季休暇等（年間約90日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、通勤
手当、退職金共済等

● 先輩の出身校　 高松農業高校、岡山工業高校、
津山工業高校、高梁日新高校、
高梁高校、新見高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

58%

平均年齢

51歳

月平均残業時間

10時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

382万円
（作業員、勤続3年、43歳）

　建設　

❹ エヌイーシール株式会社 http://www.neseal.co.jp/

事業内容
当社では昭和54年の創業以来、ベアリングシール、ガスケットを主体に
生産技術の研究、開発を重ね、様々なシーリング技術を応用した製品の生
産へと事業を展開してきました。また、内山工業㈱を中心とするウチヤマ
グループの一員としても、シール・ガスケット部門のエキスパートとして
その一翼を担っています。シール・ガスケットという製品は目立たない部
品ですが自動車を安全で快適に走らせるためには欠かせない部品です。
経営理念を「信頼・進歩・実践」とおき、お互いの信頼関係を大切にし、
現状に甘んじることなく、日々新たな目標に向かって取り組んでいきたい
と考えています。
福利厚生・人材育成

年間休日の他、慶弔、特別休暇、結婚記念日休暇等
弊社独自の研修、教育プログラムにて人材育成を行っています。
また、スキルアップのために通信教育も会社で受講でき、受講費用、
資格取得費用は、全額会社が負担致します。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町湯山1300-15
●事業所（町外）／ 久米郡久米南町
● 連絡先／ 本部　総務部　0867-34-0006

E-mail/y-fujii@umc-net.co.jp
●創業／ 昭和54年5月12日

●資本金／ 2,000万円
●年商／ 181億8,800万円
● 従業員数／ 町内235名

全体832名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 0名 24名 22名 61名 1名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 13名 12名 37名 1名

2017年度 1名 0名 16名 － 0名 0名

自分がどんな人になりたいのか、そうなるための知識、技能向上のために努力を惜しまない人
色んな事に挑戦したい・自分で何かをしてみたい、そういった意欲あふれる人材を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町もしくは久米南町
● 採用職種　 製造、生産技術、生産管理、

品質管理、財務経理、総務人事
● 職種割合　 製造（84％）、生産技術・生産

管理・品質管理（12％）、
財務経理・総務人事（4％）

● 賃　　金　 （大学）20.1万円～
（短大・専門）18.4万円～
（高校）17万円～
 （住宅手当含む）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回
● 勤務時間　 8：00～16：30
● 休日・休暇　 土日（年間110日）、

年末年始、夏期、GW
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、退職金制度、財形
● 先輩の出身校　 岡山大学、岡山県立大学、岡山理科

大学、岡山工業高校、高梁城南高校、
津山商業高校、津山工業高校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

68%

平均年齢

37.7歳

月平均残業時間

20時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

480万円
（生産技術、勤続7年、29歳）

　製造　
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❺ 株式会社エフベーカリーコーポレーション 岡山事業所 http://www.f-bakery.jp/

事業内容
エフベーカリーコーポレーション（略称：FBC）は、「本仕込」で
有名なフジパンのグループ会社の一つで、主に大手コンビニエンス
ストア様のPB商品を製造しています。工場は愛知、大阪、広島、
兵庫、滋賀にもあり、吉備中央町内にある岡山事業所は2016年4
月に稼働した一番新しい工場です。岡山事業所は、岡山、四国4県、
広島、島根、鳥取一部の店舗に商品を納品しています。沢山のお客
様に安全、安心な商品をお届けできるよう社員一丸となり日々美味
しいパンを製造しています。（FBCではフジパンブランド商品は製
造していません）
福利厚生・人材育成

【福利厚生】資格取得支援（奨励金）や社員寮、退職金制度、特別
有給（慶弔他）などが有り。

【人材育成】フジパングループ本社主催入社時研修ならびに配属工
場での現場研修、通信教育斡旋、各役職研修など有り。

●本社住所／ 愛知県春日井市明和町頓明1423-26
●事業所（町外）／ 大阪府、広島県、愛知県、兵庫県、

滋賀県
● 連絡先／ 0867-35-9711

E-mail/t-konishi@fujipan.co.jp
●創業／ 平成12年2月

●資本金／ 3億円
●年商／ 264億円
● 従業員数／ 町内132名（うち正社員82名）

　男性92名　女性40名
全体920名（うち正社員470名）
　男性560名　女性360名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 12名 10名 13名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 6名 0名 30名 29名 0名 60名

2017年度 0名 0名 4名 － 0名 0名

「時間管理」、「体調管理」ができている方（無遅刻・無欠席）・協調性、コミュニケーション力が有る方・元気で明るく「挨拶」
ができる方（資格・専門的知識等は不問）

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町加茂市場2100
● 採用職種　 パン製造ライン、事務、施設、

品質管理（年度により異なる）
● 職種割合　 パン製造ライン85%、事務5%、

施設5%、品質管理5%
● 賃　　金　 製造：（修士）21万円

　　　（大学）19.9万円
　　　（短大・専門）17万円
　　　（高校）16.3万円
　　　パート 860円（時給）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回
● 勤務時間　 基本時間 8：00～17：00

20：00～翌5：00
（シフトにより管理）

● 休日・休暇　 週2日（年間114日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、介護休、慶事金等
● 先輩の出身校　 名城大学、近畿大学、高梁城

南高校、東岡山工業高校等

　製造　

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

20%

平均年齢

29.8歳

月平均残業時間

30時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

no data

❻ 岡山化工株式会社

事業内容
【事業内容】大日本塗料㈱の関係会社として永年蓄積した技術を活
かし、各種塗料・シンナーの製造並びに調色加工を行っています。

【経営理念】社員一丸となって、強く、正しく、志に満ちた、爽や
かな企業組織を創造し、地域社会へ貢献すると共に、顧客からの信
頼と社員の幸せをつかむ。

【仕事の魅力】塗料は様々な分野に使用されているので、自分たち
が作った塗料が、有名な建造物などに塗られることもあり、やりが
いを感じられます。
福利厚生・人材育成

【福利厚生】資格取得支援、昼食費補助、スタッドレスタイヤ購入
補助、退職金制度などがあります。

【人材育成】入社後の新入社員教育、先輩社員によるOJT教育、社
内外の講習会、通信教育など。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町西152-6
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0866-55-6234

E-mail/yabuta@star.dnt.co.jp
●創業／ 昭和62年11月18日

●資本金／ 8,000万円
●年商／ 31億300万円
● 従業員数／ 町内59名（うち正社員52名）

　男性42名　女性10名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 1名 1名 2名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 4名 0名

2017年度 0名 0名 1名 － 0名 0名

何事にも粘り強く意欲的に取組むことができ、困難な状況でも周りの人と協力し合い、目標達成に向けて一丸となって挑戦でき
る人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町西152-6

● 採用職種　 製造

● 職種割合　 製造80%、事務20%

● 賃　　金　 製造：（大学）18.6万
　　　（高校）17.3万

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年2回

● 勤務時間　 8：30～17：15

● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、夏季休暇
（年間123日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、
育休、慶弔金、退職金

● 先輩の出身校　 岡山科学技術専門、倉敷工
業高校、高梁城南高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

36%

平均年齢

41歳

月平均残業時間

22時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

360万円
（製造、勤続3年、21歳）

　製造　

❸ カヨー建設株式会社 http://www.kayoh.co.jp/

事業内容
吉備中央町で創業し、今年で68年を迎えることになりました。こ
れまでにも、地元の方々をはじめ多くの方にお勤めいただいていま
す。当社では土木工事業者として創業し、今は建築との2本を柱と
しています。また、グループ会社では生コンクリートプラントも所
有してます。長年健全経営を続けているため、金融関係からの評価
も高く、財務内容は安定してます。2017年度には、新卒の高校生
の入社も決まり20代、30代の新入社員も増え、次世代の育成に力
を入れています。

福利厚生・人材育成
社宅（世帯用、独身用）、退職金制度があります。
社内に日建学院のシステムを導入し、資格取得を応援しています。
2年に1回の社員旅行や慰労会、忘年会等で社員間の交流を行って
います。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町湯山61-1
●事業所（町外）／ 岡山市北区東山内526
● 連絡先／ 0866-54-1352

E-mail/info@kayoh.co.jp
●創業／ 昭和24年5月

●資本金／ 8,500万円
●年商／ 3億8,900万円
● 従業員数／ 町内13名（うち正社員13名）

　男性11名　女性2名
全体18名（うち正社員18名）
　男性16名　女性2名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 1名 0名

2017年度 0名 0名 1名 － 2名 0名

元気で、外で働くことが好きな方を求めています。また、物づくりの楽しさ、完成したときの達成感を求める責任感のある方、
継続して、働いてくれる方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町湯山61-1もしくは
岡山市北区東山内526

● 採用職種　 現場監督、現場作業員、営業
● 職種割合　 現場監督30%、現場作業員

50%、営業10%、事務10%
● 賃　　金　 現場監督：23～31万円程度

現場作業員：日給1万円程度
● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 8：00～17：00
（うち、休憩1時間30分）

● 休日・休暇　 土曜隔週、日祝日、年末年始、
夏季休暇等（年間約90日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、通勤
手当、退職金共済等

● 先輩の出身校　 高松農業高校、岡山工業高校、
津山工業高校、高梁日新高校、
高梁高校、新見高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

58%

平均年齢

51歳

月平均残業時間

10時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

382万円
（作業員、勤続3年、43歳）

　建設　

❹ エヌイーシール株式会社 http://www.neseal.co.jp/

事業内容
当社では昭和54年の創業以来、ベアリングシール、ガスケットを主体に
生産技術の研究、開発を重ね、様々なシーリング技術を応用した製品の生
産へと事業を展開してきました。また、内山工業㈱を中心とするウチヤマ
グループの一員としても、シール・ガスケット部門のエキスパートとして
その一翼を担っています。シール・ガスケットという製品は目立たない部
品ですが自動車を安全で快適に走らせるためには欠かせない部品です。
経営理念を「信頼・進歩・実践」とおき、お互いの信頼関係を大切にし、
現状に甘んじることなく、日々新たな目標に向かって取り組んでいきたい
と考えています。
福利厚生・人材育成

年間休日の他、慶弔、特別休暇、結婚記念日休暇等
弊社独自の研修、教育プログラムにて人材育成を行っています。
また、スキルアップのために通信教育も会社で受講でき、受講費用、
資格取得費用は、全額会社が負担致します。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町湯山1300-15
●事業所（町外）／ 久米郡久米南町
● 連絡先／ 本部　総務部　0867-34-0006

E-mail/y-fujii@umc-net.co.jp
●創業／ 昭和54年5月12日

●資本金／ 2,000万円
●年商／ 181億8,800万円
● 従業員数／ 町内235名

全体832名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 0名 24名 22名 61名 1名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 13名 12名 37名 1名

2017年度 1名 0名 16名 － 0名 0名

自分がどんな人になりたいのか、そうなるための知識、技能向上のために努力を惜しまない人
色んな事に挑戦したい・自分で何かをしてみたい、そういった意欲あふれる人材を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町もしくは久米南町
● 採用職種　 製造、生産技術、生産管理、

品質管理、財務経理、総務人事
● 職種割合　 製造（84％）、生産技術・生産

管理・品質管理（12％）、
財務経理・総務人事（4％）

● 賃　　金　 （大学）20.1万円～
（短大・専門）18.4万円～
（高校）17万円～
 （住宅手当含む）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回
● 勤務時間　 8：00～16：30
● 休日・休暇　 土日（年間110日）、

年末年始、夏期、GW
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、退職金制度、財形
● 先輩の出身校　 岡山大学、岡山県立大学、岡山理科

大学、岡山工業高校、高梁城南高校、
津山商業高校、津山工業高校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

68%

平均年齢

37.7歳

月平均残業時間

20時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

480万円
（生産技術、勤続7年、29歳）

　製造　

9企業ガイド



❼ 株式会社カヨーメカニカル http://www.kayo21.jp/

事業内容
ものづくりを通じて人を育てる会社です。主に工作機械や農業機械
の部品や設備を作っています。設備から自社で設計、製作します。
社員さんの半数が20歳代の若者の職場です。残りは40歳後半以上
です。まじめで優しい人柄の社員さんが多く、お互いが何年もかけ
て優れた技術者になれるよう共に育とうとしています。

【経営理念】機械部品一つ一つ、ていねいに作り込む。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】年2回懇親会、年2回部門ごと懇親会、退職金制度（中
退金）、資格取得奨励金制度、作業服支給

【人材育成】新入社員研修会、ものづくりマイスターによる技能講習、
専門分野セミナー、社員共育大学、各種講演会、機械展示会への参
加

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町竹荘　
1629

●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 総務部　0866-54-1238

E-mail/s-kotora@kibi.ne.jp
●創業／ 平成3年9月1日

●資本金／ 500万円
●年商／ 2億8,000万円
● 従業員数／ 町内25名（うち正社員19名）

　男性22名　女性3名
全体 同上

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 0名 0名 1名 0名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 1名 0名 0名 1名 1名 3名

2017年度 0名 0名 1名 － 0名 0名

将来、職人や技術者になりたい人。将来何をやりたいのか未だ決めてない人歓迎します。一緒に考えましょう。人を育てること
を会社の柱にしています。
また、色々な種類の工作機械があります。使い方を覚えて、世の中に一つしかない単品部品を作るのは楽しいですよ。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町竹荘1629
● 採用職種　 事務、技術
● 職種割合　 事務30％、技術70％
● 賃　　金　 （大学）18万円

（短大・専門）17万円
（高校）15.5万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年2回

● 勤務時間　 8：10～17：00
● 休日・休暇　 週休2日、年末年始

会社カレンダーによる
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、退職金、

結婚祝金、弔慰金
● 先輩の出身校　 岡山理科大学、吉備国際大

学、東海大学、新見高校、
高梁城南高校、岡山御津高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

30%

平均年齢

37歳

月平均残業時間

24時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

420万円
（技術、勤続5年、29歳）

　製造　

❽ 株式会社機能性食品開発研究所 http://www.kinousei.co.jp/

事業内容
植物発酵エキスを中心とした健康補助食品の製造、卸販売、OEM、PB
商品の受託製造、開発、および植物、動物の育成に有益な活性液の製
造販売をしています。
創業以来、自然環境に恵まれた岡山県内を主体として、原材料となる
果物、野菜、キノコ類等を旬の時期に調達し、素材毎に個別のタルで
エキス抽出します。
ISO9001・2008を取得し、原料調達から完成品まで、トレースが可
能なプロセス・品質管理を実施し、ペースト、ドリンク、カプセルな
どお客様の要望に応じて、安全・安心で高品質な製品を提供しています。
平成29年春には吉備高原都市内に新工場が完成します。
福利厚生・人材育成

【福利厚生】お餅つき会、新入社員歓迎会、忘年会等の行事、家賃
補助、交通費支給、本人・家族の慶弔による特別休暇、慶弔金の支
給などがあります。

【人材育成】入社後の社員教育、先輩社員によるサポート、必要に
応じて研修、講座受講などがあります。

●本社住所／ 岡山県岡山市北区津高1056-7
●事業所（町外）／ 岡山市
● 連絡先／ 086-214-5888

E-mail/ff c@kinousei.co.jp
●創業／ 平成13年1月12日

●資本金／ 1,000万円
●年商／ 約8億8,000万円
● 従業員数／ 町内28名（うち正社員21名）

　男性19名　女性9名
全体49名（うち正社員42名）
　男性33名　女性16名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 2名 0名 0名 2名 4名 1名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 1名 0名 0名 1名 5名 1名

2017年度 1名 0名 0名 － 0名 0名

健康食品全般に興味を持ち、前向きに楽しんで仕事に取り組むことができる人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備高原工場（吉備中央町吉川）

● 採用職種　 技術、研究

● 職種割合　 技術90％、研究10％

● 賃　　金　 約15～約20万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 9：00～18：00
（昼休憩12：30～13：30）

● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、お盆休暇
（年間119日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、家賃
補助、特別休暇、慶弔金、交通費、
産休、育休、介護休

● 先輩の出身校　 岡山大学、岡山科学技術専門、
高松農業高校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

66.4%

平均年齢

41.2歳

月平均残業時間

3.3時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

　製造　

no data

10 企業ガイド



❾ 株式会社吉備NC能力開発センター http://www.kibinc.co.jp/

事業内容
【事業内容】身体障害者の能力開発訓練を実施し社会的自立を援助
するため昭和57年（1982年）に第3セクター方式で設立し、現在
までに81名修了生を世の中に送り出しています。会社として運営
するために、各企業から依頼された金型や精密機械部品を、3次元
CAD／CAM、最新鋭のマシニングセンターや放電加工機を使用し
て加工し、その加工賃で経営しています。その加工技術やプログラ
ミング技術を訓練生に教えています。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】春には修了生と職員が一同に集まりOB会を、年末には
会社主催の忘年会を開催しています。

【人材育成】メーカーや外部団体主催の各種講習会に出席します。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町竹部1973
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 総務部長　高島　0866-56-8282

E-mail/kibi-nc@kibinc.co.jp
●創業／ 昭和57年5月15日

●資本金／ 3,000万円
●年商／ 約2億円
● 従業員数／ 町内10名（うち正社員9名） 

　男性9名　女性1名
全体12名（うち正社員11名）
　男性11名　女性1名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 2名 0名

2017年度 0名 0名 0名 － 2名 0名

職場では多くの人と関わるので、周りの意見を聞き、相手の立場にたってしごとができる協調性・コミュニケーション力のある
人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町竹部1973
● 採用職種　 技術、営業
● 職種割合　 事務10％、技術80％、

営業10％
● 賃　　金　 （大学）17.5万円

（高校）16.2万円
● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

業績により期末賞与有り

● 勤務時間　 8：30～17：00
● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、夏期休暇

（年間101日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、慶弔金、退職金
● 先輩の出身校　 岡山大学、香川大学、愛媛大

学、桃山学院大学、倉敷工業
高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

20%

平均年齢

37歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

420万円
（勤続7年、30歳、大卒）

　製造　

❿ サンフロンティアケミカル株式会社 http://sfchem.co.jp/

事業内容
【事業内容】環境薬品の製造・販売を通じて社会に貢献する企業を
目指して2012年に創業しました。環境薬品とは、工場から出る水
や空気をきれいにする薬品です。日常生活で目にすることはありま
せんが、我々の仕事は地球環境を守る一翼を担っています。

【理念・社風】この仕事を通じて社員の安心・安定した生活の提供と、
楽しくやりがいのある人生の創造を実現します。創業4年と社歴は
短いですが社員各自が主体的に事業に参画して企業力向上に貢献し
ています。

福利厚生・人材育成
通勤手当、住宅手当、家族手当、産休、育休、介護休暇制度あり。
資格取得支援（フォークリフト等）
研修応募制度（希望する研修への参加を支援）

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂
1112

●事業所（町外）／ 備前市吉永町
● 連絡先／ 0867-34-1811

E-mail/sfc-info@sfchem.co.jp
●創業／ 平成24年5月15日

●資本金／ 4,000万円
●年商／ 3億5,000万円
● 従業員数／ 町内4名

（うち正社員3名、パート1名）
全体8名

（うち正社員6名、パート2名）

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 1名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 2名 1名

2017年度 0名 0名 0名 － 2名 1名

小さな会社です。あなたの力が会社に大きな影響を及ぼします。それだけにやりがいも人一倍。
一緒に会社を発展させていきましょう。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 本社：吉備中央町下加茂1112
● 採用職種　 製造、営業、事務
● 職種割合　 製造50％、営業20％、

事務30％
● 賃　　金　 総合職：（高校）16万円～

一般職：（高校）14万円～
中途採用の場合：年齢給＋職能給

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年2回

● 勤務時間　 9：00～17：00
● 休日・休暇　 土日祝日（土出勤2回/月）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、結婚祝金、弔慰金
● 先輩の出身校　 香川大学、金沢工業大学、

金川高校、高梁高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

10%

平均年齢

41歳

月平均残業時間

1時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

400万円
（技術職、勤続3年、41歳）

　製造　

❼ 株式会社カヨーメカニカル http://www.kayo21.jp/

事業内容
ものづくりを通じて人を育てる会社です。主に工作機械や農業機械
の部品や設備を作っています。設備から自社で設計、製作します。
社員さんの半数が20歳代の若者の職場です。残りは40歳後半以上
です。まじめで優しい人柄の社員さんが多く、お互いが何年もかけ
て優れた技術者になれるよう共に育とうとしています。

【経営理念】機械部品一つ一つ、ていねいに作り込む。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】年2回懇親会、年2回部門ごと懇親会、退職金制度（中
退金）、資格取得奨励金制度、作業服支給

【人材育成】新入社員研修会、ものづくりマイスターによる技能講習、
専門分野セミナー、社員共育大学、各種講演会、機械展示会への参
加

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町竹荘　
1629

●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 総務部　0866-54-1238

E-mail/s-kotora@kibi.ne.jp
●創業／ 平成3年9月1日

●資本金／ 500万円
●年商／ 2億8,000万円
● 従業員数／ 町内25名（うち正社員19名）

　男性22名　女性3名
全体 同上

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 0名 0名 1名 0名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 1名 0名 0名 1名 1名 3名

2017年度 0名 0名 1名 － 0名 0名

将来、職人や技術者になりたい人。将来何をやりたいのか未だ決めてない人歓迎します。一緒に考えましょう。人を育てること
を会社の柱にしています。
また、色々な種類の工作機械があります。使い方を覚えて、世の中に一つしかない単品部品を作るのは楽しいですよ。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町竹荘1629
● 採用職種　 事務、技術
● 職種割合　 事務30％、技術70％
● 賃　　金　 （大学）18万円

（短大・専門）17万円
（高校）15.5万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年2回

● 勤務時間　 8：10～17：00
● 休日・休暇　 週休2日、年末年始

会社カレンダーによる
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、退職金、

結婚祝金、弔慰金
● 先輩の出身校　 岡山理科大学、吉備国際大

学、東海大学、新見高校、
高梁城南高校、岡山御津高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

30%

平均年齢

37歳

月平均残業時間

24時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

420万円
（技術、勤続5年、29歳）

　製造　

❽ 株式会社機能性食品開発研究所 http://www.kinousei.co.jp/

事業内容
植物発酵エキスを中心とした健康補助食品の製造、卸販売、OEM、PB
商品の受託製造、開発、および植物、動物の育成に有益な活性液の製
造販売をしています。
創業以来、自然環境に恵まれた岡山県内を主体として、原材料となる
果物、野菜、キノコ類等を旬の時期に調達し、素材毎に個別のタルで
エキス抽出します。
ISO9001・2008を取得し、原料調達から完成品まで、トレースが可
能なプロセス・品質管理を実施し、ペースト、ドリンク、カプセルな
どお客様の要望に応じて、安全・安心で高品質な製品を提供しています。
平成29年春には吉備高原都市内に新工場が完成します。
福利厚生・人材育成

【福利厚生】お餅つき会、新入社員歓迎会、忘年会等の行事、家賃
補助、交通費支給、本人・家族の慶弔による特別休暇、慶弔金の支
給などがあります。

【人材育成】入社後の社員教育、先輩社員によるサポート、必要に
応じて研修、講座受講などがあります。

●本社住所／ 岡山県岡山市北区津高1056-7
●事業所（町外）／ 岡山市
● 連絡先／ 086-214-5888

E-mail/ff c@kinousei.co.jp
●創業／ 平成13年1月12日

●資本金／ 1,000万円
●年商／ 約8億8,000万円
● 従業員数／ 町内28名（うち正社員21名）

　男性19名　女性9名
全体49名（うち正社員42名）
　男性33名　女性16名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 2名 0名 0名 2名 4名 1名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 1名 0名 0名 1名 5名 1名

2017年度 1名 0名 0名 － 0名 0名

健康食品全般に興味を持ち、前向きに楽しんで仕事に取り組むことができる人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備高原工場（吉備中央町吉川）

● 採用職種　 技術、研究

● 職種割合　 技術90％、研究10％

● 賃　　金　 約15～約20万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 9：00～18：00
（昼休憩12：30～13：30）

● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、お盆休暇
（年間119日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、家賃
補助、特別休暇、慶弔金、交通費、
産休、育休、介護休

● 先輩の出身校　 岡山大学、岡山科学技術専門、
高松農業高校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

66.4%

平均年齢

41.2歳

月平均残業時間

3.3時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

　製造　

no data

11企業ガイド



⓫ 株式会社シーワン http://www.xiwang-japan.com/

事業内容
株式会社シーワンは平成20年7月に設立。農林水産省の取り組みで
あるフードアクションニッポンに賛同し吉備中央町で米粉の製造が
始まりました。使用するお米は吉備中央で採れたお米だけというこ
だわりを持っており、とても品質の良い米粉だと皆様から高い評価
を頂いております。また、米粉では国内初のハラル認証を取得し、「安
全・安心な米粉を皆様の食卓へと」いう経営理念のもとに日々、製
造をしております。今後シーワンは「日本一の米粉」を目指して更
に力を入れていきたいと考えております。

福利厚生・人材育成
米粉という特殊な商品の取り扱いになります。シーワンでは米粉の
製造だけではなく、米粉に関する知識習得や、社員による米粉を使っ
たレシピの開発などを行っており、提案営業のできる社員育成に力
を注いでおります。

●本社住所／ 岡山県岡山市南区福成2-12-18
●事業所（町外）／ 岡山市
● 連絡先／ 吉備中央町事業所（工場） 

0866-56-6601
E-mail/xiwang@dell.ocn.ne.jp

●創業／ 平成20年7月24日

●資本金／ 1,000万円
●年商／ 4,628万円
● 従業員数／ 町内2名（うち正社員2名）

　男性1名　女性1名
全体8名（うち正社員7名）
　男性3名　女性5名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 1名 1名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

元気でまじめな方を募集しております。農業経験や工場勤務の経験が無くても大丈夫です。工場の清掃作業もありますのでキレ
イ好きな方大歓迎。（フォークリフト免許取得者は優遇します）

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町湯山1300-10

● 採用職種　 米粉製造

● 職種割合　 製造関連作業100％

● 賃　　金　 製造：パート 850円（時給）
※3ヶ月試用期間とする
※22：00以降時給1,063円

● 昇給・賞与　 当社規定による

● 勤務時間　 8：00～17：00
16：00～24：00（時間要相談）
週3日1日3h～OK!

● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、夏季休暇
（年間116日）

● 福利厚生　 作業服等支給

● 先輩の出身校　 高梁高校、倉敷工業高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

20%

平均年齢

46歳

月平均残業時間

5時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

140万円
（週4日勤務の場合）

　製造　

⓬ 株式会社昭和インク工業所 岡山工場 http://www.showa-ink.jp/

事業内容
当社は印刷インクの総合メーカーで、印刷業界のお役に立てるよう
日夜技術開発及び製造・販売の合理化に努めています。お陰様で需
要家の皆様からもご愛顧をいただき、市場での安定したシェアを確
保しております。平成30年には創業85周年を迎え、さらなる発展
と飛躍を期しています。企業として、利潤追求だけではなく、地元
の恵まれた緑の環境保全と、町民の皆様とのふれあいを大切にした
いと考えます。今後も業界のパイオニアとして、印刷インクの開発・
製造を通じて豊かな暮らしと文化の創造に貢献してまいります。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】社員同士のコミュニケーションの場として親睦会、社
員旅行（海外もあり）等を開催しています。

【人材育成】新入社員教育、現場実習等をカリキュラムに沿って実
施しています。

●本社住所／ 東京都世田谷区用賀2-20-20
●事業所（町外）／ 滋賀県甲賀市
● 連絡先／ 0866-22-2835

E-mail/sio2835@tulip.ocn.ne.jp
●創業／ 平成6年6月（岡山工場）

●資本金／ 9,250万円
●年商／ 非公開
● 従業員数／ 町内15名（うち正社員15名）

　男性12名　女性3名
全体81名（うち正社員81名）
　男性67名　女子14名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 0名 1名 2名 1名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名

2017年度 0名 0名 2名 － 0名 0名

当社のような規模の会社が大きな得意先にご愛顧いただけるのは、製造・開発・営業、購買等の各部門がコミュニケーションを
取りあって、誠実且つ素早い対応をしているからだと思います。そのような職場で一緒に頑張って貰える仲間を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町西字仕形畝2675-14
● 採用職種　 製造、事務、技術
● 職種割合　 製造60％、事務20％、

技術20％
● 賃　　金　 技術：（大学）22万円

製造・事務：（高校）17.5万円　
● 昇給・賞与　 昇給：年1回

賞与：年2回

● 勤務時間　 8：45～17：30
● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、夏期休暇

（年間125日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、財形、

慶弔金、退職金、育休等
● 先輩の出身校　 岡山理科大学、高梁城南高

校、津山工業高校、岡山理
科大附属高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

60%

平均年齢

34歳

月平均残業時間

10時間

転勤の可能性

技術職はあり
モデル年収

　製造　

no data

12 企業ガイド



⓭ 瀬戸内部品株式会社

事業内容
【事業内容】主に自動車用のワイヤーハーネスを作っています。ワ
イヤーハーネスとは、自動車に搭載されているエレクトロニクス機
器を正確に稼動させるための電線や回路を束ねた、クルマの中枢神
経に相当するものです。

【経営理念】創業時から変わらぬ企業理念である「社会から必要と
される企業」であり続けるけるために「人と車、企業と社員、企業
と地域が共生できる環境作り」をめざしています。

【社風】より働きやすい環境づくりに取り組んでおり、「おかやま子
育て応援企業」、「健活企業」に登録されています。

福利厚生・人材育成
保養施設利用補助（リゾートホテル他）、食事代補助、制服無償貸、従
業員子女サマーキャンプ（国内、海外）、育児・介護休業制度（法定以
上）、自動車保険団体割引制度、メンタルヘルスケア、有給特別休暇

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町竹荘935-1
●事業所（町外）／ 山口県美祢市、萩市
● 連絡先／ 0866-54-1113

E-mail/ogawa-m@seto-p.co.jp
●創業／ 昭和59年3月1日

●資本金／ 1,000万円
●年商／ 62億円
● 従業員数／ 町内56名（うち正社員56名）

　男性32名　女性24名
全体145名（うち正社員145名）
　男性94名　女性51名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 3名 0名

2017年度 1名 0名 3名 － 0名 0名

指示を待ち、結果が出るのを待って行動するのではなく、自ら考え、期待された成果を達成するために今できる事、やるべきこ
とを自発的に行動できる人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町竹荘935-1
● 採用職種　 製造及び製造補助業務
● 職種割合　 製造70％、製造補助30％
● 賃　　金　 （大学）19万円

（高専・短大）17万円
（高校）16万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年2回

● 勤務時間　 8：00～17：00
● 休日・休暇　 土日、長期休暇（年末年始、

GW、夏季（お盆前後））
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、慶弔金、

退職金
● 先輩の出身校　 広島経済大学、岡山商科大学、

高梁城南高校、新見高校、
倉敷工業高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

50%

平均年齢

44歳

月平均残業時間

10時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

330万円
（勤続5年、27歳、大卒）

　製造　

⓮ セメダインケミカル株式会社 http://www.cemedine.co.jp

事業内容
【事業内容】接着剤、建築資材のトップクラスメーカーであるセメダ
イン社の製品を製造しています。モノづくりに興味のある方、元気
でやる気のある方、大歓迎です。

【理念・社風】セメダインクリーン＆セイフ方針に基づき一貫した管
理のもと、お客様満足度向上を目指し、より安全な環境にやさしい
製品づくりに取り組んでいます。セメダイン社の100％子会社であ
り、安定・安心の我が社で一緒に働き、共に成長していきましょう。
福利厚生・人材育成

【福利厚生】社会保険完備、退職金制度（勤務2年以上）、その他手当。
また年数回の親睦会の実施によりお互いの交流、親睦にも力を入れ
ています。

【人材育成】部門別研修、必要資格の取得支援制度等もあり、キャ
リアアップをしっかりサポートします。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町西152-7
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0866-55-9855

E-mail/kyoko.okano.ccc@
cemedine.co.jp

●創業／ 平成18年10月6日

●資本金／ 4,000万円
●年商／ 23億6,000万円
● 従業員数／ 町内11名（うち正社員9名）

　男性9名　女性2名
全体25名（うち正社員22名）
　男性22名　女性3名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 1名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 2名 2名

2017年度 0名 0名 0名 － 2名 0名

基本作業を十分に理解し、実行できる方。
また常に改善の意識をもって行動できる方。
そして周りとのコミュニケーションをはかれる方。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町西152-7
● 採用職種　 接着剤、シーリング材製造オペ

レータ
● 職種割合　 事務4％、基幹・物流8％、製造88％
● 賃　　金　 16.3万円～21.4万円

（交替勤務手当等含む）
● 昇給・賞与　 昇給：年1回

賞与：年2回（3.6ヶ月）

● 勤務時間　 3交替勤務　
昼8：10～17：00
早6：30～15：20
遅15：10～24：00

● 休日・休暇　 土日祝日（会社カレンダーによる）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、通勤

手当、家族手当等
● 先輩の出身校　 倉敷工業高校、水島工業高校、

岡山工業高校、高梁城南高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

20%

平均年齢

36歳

月平均残業時間

20時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

約400万円
（勤続5年、30代）

　製造　

⓫ 株式会社シーワン http://www.xiwang-japan.com/

事業内容
株式会社シーワンは平成20年7月に設立。農林水産省の取り組みで
あるフードアクションニッポンに賛同し吉備中央町で米粉の製造が
始まりました。使用するお米は吉備中央で採れたお米だけというこ
だわりを持っており、とても品質の良い米粉だと皆様から高い評価
を頂いております。また、米粉では国内初のハラル認証を取得し、「安
全・安心な米粉を皆様の食卓へと」いう経営理念のもとに日々、製
造をしております。今後シーワンは「日本一の米粉」を目指して更
に力を入れていきたいと考えております。

福利厚生・人材育成
米粉という特殊な商品の取り扱いになります。シーワンでは米粉の
製造だけではなく、米粉に関する知識習得や、社員による米粉を使っ
たレシピの開発などを行っており、提案営業のできる社員育成に力
を注いでおります。

●本社住所／ 岡山県岡山市南区福成2-12-18
●事業所（町外）／ 岡山市
● 連絡先／ 吉備中央町事業所（工場） 

0866-56-6601
E-mail/xiwang@dell.ocn.ne.jp

●創業／ 平成20年7月24日

●資本金／ 1,000万円
●年商／ 4,628万円
● 従業員数／ 町内2名（うち正社員2名）

　男性1名　女性1名
全体8名（うち正社員7名）
　男性3名　女性5名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 1名 1名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

元気でまじめな方を募集しております。農業経験や工場勤務の経験が無くても大丈夫です。工場の清掃作業もありますのでキレ
イ好きな方大歓迎。（フォークリフト免許取得者は優遇します）

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町湯山1300-10

● 採用職種　 米粉製造

● 職種割合　 製造関連作業100％

● 賃　　金　 製造：パート 850円（時給）
※3ヶ月試用期間とする
※22：00以降時給1,063円

● 昇給・賞与　 当社規定による

● 勤務時間　 8：00～17：00
16：00～24：00（時間要相談）
週3日1日3h～OK!

● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、夏季休暇
（年間116日）

● 福利厚生　 作業服等支給

● 先輩の出身校　 高梁高校、倉敷工業高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

20%

平均年齢

46歳

月平均残業時間

5時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

140万円
（週4日勤務の場合）

　製造　

⓬ 株式会社昭和インク工業所 岡山工場 http://www.showa-ink.jp/

事業内容
当社は印刷インクの総合メーカーで、印刷業界のお役に立てるよう
日夜技術開発及び製造・販売の合理化に努めています。お陰様で需
要家の皆様からもご愛顧をいただき、市場での安定したシェアを確
保しております。平成30年には創業85周年を迎え、さらなる発展
と飛躍を期しています。企業として、利潤追求だけではなく、地元
の恵まれた緑の環境保全と、町民の皆様とのふれあいを大切にした
いと考えます。今後も業界のパイオニアとして、印刷インクの開発・
製造を通じて豊かな暮らしと文化の創造に貢献してまいります。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】社員同士のコミュニケーションの場として親睦会、社
員旅行（海外もあり）等を開催しています。

【人材育成】新入社員教育、現場実習等をカリキュラムに沿って実
施しています。

●本社住所／ 東京都世田谷区用賀2-20-20
●事業所（町外）／ 滋賀県甲賀市
● 連絡先／ 0866-22-2835

E-mail/sio2835@tulip.ocn.ne.jp
●創業／ 平成6年6月（岡山工場）

●資本金／ 9,250万円
●年商／ 非公開
● 従業員数／ 町内15名（うち正社員15名）

　男性12名　女性3名
全体81名（うち正社員81名）
　男性67名　女子14名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 0名 1名 2名 1名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名

2017年度 0名 0名 2名 － 0名 0名

当社のような規模の会社が大きな得意先にご愛顧いただけるのは、製造・開発・営業、購買等の各部門がコミュニケーションを
取りあって、誠実且つ素早い対応をしているからだと思います。そのような職場で一緒に頑張って貰える仲間を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町西字仕形畝2675-14
● 採用職種　 製造、事務、技術
● 職種割合　 製造60％、事務20％、

技術20％
● 賃　　金　 技術：（大学）22万円

製造・事務：（高校）17.5万円　
● 昇給・賞与　 昇給：年1回

賞与：年2回

● 勤務時間　 8：45～17：30
● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、夏期休暇

（年間125日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、財形、

慶弔金、退職金、育休等
● 先輩の出身校　 岡山理科大学、高梁城南高

校、津山工業高校、岡山理
科大附属高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

60%

平均年齢

34歳

月平均残業時間

10時間

転勤の可能性

技術職はあり
モデル年収

　製造　

no data
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⓯ タカノフーズ中四国株式会社 http://www.takanofoods.co.jp/

事業内容
【事業内容】「おかめ納豆」の製造販売
【経営理念】安全でおいしい、しかも安い食品をお客様に提供する
ため、従業員一同、納豆の製造に取り組んでおります。併せて、人
材の育成を重視しており、教育研修を通じて社員一人一人が立派な
人間に成長することを大切にしたいと考えています。

【仕事の魅力】未経験でもゼロから技術を身につけることが出来ま
す。また、地域によって好みに合わせた製造を行う奥深さやロスの
削減、稼働率の向上により、利益につながる達成感も味わえます。
福利厚生・人材育成

【福利厚生】社会保険完備、退職金制度、社員旅行、慶弔休暇、永
年勤続表彰制度　等

【人材育成】入社時研修のほか、メンテカレッジ、納豆カレッジといっ
た他工場の人と一緒に学ぶ研修を通じて、納豆作りを学ぶことがで
きます。また、業務に必要な各種取得支援制度があります。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町湯山1300-1
●事業所（町外）／ 【タカノフーズグループ】

宮城・茨城・栃木・三重・佐賀
● 連絡先／ 岡山工場　管理部門　0866-56-9112

E-mail/okayamakanri@takanofoods.co.jp
●創業／ 平成14年1月24日

●資本金／ 3,000万円
●年商／ 24億円
● 従業員数／ 町内27名（うち正社員7名）

　男性12名　女性15名
全体84名（うち正社員31名）
　男性56名　女性28名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 1名 1名 4名 21名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 1名 1名 2名 11名

2017年度 0名 0名 0名 － 1名 4名

製造スタッフの年齢層は幅広い為、どんな人とでもコミュニケーションが取れる方。また安全な商品を作る為、衛生管理に関す
る細かいルールも守れる規律意識の高い方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町湯山1300-1

● 採用職種　 製造全般

● 職種割合　 製造54％、包装37％、その他9％

● 賃　　金　 製造：（高校）15.5万円～
パート 870円～（時給）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 8：00～17：00

● 休日・休暇　 3日出勤1日休日（年間112日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、退職金、
慶弔休暇、育児介護休業制度、
社員旅行

● 先輩の出身校　 高梁城南高校、岡山工業高
校、倉敷工業高校、水島工
業高校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

42%

平均年齢

32歳

月平均残業時間

20時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

450万円
（製造、勤続13年）

　製造　

⓰ パナソニック吉備株式会社 http://panasonic.co.jp/avc/pki/

事業内容
岡山県が緑あふれる大自然の中に人間性豊かな新しい街づくりを進
めている「吉備高原都市」の一角にあり、障がいのある人もない人
もともに力を合わせ、自然に恵まれた快適な環境のもとで、事業活
動を行っています。日本で初めての第3セクター方式（岡山県・吉
備中央町・パナソニック㈱の共同出資）による重度障害者多数雇用
事業所、パナソニック㈱の特例子会社として、昭和56年より操業
しています。

福利厚生・人材育成
社員食堂、健康管理室完備、バリアフリーの働きやすい環境です。
国家検定、社内認定等の資格取得および技能を磨き、アビリンピッ
ク・モノづくり競技大会に出場し、技能向上に力を入れています。

●本社住所／岡山県加賀郡吉備中央町竹部2098
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0866-56-8111

E-mail/panasonic.kibi@gg.jp.
panasonic.com

●創業／ 1980年10月1日

●資本金／ 5,000万円
●年商／ 276億円
● 従業員数／ 町内44名（うち正社員36名） 

　男性22名　女性22名
全体78名（うち正社員63名）
　男性46名　女性32名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 1名 1名 7名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 2名 2名 4名 1名

2017年度 0名 0名 4名 － 0名 0名

電気・情報系基礎知識、パソコン操作（ワード・エクセル）
障がい者雇用をしている会社です。障がい者への理解ある方を求めます。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町竹部2098

● 採用職種　 技術・技能職、事務職、現業職

● 職種割合　 技術・技能職9%、事務職36%、
現業職55%

● 賃　　金　 （高校）15.5万円
 （平均18.9万円）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 8：45～17：30

● 休日・休暇　 土日祝日（年間126日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、退職
慰労金制度

● 先輩の出身校　 水島工業高校、高梁城南高
校、吉備高原職業リハビリ
テーションセンター

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

45%

平均年齢

41歳

月平均残業時間

9時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

496万円
（勤続22年、40歳）

　製造　
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⓱ 株式会社まるみや

事業内容
業務用及び一般小売り向けカット野菜の製造・袋詰め・ピッキング・
出荷、キムチ製造、農産物の栽培が主の業務内容です。健康野菜の
栽培と地場の特産品、手作りの本漬キムチなどこだわりのある商品
作りと品質管理に重点を置き、消費者の健康と吉備中央町の活性化
に貢献する事業活動を継続しています。仕事内容は、難しいもので
はなく、習うよりも慣れろという仕事です。明るく元気で、活発な
仕事場で一緒に頑張りましょう。

福利厚生・人材育成
加入保険は、　健康・厚生・雇用・労災です。退職金制度はありま
せん。交通費は、全額支給。人材育成は、法人会新入社員研修会そ
の他資格試験の支援

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町1177-2
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0867-34-1771

E-mail/marumi2@c.do-up.com
●創業／ 平成23年12月

●資本金／ 1,000万円
●年商／ 3億9,700万円
● 従業員数／ 町内7名（うち正社員2名） 

　男性1名　女性6名
全体43名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 3名 2名 0名 1名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 1名 0名 4名 2名

2017年度 0名 0名 2名 － 0名 0名

明るく元気で、一つの仕事をまじめにコツコツとやり遂げるタイプで、仕事を通じ能力を高めて、人間性を高めたいと思う方を
求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町1177-2

● 採用職種　 製造員

● 職種割合　 製造80％、物流10％、

事務10％

● 賃　　金　 製造：（高校）14万円

● 昇給・賞与　 昇給：なし、賞与：なし

● 勤務時間　 8：00～17：00

9：00～18：00

● 休日・休暇　 週休2日（年間105日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、弔慰金

● 先輩の出身校　 久世・真庭高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

30%

平均年齢

50歳

月平均残業時間

10時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

210万円
（勤続3年、21歳）

　製造　

⓲ 満栄工業株式会社 http://man-ei.co.jp/

事業内容
【事業内容】「水と空気と子どものために」水質浄化や空気清浄・ゴ
ミ処理など社会の環境保全のために無くてはならない「活性炭」を
製造・加工しています。

【経営理念】『私たちは「環境保全」を通じて、人々の豊かな生活、
安全と幸福（しあわせ）、社会の発展に貢献します』を経営理念に
掲げ、仕事を通じ社会貢献に誇りを持ち日々邁進しています。

【社風】社員同士のコミュニケーションを大切にし、社員一人一人
の強みを生かして働きがいのある会社を目指しています。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】新年会、お花見、暑気払い、ファジアーノ岡山観戦ツアー
など社員のコミュニケーションを育む場を作っています。

【人材育成】リーダーシップ勉強会や古典の勉強会を実施するなど、
人間力を高める教育にも力を入れています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂1597
●事業所（町外）／ 鳥取県、大阪府
● 連絡先／ 本社工場　経営企画部　総務チーム

0867-34-1131
E-mail/info@man-ei.co.jp

●創業／ 大正10年

●資本金／ 9,800万円
●年商／ 20億4,000万円
● 従業員数／ 町内42名（うち正社員27名）

　男性35名　女性7名
全体53名（うち正社員36名）
　男性45名　女性8名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 1名 0名 5名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 4名 0名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

経営理念に共感出来る方、お客様や地域の方とも関わる事が多い為コミュニケーション能力を重視します。また、仕事を通じ自
分自身の成長はもちろん、働く仲間の成長も応援出来る方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町下加茂1597

● 採用職種　 事務、品質管理、製造

● 職種割合　 事務20％、品質管理15％、
製造65％

● 賃　　金　 20万円～

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年2回

● 勤務時間　 8：00～17：00（うち休憩１時間）

● 休日・休暇　 週休2日、GW、夏季休暇、
年末年始（年間107日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、
介護休、慶弔金、退職金

● 先輩の出身校　 岡山工業高校、倉敷工業
高校、高梁高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

38%

平均年齢

46歳

月平均残業時間

15時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

450万円

　製造　

⓯ タカノフーズ中四国株式会社 http://www.takanofoods.co.jp/

事業内容
【事業内容】「おかめ納豆」の製造販売
【経営理念】安全でおいしい、しかも安い食品をお客様に提供する
ため、従業員一同、納豆の製造に取り組んでおります。併せて、人
材の育成を重視しており、教育研修を通じて社員一人一人が立派な
人間に成長することを大切にしたいと考えています。

【仕事の魅力】未経験でもゼロから技術を身につけることが出来ま
す。また、地域によって好みに合わせた製造を行う奥深さやロスの
削減、稼働率の向上により、利益につながる達成感も味わえます。
福利厚生・人材育成

【福利厚生】社会保険完備、退職金制度、社員旅行、慶弔休暇、永
年勤続表彰制度　等

【人材育成】入社時研修のほか、メンテカレッジ、納豆カレッジといっ
た他工場の人と一緒に学ぶ研修を通じて、納豆作りを学ぶことがで
きます。また、業務に必要な各種取得支援制度があります。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町湯山1300-1
●事業所（町外）／ 【タカノフーズグループ】

宮城・茨城・栃木・三重・佐賀
● 連絡先／ 岡山工場　管理部門　0866-56-9112

E-mail/okayamakanri@takanofoods.co.jp
●創業／ 平成14年1月24日

●資本金／ 3,000万円
●年商／ 24億円
● 従業員数／ 町内27名（うち正社員7名）

　男性12名　女性15名
全体84名（うち正社員31名）
　男性56名　女性28名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 1名 1名 4名 21名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 1名 1名 2名 11名

2017年度 0名 0名 0名 － 1名 4名

製造スタッフの年齢層は幅広い為、どんな人とでもコミュニケーションが取れる方。また安全な商品を作る為、衛生管理に関す
る細かいルールも守れる規律意識の高い方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町湯山1300-1

● 採用職種　 製造全般

● 職種割合　 製造54％、包装37％、その他9％

● 賃　　金　 製造：（高校）15.5万円～
パート 870円～（時給）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 8：00～17：00

● 休日・休暇　 3日出勤1日休日（年間112日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、退職金、
慶弔休暇、育児介護休業制度、
社員旅行

● 先輩の出身校　 高梁城南高校、岡山工業高
校、倉敷工業高校、水島工
業高校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

42%

平均年齢

32歳

月平均残業時間

20時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

450万円
（製造、勤続13年）

　製造　

⓰ パナソニック吉備株式会社 http://panasonic.co.jp/avc/pki/

事業内容
岡山県が緑あふれる大自然の中に人間性豊かな新しい街づくりを進
めている「吉備高原都市」の一角にあり、障がいのある人もない人
もともに力を合わせ、自然に恵まれた快適な環境のもとで、事業活
動を行っています。日本で初めての第3セクター方式（岡山県・吉
備中央町・パナソニック㈱の共同出資）による重度障害者多数雇用
事業所、パナソニック㈱の特例子会社として、昭和56年より操業
しています。

福利厚生・人材育成
社員食堂、健康管理室完備、バリアフリーの働きやすい環境です。
国家検定、社内認定等の資格取得および技能を磨き、アビリンピッ
ク・モノづくり競技大会に出場し、技能向上に力を入れています。

●本社住所／岡山県加賀郡吉備中央町竹部2098
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0866-56-8111

E-mail/panasonic.kibi@gg.jp.
panasonic.com

●創業／ 1980年10月1日

●資本金／ 5,000万円
●年商／ 276億円
● 従業員数／ 町内44名（うち正社員36名） 

　男性22名　女性22名
全体78名（うち正社員63名）
　男性46名　女性32名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 1名 1名 7名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 2名 2名 4名 1名

2017年度 0名 0名 4名 － 0名 0名

電気・情報系基礎知識、パソコン操作（ワード・エクセル）
障がい者雇用をしている会社です。障がい者への理解ある方を求めます。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町竹部2098

● 採用職種　 技術・技能職、事務職、現業職

● 職種割合　 技術・技能職9%、事務職36%、
現業職55%

● 賃　　金　 （高校）15.5万円
 （平均18.9万円）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 8：45～17：30

● 休日・休暇　 土日祝日（年間126日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、退職
慰労金制度

● 先輩の出身校　 水島工業高校、高梁城南高
校、吉備高原職業リハビリ
テーションセンター

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

45%

平均年齢

41歳

月平均残業時間

9時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

496万円
（勤続22年、40歳）

　製造　

15企業ガイド



⓳ ユーサン精密株式会社 http://www.u-sun.co.jp/

事業内容
当社は、モノ造りの原点である「金型」を製造しています。あらゆる材
質をあらゆる形に変え、しかも量産を可能にする、それが「金型」です。
当社は常にお客様の立場に立ち、お客様のメリットを考えた「金型づく
り」をしています。
創業以来、金型・精密部品メーカーとしてさまざまなニーズに応えてき
ましたが、今後ますます多様化するニーズを強力にバックアップ出来る
金型づくりを目指して、独自の技術を磨き、信頼されるメーカーである
ために、創意・挑戦を続けています。

福利厚生・人材育成
年間休日の他、慶弔、特別休暇、結婚記念日休暇等
弊社独自の研修・教育プログラムにて人材育成を行っています。
また、スキルアップのために通信教育も会社で受講でき、受講費用、
資格取得費用は、全額会社が負担致します。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂
1825

●事業所（町外）／ 久米郡久米南町
● 連絡先／ 本部　総務部　0867-34-0006

E-mail/y-fujii@umc-net.co.jp
●創業／ 昭和57年7月9日

●資本金／ 1,500万円
●年商／ 115億1,400万円
● 従業員数／ 町内117名

全体283名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 1名 3名 4名 20名 1名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 6名 5名 13名 1名

2017年度 1名 0名 4名 － 0名 0名

自分がどんな人になりたいのか、そうなるための知識、技能向上のために努力を惜しまない人
色んな事に挑戦したい・自分で何かをしてみたい、そういった意欲あふれる人材を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町もしくは久米南町
● 採用職種　 金型設計、金型加工技術、メカトロニク

ス技術、先行試作、品質管理・生産管理
● 職種割合　 金型設計（7％）、金型加工技術（25％）、

メカトロニクス技術（5％）、先行試作
（3％）、品質管理・生産管理（10％）

● 賃　　金　 （大学）20.1万円～
（短大・専門）18.4万円～
（高校）17万円～
 （住宅手当含む）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回
● 勤務時間　8：00～16：30
● 休日・休暇　 土日（年間110日）、年末年始、

夏期、GW
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、退職金制度、財形
● 先輩の出身校　 岡山大学、岡山理科大学、

香川大学、倉敷工業高校、
高梁城南高校、津山工業高
校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

65%

平均年齢

38.9歳

月平均残業時間

20時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

500万円
（金型加工技術、勤続8年、30歳）

　製造　

⓴ 株式会社吉備高原サツキ育英会 http://www.shibamura-group.com/

事業内容
地域のお客様に密着してお客様の要望に応える事業を展開していま
す。店舗は、吉備高原都市きびプラザと道の駅かようの2店舗を町
内にそしてWebサイトでは特産品等の販路開拓を行っています。

【経営理念】私達は誠意と思いやりの心で地域に必要とされる企業
を目指し、仕事を通じて、私達の仕事がこの地域にあって良かった
と評価される経営を目指しています。
仕事は、地域の皆様に食品・日用品等の販売、販路開拓には地産品
の特産化や販売など行っています。お客様に「ありがとう」と言っ
てもらえるやりがいのある仕事です。
福利厚生・人材育成

資格取得応援制度、職業能力開発、向上に関する制度がありキャリ
アアップ研修やビデオ研修を定期的に開催し社員人事任用制度にも
適用しています。また年間複数回の社員懇談会などお互いの交流、
親睦にも力を入れています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上竹2065
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 道の駅かよう　0866-55-6008

E-mail/hitomi1103sb@yahoo.co.jp
●創業／ 昭和57年6月26日

●資本金／ 8,000万円
●年商／ 5億280万円
● 従業員数／ 町内32名（うち正社員8名）

　男性9名　女性23名
全体35名（うち正社員11名）
　男性11名　女性24名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 3名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 2名 7名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

自社が目指す方向性と理念を共有し、夢や希望をもって、自らが職業能力を高め、期待される役割行動にしっかりチャレンジし、
コミュニケーションがしっかりとれる人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町北1974
● 採用職種　 営業、接客、Webスタッフ
● 職種割合　 営業・接客50％、Webスタッフ50％
● 賃　　金　 職種共通：（大学）17.6万円

　　　　　（短大・専修）16万円
　　　　　（高校）15万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年度の状況により

● 勤務時間　 8：00～17：00、9：00～18：00、
10：00～19：00等のシフト制

● 休日・休暇　 会社カレンダーによる（年間72日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、慶弔金、資格取得応援等
● 先輩の出身校　 大東文化大学、就実短大、

総社高校、吉備北陵高校

　卸売・小売　

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

20%

平均年齢

42歳

月平均残業時間

40時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

288万円
（店舗・接客・管理、勤続1年、31歳）
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㉑ 有限会社シバムラ http://shaddy.jp/70430-900/

事業内容
シバムラグループの基幹事業所として冠婚葬祭全般を通して地域のお
客様に密着してお客様の要望に応える事業を展開しています。特に店
舗はシャディサラダ館を町内に2店舗置いています。

【経営理念】私達は誠意と思いやりの心で地域に必要とされる企業を目
指し、仕事を通じて適正な収益基盤をつくり、私達の仕事がこの地域
にあって良かったと評価される経営を目指し、地域と共に挑戦します。
仕事は、特に冠婚葬祭ギフトの販売です。「ありがとう」と言ってもら
えるお客様のお手伝いはやりがいのある仕事です。

福利厚生・人材育成
資格取得応援制度、職業能力開発、向上に関する制度がありキャリ
アアップ研修やビデオ研修を定期的に開催し社員人事任用制度にも
適用しています。また年間複数回の社員懇談会などお互いの交流、
親睦にも力を入れています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上竹2065-2
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ サラダ館賀陽店　0866-54-1050

E-mail/skei@kibi.ne.jp
●創業／ 明治30年

●資本金／ 500万円
●年商／ 1億9,500万円
● 従業員数／ 町内6名（うち正社員4名）

　男性2名　女性4名
全体6名（うち正社員4名）
　男性2名　女性4名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 1名 0名 0名 0名 0名 0名

2017年度 1名 0名 0名 － 0名 0名

自社が目指す方向性と理念を共有し、夢や希望をもって、自らが職業能力を高め、期待される役割行動にしっかりチャレンジし、
コミュニケーションがしっかりとれる人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上竹2065-2
● 採用職種　 営業、接客、Webスタッフ
● 職種割合　 営業・接客50％、Webスタッフ50％
● 賃　　金　 職種共通：（大学）17.6万円

　　　　　（短大・専修）16万円
　　　　　（高校）15万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年度の状況により

● 勤務時間　 8：00～17：00、9：00～18：00、
10：00～19：00等のシフト制

● 休日・休暇　 会社カレンダーによる（年間72日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、慶弔金、資格取得応援等
● 先輩の出身校　 大東文化大学、就実短大、

総社高校、吉備北陵高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

20%

平均年齢

45歳

月平均残業時間

40時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

300万円
（営業、勤続1年、55歳）

　卸売・小売　

㉒ エムエフエス株式会社 吉備店 http://www.seiyofood.co.jp

事業内容
当社の事業内容は、国立吉備青少年自然の家を利用される、研修生
や、ファミリーの方に、安心・安全・おいしい料理・気配りサービ
スを基本方針として食事提供を行い、お客様より食事が終わった後
に「ごちそう様、美味しかったよ」と言っていただけることやまた
利用していただけることを目標に取り組んでます。未経験の方でも
安心して働ける職場です。

福利厚生・人材育成
新規採用者へ試用期間を設け、店舗作業指導。
食品衛生に関する教育　年1回。従業員健康診断　年1回。

●本社住所／ 東京都豊島区東池袋3-13-3星和池袋ビル
●事業所（町外）／ 【国内】東京都、長野県、島根県、

広島県、等25店舗
● 連絡先／ エムエフエス株式会社吉備店　

0866-56-7252
E-mail/69008@compass-jpn.com

●創業／ 昭和35年11月1日

●資本金／ 1,000万円
●年商／ 29億800万円
● 従業員数／ 町内15名（うち正社員2名）

　男性3名　女性12名
全体410名（うち正社員76名）
　 その他社員（パート・アルバイト

含む）334名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 3名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

調理経験者や栄養士さんで経験を活かして活躍されたい方。料理の好きな方、明るく子どもが好きな方、接客が好きな方等、主
婦の方から定年後の第二の活躍場所を探されている方

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町吉川4393-82
● 採用職種　 調理師、栄養士、接客サービス、

洗い場
● 職種割合　 100％
● 賃　　金　 契約社員：基本給17.5万円

パート 830円～（時給）
● 昇給・賞与　 昇給：あり（契約社員・パート）

　　　（能力による）
賞与：なし

● 勤務時間　 6：00～15：00
11：00～20：00（契約社員）
6：00～20：00のうち4から5時
間（パート）

● 休日・休暇　 会社カレンダーによる
● 福利厚生　 契約社員：健康、厚生、雇用、

労災、パート：雇用、労災
● 先輩の出身校　 東海大学、高松農業高校、

淡路三原高校

　サービス　

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

40%

平均年齢

65歳

月平均残業時間

5時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

契約社員：210万円
パート：70万円

⓳ ユーサン精密株式会社 http://www.u-sun.co.jp/

事業内容
当社は、モノ造りの原点である「金型」を製造しています。あらゆる材
質をあらゆる形に変え、しかも量産を可能にする、それが「金型」です。
当社は常にお客様の立場に立ち、お客様のメリットを考えた「金型づく
り」をしています。
創業以来、金型・精密部品メーカーとしてさまざまなニーズに応えてき
ましたが、今後ますます多様化するニーズを強力にバックアップ出来る
金型づくりを目指して、独自の技術を磨き、信頼されるメーカーである
ために、創意・挑戦を続けています。

福利厚生・人材育成
年間休日の他、慶弔、特別休暇、結婚記念日休暇等
弊社独自の研修・教育プログラムにて人材育成を行っています。
また、スキルアップのために通信教育も会社で受講でき、受講費用、
資格取得費用は、全額会社が負担致します。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂
1825

●事業所（町外）／ 久米郡久米南町
● 連絡先／ 本部　総務部　0867-34-0006

E-mail/y-fujii@umc-net.co.jp
●創業／ 昭和57年7月9日

●資本金／ 1,500万円
●年商／ 115億1,400万円
● 従業員数／ 町内117名

全体283名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 1名 3名 4名 20名 1名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 6名 5名 13名 1名

2017年度 1名 0名 4名 － 0名 0名

自分がどんな人になりたいのか、そうなるための知識、技能向上のために努力を惜しまない人
色んな事に挑戦したい・自分で何かをしてみたい、そういった意欲あふれる人材を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町もしくは久米南町
● 採用職種　 金型設計、金型加工技術、メカトロニク

ス技術、先行試作、品質管理・生産管理
● 職種割合　 金型設計（7％）、金型加工技術（25％）、

メカトロニクス技術（5％）、先行試作
（3％）、品質管理・生産管理（10％）

● 賃　　金　 （大学）20.1万円～
（短大・専門）18.4万円～
（高校）17万円～
 （住宅手当含む）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回
● 勤務時間　8：00～16：30
● 休日・休暇　 土日（年間110日）、年末年始、

夏期、GW
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、退職金制度、財形
● 先輩の出身校　 岡山大学、岡山理科大学、

香川大学、倉敷工業高校、
高梁城南高校、津山工業高
校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

65%

平均年齢

38.9歳

月平均残業時間

20時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

500万円
（金型加工技術、勤続8年、30歳）

　製造　

⓴ 株式会社吉備高原サツキ育英会 http://www.shibamura-group.com/

事業内容
地域のお客様に密着してお客様の要望に応える事業を展開していま
す。店舗は、吉備高原都市きびプラザと道の駅かようの2店舗を町
内にそしてWebサイトでは特産品等の販路開拓を行っています。

【経営理念】私達は誠意と思いやりの心で地域に必要とされる企業
を目指し、仕事を通じて、私達の仕事がこの地域にあって良かった
と評価される経営を目指しています。
仕事は、地域の皆様に食品・日用品等の販売、販路開拓には地産品
の特産化や販売など行っています。お客様に「ありがとう」と言っ
てもらえるやりがいのある仕事です。
福利厚生・人材育成

資格取得応援制度、職業能力開発、向上に関する制度がありキャリ
アアップ研修やビデオ研修を定期的に開催し社員人事任用制度にも
適用しています。また年間複数回の社員懇談会などお互いの交流、
親睦にも力を入れています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上竹2065
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 道の駅かよう　0866-55-6008

E-mail/hitomi1103sb@yahoo.co.jp
●創業／ 昭和57年6月26日

●資本金／ 8,000万円
●年商／ 5億280万円
● 従業員数／ 町内32名（うち正社員8名）

　男性9名　女性23名
全体35名（うち正社員11名）
　男性11名　女性24名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 3名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 2名 7名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

自社が目指す方向性と理念を共有し、夢や希望をもって、自らが職業能力を高め、期待される役割行動にしっかりチャレンジし、
コミュニケーションがしっかりとれる人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町北1974
● 採用職種　 営業、接客、Webスタッフ
● 職種割合　 営業・接客50％、Webスタッフ50％
● 賃　　金　 職種共通：（大学）17.6万円

　　　　　（短大・専修）16万円
　　　　　（高校）15万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年度の状況により

● 勤務時間　 8：00～17：00、9：00～18：00、
10：00～19：00等のシフト制

● 休日・休暇　 会社カレンダーによる（年間72日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、慶弔金、資格取得応援等
● 先輩の出身校　 大東文化大学、就実短大、

総社高校、吉備北陵高校

　卸売・小売　

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

20%

平均年齢

42歳

月平均残業時間

40時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

288万円
（店舗・接客・管理、勤続1年、31歳）
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吉備高原リゾート株式会社 吉備高原リゾートホテル
吉備高原ごっつぉうビュッフェバイキング http://www.kibi.ne.jp/~k-resort/

事業内容
職場の拠点となる吉備中央町には、その豊かな自然環境から得られる
農産物や畜産物をはじめとする特産品や伝統ある観光資源、自然を生
かした体験資源がたくさんあります。当事業所ではこうした地域の基
幹産業である農業をベースに商工業、観光などを取り入れ、宿泊や食
事の企画立案、商品開発、そして情報発信を行い、キラリと光る豊か
なまちづくりに貢献することを夢に描き、目標としています。そして、
私たちの仕事が地域の皆さまに必要とされ、地域にあってよかったと
評価されるオンリーワンの企業となるよう、常にお客様のしてほしい
こと、よろこんでいただけることを念頭に、チャレンジを続けています。
福利厚生・人材育成

資格取得応援制度、人事任用試験制度社員の職業能力の開発、向上
に関する制度があり、これを推進するキャリアアップ研修やビデオ
研修を定期的に開催。また年間複数回の社員懇談会など互いの交流、
親睦にも力を入れています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町吉川4860-6
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 吉備高原リゾートホテル

0866-56-7170
E-mail/k-resort@kibi.ne.jp

●創業／ 平成4年10月1日

●資本金／ 7,000万円
●年商／ 3億5,000万円
● 従業員数／ 町内28名（うち正社員9名）

　男性9名　女性19名
全体34名（うち正社員14名）
　男性13名　女性21名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 4名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 2名 0名 0名 1名 0名

2017年度 0名 1名 1名 － 1名 0名

私たちの夢が実現し、より大きな夢を実現させるために
① 当社の理念を共有できる方　② 夢や希望をもって頑張れる方　③ 自分の強み、得意な分野を持っている方　④ コミュニケー
ションがしっかりととれる方　⑤ 将来、当社の幹部社員としての姿が見える方を募集しています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央甼吉川4860-6
● 採用職種　 営業・接客、調理
● 職種割合　 営業・接客58％、調理42％
● 賃　　金　 職種共通：（大学）17.6万円

　　　　　（短大・専修）16万円
　　　　　（高校）15万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年度の状況により支給

● 勤務時間　 7：00～17：00、 10：00～20：00、 
12：00～22：00 等のシフト制

● 休日・休暇　 会社カレンダーによる
（年間72日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、
育児、資格取得応援等

● 先輩の出身校　 吉備国際大学、倉敷芸術科
学大学、山陽学園短大、専
門ビーマックス、専門岡山
ビジネスカレッジ、西日本
調理製菓専門、岡山御津高
校等

㉓ 
会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

5%

平均年齢

40歳

月平均残業時間

40時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

270万円
（営業接客、勤続5年、27歳）

　サービス　

㉔ 吉備高原リゾート株式会社 吉備中央会館 http://www.kibi.ne.jp/~kaikan/

事業内容
職場の拠点となる吉備中央町を中心に、私たちの仕事が地域の皆さ
まに必要とされ、地域にあってよかったと評価されるオンリーワン
の企業となるよう冠婚葬祭を一つの柱として、常にお客様のしてほ
しいこと、よろこんでいただけることを念頭に、チャレンジを続け
ています。特に当事業所では葬儀、法事を中心に様々なご相談受付
やプランニング、施工のお手伝いなど行いながら企画や運営、また
管理的な仕事も行っています。人生の大切な節目にあるセレモニー
を通じてお客様に喜んでいただける接客、おもてなしの仕事です。

福利厚生・人材育成
資格取得応援制度、人事任用試験制度社員の職業能力の開発、向上
に関する制度があり、これを推進するキャリアアップ研修やビデオ
研修を定期的に開催。また年間複数回の社員懇談会など互いの交流、
親睦にも力を入れています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町吉川4860-6
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 吉備中央会館

0866-56-6265
E-mail/kaikan@kibi.ne.jp

●創業／ 平成4年10月1日

●資本金／ 7,000万円
●年商／ 3億5,000万円
● 従業員数／ 町内3名（うち正社員2名）

　男性2名　女性1名
全体4名（うち正社員2名）
　男性2名　女性2名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 1名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

私たちの夢が実現し、より大きな夢を実現させるために
① 当社の理念を共有できる方　② 夢や希望をもって頑張れる方　③ 自分の強み、得意な分野を持っている方　④ コミュニケー
ションがしっかりととれる方　⑤ 将来、当社の幹部社員としての姿が見える方を募集しています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町吉川7518-62
● 採用職種　 セレモニースタッフ
● 職種割合　 セレモニースタッフ100％
● 賃　　金　 職種共通：（大学）17.6万円

　　　　　（短大・専修）16万円
　　　　　（高校）15万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年度の状況により支給

● 勤務時間　 7：00～17：00、 10：00～20：00、 
12：00～22：00 等のシフト制

● 休日・休暇　 会社カレンダーによる
（年間72日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、
育児、資格取得応援等

● 先輩の出身校　 日本文理大学、真備高校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

5%

平均年齢

54歳

月平均残業時間

40時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

320万円
（セレモニースタッフ、勤続5年、40歳）

　サービス　
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㉕ 株式会社ケンジャミン・フランクリン http://k-franklin.com/

事業内容
当社は「すべてのみなさまに＋αのしあわせを。」を創業理念として、
平成17年に個人事業として開業、平成25年に法人化いたしました。
主な事業は、飲食業「ベルネーゼ」と移動販売事業「移動スーパーロ
ンドン」の経営です。飲食業は地産地消をモットーに、マスコミやコ
ンビニなどでメニューが紹介・販売された実績があります。移動販売
事業は、現在3台の移動販売車で町内外の買い物困難者に食材・日用
品を移動販売しております。お客様から「美味しかった」「ありがとう」
と言っていただける、「人のしあわせのために」なるお仕事です。
福利厚生・人材育成

人材育成のモットーは、「人財の魅力・長所を最大限いかす」こと
です。当社は現在ソーシャルビジネスを行っており、地域の問題を
解決するために事業を営んでおります。会社内でも「ありがとう」
を合言葉にし、全社一丸となって日々の活動をしております。福利
厚生は社会保険完備です。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上野2440-52
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0866-56-7187

E-mail/info@k-franklin.com
●創業／ 平成25年1月9日

●資本金／ 100万円
●年商／ 2,500万円
● 従業員数／ 町内1名（うちアルバイト1名）

　女性1名
全体3名（うちアルバイト3名）
　男性1名　女性2名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 2名 3名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 3名 0名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 1名

感謝の心を持ち、日々生活している方。「ありがとう」という言葉を心から他人に伝えられる方を希望しています。何故なら、些
細なことに感謝出来る方は、前向きな心で仕事に取り組めるからです。ソーシャルビジネスを行っている当社では、何よりもま
ず「ありがとう」の心が大切です。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上野2440-52

● 採用職種　 サービス、営業

● 職種割合　 サービス、営業100％

● 賃　　金　 正社員 16.8万円～　　
アルバイト 800円～（時給）

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 9：30～18：30

● 休日・休暇　 週休2日　（年間122日）
年末年始

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災

● 先輩の出身校　 桃山学院大学、関西高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均 平均年齢

40歳

月平均残業時間

40時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

no data no data

　サービス　

㉖ びほく農業協同組合 http://www.ja-bihoku.or.jp/

事業内容
総合農協で、組合員の営農と生活を向上させるための指導事業、組
合員が生産した農畜産物の販売、貯金の受入、資金の融資、共済事業、
生産資材・生活物資の供給、共同施設利用事業、旅行事業等。
組合員への最大の奉仕を目的とし、地域への貢献、農業の振興と農
村の活性化を図るため、営農指導・生活指導をはじめ販売・信用・
共済・購買・利用・加工・旅行事業等、幅広く事業を展開しています。

福利厚生・人材育成
総合農協ならではの各事業別に専門研修を行い、営農振興に寄与す
るべく職員の人材育成を図ります。

●本社住所／ 岡山県高梁市中原町1383
●事業所（町外）／ 高梁市、真庭市
● 連絡先／ 0866-22-4555

E-mail/bihoku@bh.oy-jp.or.jp
●創業／ 平成6年4月1日

●資本金／ 23億3,798万円
●年商／ 79億3,070万円
● 従業員数／ 町内51名（うち正社員35名）

　男性29名　女性22名
全体367名（うち正社員212名）
　男性215名　女性152名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 7名 0名 1名 8名 1名 0名
大学 あり
短大・専門 なし
高校 あり

2016年度 13名 0名 1名 12名 1名 0名

2017年度 9名 0名 1名 － 1名 0名

活力に満ち溢れ、何事にも最後までやり抜く気持ちを持った方、元気よく挨拶が出来、地元地域、人々を愛する方を望んでいます。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町田土3932等

● 採用職種　 一般総合職

● 職種割合　 異動を伴うため、特に限定無し

● 賃　　金　 （大学）15.8万円
（高校）14.6万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年6.2ヶ月

● 勤務時間　 8：30～17：30　一部事業所は
変則勤務、ローテーション制有

● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、一部事業所
は変則勤務、ローテーション制有

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、
育休、結婚祝金、弔慰金等

● 先輩の出身校　 島根大学（農学部）、香川
大学（法学部）等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

60%

平均年齢

42歳

月平均残業時間

40時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

500万円
（勤続20年、42歳）

　サービス　

吉備高原リゾート株式会社 吉備高原リゾートホテル
吉備高原ごっつぉうビュッフェバイキング http://www.kibi.ne.jp/~k-resort/

事業内容
職場の拠点となる吉備中央町には、その豊かな自然環境から得られる
農産物や畜産物をはじめとする特産品や伝統ある観光資源、自然を生
かした体験資源がたくさんあります。当事業所ではこうした地域の基
幹産業である農業をベースに商工業、観光などを取り入れ、宿泊や食
事の企画立案、商品開発、そして情報発信を行い、キラリと光る豊か
なまちづくりに貢献することを夢に描き、目標としています。そして、
私たちの仕事が地域の皆さまに必要とされ、地域にあってよかったと
評価されるオンリーワンの企業となるよう、常にお客様のしてほしい
こと、よろこんでいただけることを念頭に、チャレンジを続けています。
福利厚生・人材育成

資格取得応援制度、人事任用試験制度社員の職業能力の開発、向上
に関する制度があり、これを推進するキャリアアップ研修やビデオ
研修を定期的に開催。また年間複数回の社員懇談会など互いの交流、
親睦にも力を入れています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町吉川4860-6
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 吉備高原リゾートホテル

0866-56-7170
E-mail/k-resort@kibi.ne.jp

●創業／ 平成4年10月1日

●資本金／ 7,000万円
●年商／ 3億5,000万円
● 従業員数／ 町内28名（うち正社員9名）

　男性9名　女性19名
全体34名（うち正社員14名）
　男性13名　女性21名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 1名 4名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 2名 0名 0名 1名 0名

2017年度 0名 1名 1名 － 1名 0名

私たちの夢が実現し、より大きな夢を実現させるために
① 当社の理念を共有できる方　② 夢や希望をもって頑張れる方　③ 自分の強み、得意な分野を持っている方　④ コミュニケー
ションがしっかりととれる方　⑤ 将来、当社の幹部社員としての姿が見える方を募集しています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央甼吉川4860-6
● 採用職種　 営業・接客、調理
● 職種割合　 営業・接客58％、調理42％
● 賃　　金　 職種共通：（大学）17.6万円

　　　　　（短大・専修）16万円
　　　　　（高校）15万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年度の状況により支給

● 勤務時間　 7：00～17：00、 10：00～20：00、 
12：00～22：00 等のシフト制

● 休日・休暇　 会社カレンダーによる
（年間72日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、
育児、資格取得応援等

● 先輩の出身校　 吉備国際大学、倉敷芸術科
学大学、山陽学園短大、専
門ビーマックス、専門岡山
ビジネスカレッジ、西日本
調理製菓専門、岡山御津高
校等

㉓ 
会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

5%

平均年齢

40歳

月平均残業時間

40時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

270万円
（営業接客、勤続5年、27歳）

　サービス　

㉔ 吉備高原リゾート株式会社 吉備中央会館 http://www.kibi.ne.jp/~kaikan/

事業内容
職場の拠点となる吉備中央町を中心に、私たちの仕事が地域の皆さ
まに必要とされ、地域にあってよかったと評価されるオンリーワン
の企業となるよう冠婚葬祭を一つの柱として、常にお客様のしてほ
しいこと、よろこんでいただけることを念頭に、チャレンジを続け
ています。特に当事業所では葬儀、法事を中心に様々なご相談受付
やプランニング、施工のお手伝いなど行いながら企画や運営、また
管理的な仕事も行っています。人生の大切な節目にあるセレモニー
を通じてお客様に喜んでいただける接客、おもてなしの仕事です。

福利厚生・人材育成
資格取得応援制度、人事任用試験制度社員の職業能力の開発、向上
に関する制度があり、これを推進するキャリアアップ研修やビデオ
研修を定期的に開催。また年間複数回の社員懇談会など互いの交流、
親睦にも力を入れています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町吉川4860-6
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 吉備中央会館

0866-56-6265
E-mail/kaikan@kibi.ne.jp

●創業／ 平成4年10月1日

●資本金／ 7,000万円
●年商／ 3億5,000万円
● 従業員数／ 町内3名（うち正社員2名）

　男性2名　女性1名
全体4名（うち正社員2名）
　男性2名　女性2名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 1名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

私たちの夢が実現し、より大きな夢を実現させるために
① 当社の理念を共有できる方　② 夢や希望をもって頑張れる方　③ 自分の強み、得意な分野を持っている方　④ コミュニケー
ションがしっかりととれる方　⑤ 将来、当社の幹部社員としての姿が見える方を募集しています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町吉川7518-62
● 採用職種　 セレモニースタッフ
● 職種割合　 セレモニースタッフ100％
● 賃　　金　 職種共通：（大学）17.6万円

　　　　　（短大・専修）16万円
　　　　　（高校）15万円

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年度の状況により支給

● 勤務時間　 7：00～17：00、 10：00～20：00、 
12：00～22：00 等のシフト制

● 休日・休暇　 会社カレンダーによる
（年間72日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、
育児、資格取得応援等

● 先輩の出身校　 日本文理大学、真備高校等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

5%

平均年齢

54歳

月平均残業時間

40時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

320万円
（セレモニースタッフ、勤続5年、40歳）

　サービス　

19企業ガイド



㉗ 社会福祉法人うずき会 介護老人福祉施設きびハイツ http://www.uzukikai1980.jp/

事業内容
【事業内容・経営理念】自然豊かな吉備高原の地で90床の特別養護
老人ホーム、10床のショートステイ、定員25名のデイサービスセ
ンター、居宅介護支援事業所を運営しています。「礼儀正しく清潔に、
言葉遣いは丁寧に。忘れまい明るい笑顔と優しい心」をモットーに
取り組んでいます。利用して良かった、任せて良かった、働いて良
かったと感じて頂けるような施設づくりに努力しています。

【仕事の魅力】人と人とが関わりを持つことから様々なことが生ま
れます。そこから得たものが絆や、やりがい、明日への元気になり
ます。魅力いっぱいです！
福利厚生・人材育成

【福利厚生】新人歓迎イベント、地域で開催されるイベントへの参加、
職員研修旅行など、業務以外での交流を大切にしています。「働き
やすい環境＝充実したコミュニケーション」と考えています。

【人材育成】新任向け、中堅向け、リーダー向けの勉強会の開催や、
外部への受講も積極的に勧めています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上野1883-5
●事業所（町外）／ 倉敷市玉島
● 連絡先／ 0866-56-6677

E-mail/haituh16@kibi.ne.jp
●創業／ 平成16年10月1日

●資本金／なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内45名（うち正社員17名）

　男性14名　女性31名
全体82名（うち正社員49名）
　男性32名　女性50名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 1名 1名 2名 3名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 1名 0名 1名 0名 3名

2017年度 0名 0名 2名 － 0名 0名

ご利用者に心豊かな生活を送って頂くことを目標とし、同時に職員が働きやすい環境づくりを目指しています。経験・資格の有
無ではなく、ともに前進して頂ける方をお待ちしています。職場見学・職場体験ともに可能です。お気軽にお問い合わせください。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上野1883-5
● 採用職種　 介護職員（正規職員・パート職員）
● 職種割合　 介護職員63％
● 賃　　金　 基本給：（大学）18.1万円

　　　　（短大・専門）17.1万円
　　　　（高校）16.2万円
＋ 特殊業務手当、夜勤手当、

通勤手当等

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年3回（6月、12月、3月）

● 勤務時間　 7：00～16：00、10：00～19：00、
13：00～22：00、17：00～翌10：00等

● 休日・休暇　 4週8休制
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、財形、

退職金共済、産休、育休、互助会
● 先輩の出身校　 川崎医療福祉大学、専門岡山情報

ビジネス学院、高梁城南高校等

　医療・福祉　

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

28.7%

平均年齢

38.1歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

357万円
（勤続5年、高卒）

㉘ 社会福祉法人吉備健生会 吉備高原賀陽荘

事業内容
法人理念のもと、地域に開かれた施設として在宅から入所、予防か
ら介護までの総合的なサービスが提供できる地域のための施設とし
て、利用者・家族・地域の方々一人ひとりの立場に立ったサービス
を提供しています。また、職員も安心して働けるよう、就業規則や
福利厚生も充実しています。地域福祉の実践により地域から信頼さ
れ、選ばれる福祉施設であることが賀陽荘の最大の特徴です。

福利厚生・人材育成
子育て、介護とどの年代の方にも安心して働いていただけるように
しています。福利厚生も働いてみて初めて分かる「自分が守られて
いる」がたくさんあります。新人研修から資格取得・スキルアップ
の研修まで援助も充実しています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上竹753
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 特別養護老人ホーム吉備高原賀陽荘　

0866-54-1290
E-mail/kayousou@kibi.ne.jp

●創業／ 昭和53年7月10日

●資本金／ なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内61名

　男性10名　女性51名
全体86名
　男性21名　女性65名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 2名 1名 1名 3名 3名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 1名 0名 1名 2名 2名

2017年度 1名 0名 0名 － 0名 0名

介護や福祉は社会の安心のために、誰かが必ずしなければならないものです、その期待に応えるための「努力」を惜しまない、「笑
顔」の明るい方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上竹753
● 採用職種　 生活相談員、ケアワーカー、

栄養士・調理員
● 職種割合　 ケアワーカー80％、栄養士・調理員10％
● 賃　　金　 ケアワーカー：（大学）17万円

＋（夜勤手当、交通費、資格手当等）
栄養士：（大学）16万円＋交通費等

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回
処遇改善手当

● 勤務時間　 早出、遅出、夜勤の交替勤務
（週40時間勤務）

● 休日・休暇　 交替制勤務により週休2日と同
等、夏季休暇3日、年末年始

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、育休、
慶弔、退職金、福利厚生センター

● 先輩の出身校　 旭川荘厚生専門、専門岡山情
報ビジネス学院、高梁城南高
校、高梁日新高校

http://www.care-net.
biz/33/kayousou753/

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

40%

平均年齢

42歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

345万円
（ケアワーカー、勤続5年、26歳）

　医療・福祉　

20 企業ガイド



㉙ 吉備高原医療リハビリテーションセンター http://www.kibirihah.johas.go.jp/

事業内容
吉備高原医療リハビリテーションセンターは昭和62年6月1日に開
院し、診療を開始しました。以来「四肢・脊椎の障がい、中枢神経
麻痺患者の職場・自宅復帰支援の充実をはかる」ことを目的として、
入院から社会復帰、さらには社会生活の維持まで、一環として個々
人の障がいのレベルにふさわしいリハビリテーション医療を提供し
ています。

福利厚生・人材育成
扶養手当や時間外手当等の各種手当があります。休日は土日祝祭日
や年末年始の他、年次有給休暇や特別休暇等あります。また病院か
ら徒歩5分の場所に職員宿舎を完備しています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0866-56-7141

E-mail/syomu@kibirihah.johas.go.jp
●創業／ 昭和62年6月1日

●資本金／ なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内101名

全体155名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 2名 0名 3名 3名 7名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 5名 12名

2017年度 1名 4名 0名 － 1名 0名

リハビリテーションだけでなく、地域の中核医療施設として地域の方たちの一般診療もしています。地域医療やリハビリテーショ
ンに興味のある方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町吉川7511
● 採用職種　 医師、看護師、理学療法士、

作業療法士、看護補助者、事務
● 職種割合　 医師7%、看護職53%、

医療職23%、事務職17%
● 賃　　金　 no data
● 昇給・賞与　 昇給：年1回

賞与：年2回

● 勤務時間　 8：15～17：00
病棟看護師は3交代制

● 休日・休暇　 土日祝日、年末年始、年次有給休
暇、特別休暇、産前産後休暇等

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、厚生
年金基金（平成29年4月に新制
度（DB/DC）へ移行）

● 先輩の出身校　 no data

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

no data

平均年齢

45歳

月平均残業時間

no data

転勤の可能性

職種によってあり

モデル年収

no data

　医療・福祉　

㉚ 株式会社吉備高原PAKARA http://okayama-jobaclub.com/

事業内容
【事業内容】就労継続支援A型事業所　児童発達支援放課後等デイ
サービス運営

【仕事の魅力】自然あふれるロケーションの中で、馬と触れ合いな
がら仕事をしていただきます。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】産休、育休取得実績あり
【人材育成】入社後の資格取得等支援

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上田西
2393-17

●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0867-34-0730

E-mail/info@pakara-kids.com
●創業／ 平成25年

●資本金／ 100万円
●年商／ no data
● 従業員数／ 町内12人（うち正社員10人）

　男性1名　女性11名
全体12人（うち正社員10名）
　男性1名　女性11名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 1名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 4名 1名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 2名

障がい者の就労支援、障がい児の療育などの支援を行っている会社ですので、相手の立場にたって仕事が出来るコミュニケーショ
ン力のある人を求めています。明るく、元気に一緒に働きましょう！

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上田西2393-17

● 採用職種　 障がい者支援員、生活支援員、
職業指導員、児童発達支援員、
児童支援員、保育士

● 職種割合　 no data

● 賃　　金　 17万円
パート 800～1,200円（時給）
 （資格等による）

● 昇給・賞与　 なし（現在就業規則見直しにより、人
事考課で今後昇給、賞与見直しあり）

● 勤務時間　 9：00～17：00

● 休日・休暇　 週休2日制（年間125日）
シフト制、年末年始、夏季休暇

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、育休

● 先輩の出身校　 no data

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均 平均年齢

35歳

月平均残業時間

5時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

300万円 no data

　医療・福祉　

㉗ 社会福祉法人うずき会 介護老人福祉施設きびハイツ http://www.uzukikai1980.jp/

事業内容
【事業内容・経営理念】自然豊かな吉備高原の地で90床の特別養護
老人ホーム、10床のショートステイ、定員25名のデイサービスセ
ンター、居宅介護支援事業所を運営しています。「礼儀正しく清潔に、
言葉遣いは丁寧に。忘れまい明るい笑顔と優しい心」をモットーに
取り組んでいます。利用して良かった、任せて良かった、働いて良
かったと感じて頂けるような施設づくりに努力しています。

【仕事の魅力】人と人とが関わりを持つことから様々なことが生ま
れます。そこから得たものが絆や、やりがい、明日への元気になり
ます。魅力いっぱいです！
福利厚生・人材育成

【福利厚生】新人歓迎イベント、地域で開催されるイベントへの参加、
職員研修旅行など、業務以外での交流を大切にしています。「働き
やすい環境＝充実したコミュニケーション」と考えています。

【人材育成】新任向け、中堅向け、リーダー向けの勉強会の開催や、
外部への受講も積極的に勧めています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上野1883-5
●事業所（町外）／ 倉敷市玉島
● 連絡先／ 0866-56-6677

E-mail/haituh16@kibi.ne.jp
●創業／ 平成16年10月1日

●資本金／なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内45名（うち正社員17名）

　男性14名　女性31名
全体82名（うち正社員49名）
　男性32名　女性50名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 1名 1名 2名 3名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 1名 0名 1名 0名 3名

2017年度 0名 0名 2名 － 0名 0名

ご利用者に心豊かな生活を送って頂くことを目標とし、同時に職員が働きやすい環境づくりを目指しています。経験・資格の有
無ではなく、ともに前進して頂ける方をお待ちしています。職場見学・職場体験ともに可能です。お気軽にお問い合わせください。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上野1883-5
● 採用職種　 介護職員（正規職員・パート職員）
● 職種割合　 介護職員63％
● 賃　　金　 基本給：（大学）18.1万円

　　　　（短大・専門）17.1万円
　　　　（高校）16.2万円
＋ 特殊業務手当、夜勤手当、

通勤手当等

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年3回（6月、12月、3月）

● 勤務時間　 7：00～16：00、10：00～19：00、
13：00～22：00、17：00～翌10：00等

● 休日・休暇　 4週8休制
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、財形、

退職金共済、産休、育休、互助会
● 先輩の出身校　 川崎医療福祉大学、専門岡山情報

ビジネス学院、高梁城南高校等

　医療・福祉　

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

28.7%

平均年齢

38.1歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

357万円
（勤続5年、高卒）

㉘ 社会福祉法人吉備健生会 吉備高原賀陽荘

事業内容
法人理念のもと、地域に開かれた施設として在宅から入所、予防か
ら介護までの総合的なサービスが提供できる地域のための施設とし
て、利用者・家族・地域の方々一人ひとりの立場に立ったサービス
を提供しています。また、職員も安心して働けるよう、就業規則や
福利厚生も充実しています。地域福祉の実践により地域から信頼さ
れ、選ばれる福祉施設であることが賀陽荘の最大の特徴です。

福利厚生・人材育成
子育て、介護とどの年代の方にも安心して働いていただけるように
しています。福利厚生も働いてみて初めて分かる「自分が守られて
いる」がたくさんあります。新人研修から資格取得・スキルアップ
の研修まで援助も充実しています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上竹753
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 特別養護老人ホーム吉備高原賀陽荘　

0866-54-1290
E-mail/kayousou@kibi.ne.jp

●創業／ 昭和53年7月10日

●資本金／ なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内61名

　男性10名　女性51名
全体86名
　男性21名　女性65名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 2名 1名 1名 3名 3名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 1名 0名 1名 2名 2名

2017年度 1名 0名 0名 － 0名 0名

介護や福祉は社会の安心のために、誰かが必ずしなければならないものです、その期待に応えるための「努力」を惜しまない、「笑
顔」の明るい方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上竹753
● 採用職種　 生活相談員、ケアワーカー、

栄養士・調理員
● 職種割合　 ケアワーカー80％、栄養士・調理員10％
● 賃　　金　 ケアワーカー：（大学）17万円

＋（夜勤手当、交通費、資格手当等）
栄養士：（大学）16万円＋交通費等

● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回
処遇改善手当

● 勤務時間　 早出、遅出、夜勤の交替勤務
（週40時間勤務）

● 休日・休暇　 交替制勤務により週休2日と同
等、夏季休暇3日、年末年始

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、育休、
慶弔、退職金、福利厚生センター

● 先輩の出身校　 旭川荘厚生専門、専門岡山情
報ビジネス学院、高梁城南高
校、高梁日新高校

http://www.care-net.
biz/33/kayousou753/

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

40%

平均年齢

42歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

345万円
（ケアワーカー、勤続5年、26歳）

　医療・福祉　

21企業ガイド



㉛ 社会福祉法人千寿福祉会 障がい者支援施設 吉備高原清和荘 http://www.senjufukushi.jp/
home/seiwa_so/

事業内容
津山市に本部のある、社会福祉法人です。障がい者の福祉施設を中
心に、高齢者や児童の施設を運営しています。新しい事業も次々開
始しており、安定した勢いのある法人です。吉備高原清和荘では、

「ほっとする安らぎの場」のなることを目標に、職員一同、日々研
鑽に努めております。主に身体に障害のある方が、入所や通所をさ
れる施設です。高齢者の施設と比べ、ご利用者が若く、活気があり、
ご利用者と共に目標を決めます。難しいですが、目標が達成できた
時、一番達成感を感じることができます。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】旅行、忘年会、スポーツ大会などを行っています。公休
と有給を活用して、年1回1週間のリフレッシュ休暇を取得できます。

【人材育成】介護福祉士の取得支援や職員の研修へ積極的に派遣して
います。キャリアパス制度は国の基準に合致しています。

●本社住所／ 岡山県津山市瓜生原326-1
●事業所（町外）／ 津山市、美作市、美咲町、

総社市（予定）、神戸市
● 連絡先／ 0866-55-6000

E-mail/seiwa@po.harenet.ne.jp
●創業／ 昭和55年1月12日

●資本金／ なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内64名（吉備高原清和荘50名、

グループホーム清和14名）
全体500名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 1名 0名 1名 2名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 1名 0名 1名 1名 2名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

人と関わる仕事ですので、介護の経験も大切ですが、それ以上に優しく思いやりある方、相手の立場に立って仕事ができる方を
求めています。もちろん、経験者、介護福祉士等の有資格者は歓迎いたします。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町北975-1
● 採用職種　 生活支援員（介護職員）
● 職種割合　 事務5％、介護80％、看護5％、

調理10％
● 賃　　金　 介護福祉士：（福祉専門）18万円

無資格：（専門）17.4万円
※資格手当・調整手当込＋夜勤手当

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年2回（4.5ヶ月分）

● 勤務時間　 7：00～16：00、9：00～18：00、
10：00～19：00、
16：00～翌9：00 等

● 休日・休暇　 4週8休
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、慶弔金、退職共済
● 先輩の出身校　 吉備国際大学、くらしき総

合福祉専門、順正高等看護
福祉専門

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

70%

平均年齢

40歳

月平均残業時間

3時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

340万円
（介護福祉士、勤続5年）

　医療・福祉　

㉜ 小規模多機能型居宅介護さとの家かもがわ／さとの家みほく http://www.
kamogawa-sou.com/

事業内容
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム
第2種社会福祉事業 ショートステイ／小規模多機能型居宅介護
公益事業 かもがわ荘居宅介護支援事業／地域支援事業
●社会福祉法人まこと会の3つの理念
　【明朗】…私達は笑顔を絶やしません。また私達は情報を正しく伝えます
　【傾聴】…私達はどんなことにも耳を傾けます
　【挑戦】…私達は常に挑戦する気持ちを忘れません

福利厚生・人材育成
入社時の不安を改善“101日研修プログラム”や人間関係を解決する
“新しいコミュニケーション制度”があります。特に介護職は“介護の
ブランド化”を実践することで責任や権限、地位向上を実現。介護
職の離職ゼロを継続6年目突入。（定年・満了除く）

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上加茂
517-1／吉備中央町尾原368

●事業所（町外）／ JR庭瀬駅南に特別養護老人ホー
ム含む複合施設（予定）

● 連絡先／ 0867-34-1034／0867-35-9055
E-mail/makoto-k@kibi.ne.jp

●創業／ 平成19年10月1日

●資本金／ なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内14名（うち常勤7名） 

　男性4名　女性10名
全体17名（うち常勤11名）
　男性5名　女性12名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 2名 0名 0名 2名 0名 4名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 2名 2名 2名 2名

2017年度 2名 1名 1名 － 0名 0名

出産育児等があっても変わらず常勤で働き続けたいと思われる方。家庭や個人の事情で働く時間や日にちに制限のある方。やり
たい職種ややりたい業務がある方。長く安定した仕事をしたい方。を求めてます。働き方については事前面談にてご相談お受けし、
必要があればご提案させていただきます。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上加茂517-3
● 採用職種　 介護職、看護職、介護支援専門

員等
● 職種割合　 介護80%、看護10%、

介護支援専門員等10%
● 賃　　金　 介護：有資格（大学）19.3万円～

　　　無資格（高校）17.3万円～
看護：有資格（大学）19.4万円～
介支：有資格（高校）19.7万円～

● 昇給・賞与　 昇給：年1回（2%～3%）
● 勤務時間　 職種による
● 休日・休暇　 週休2日制

希望休制および有給制
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、結婚祝金、弔慰金
● 先輩の出身校　 関西福祉大学、美作大学、

倉敷中央高校、明誠学院高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

60%

平均年齢

44歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

315万円～
（介護、1年、18歳）

　医療・福祉　

22 企業ガイド



㉝ 特別養護老人ホームかもがわ荘 http://www.kamogawa-sou.com/

事業内容
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム
第2種社会福祉事業 ショートステイ／小規模多機能型居宅介護
公益事業 かもがわ荘居宅介護支援事業／地域支援事業
●社会福祉法人まこと会の3つの理念
　【明朗】…私達は笑顔を絶やしません。また私達は情報を正しく伝えます
　【傾聴】…私達はどんなことにも耳を傾けます
　【挑戦】…私達は常に挑戦する気持ちを忘れません

福利厚生・人材育成
入社時の不安を改善“101日研修プログラム”や人間関係を解決する
“新しいコミュニケーション制度”があります。特に介護職は“介護の
ブランド化”を実践することで責任や権限、地位向上を実現。介護
職の離職ゼロを継続6年目突入。（定年・満了除く）

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上加茂
517-3

●事業所（町外）／ JR庭瀬駅南に特別養護老人ホー
ム含む複合施設（予定）

● 連絡先／ 0867-34-0034
E-mail/makoto-k@kibi.ne.jp

●創業／ 昭和52年4月1日

●資本金／なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内24名（うち常勤11名） 

　男性7名　女性17名
全体49名（うち常勤31名） 
　男性16名　女性33名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 2名 0名 0名 2名 0名 4名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 2名 2名 2名 2名

2017年度 2名 1名 1名 － 0名 0名

出産育児等があっても変わらず常勤で働き続けたいと思われる方。家庭や個人の事情で働く時間や日にちに制限のある方。やり
たい職種ややりたい業務がある方。長く安定した仕事をしたい方。を求めてます。働き方については事前面談にてご相談お受けし、
必要があればご提案させていただきます。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上加茂517-3
● 採用職種　 介護職、看護職、調理職（栄養）、

機能訓練職、事務職等
● 職種割合　 介護70%、看護7%、調理10%、

機能訓練3%、事務職等10%
● 賃　　金　 介護：有資格（大学）19.3万円～

　　　無資格（高校）17.3万円～
調理：有資格（大学）17.3万円～
　　　無資格（高校）15万円～

● 昇給・賞与　 昇給：年1回（2%～3%）
● 勤務時間　 職種による
● 休日・休暇　 週休2日制　

希望休制および有給制
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、結婚祝金、弔慰金
● 先輩の出身校　 関西福祉大学、美作大学、

倉敷中央高校、明誠学院高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

60%

平均年齢

44歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

315万円～
（介護、1年、18歳）

　医療・福祉　

㉞ 社会福祉法人ももたろう会 吉備高原総合福祉センター

事業内容
岡山県の中心に位置する吉備高原都市の緑豊かな自然環境の中に平
成17年、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、通所リハビリ、診
療所等を同一敷地内に有する総合的な施設規模でオープンしまし
た。ノーマライゼーションの理念に基づき身体障害者と高齢者、さ
らには地元の方々とが交流出来る多機能な施設は県内でも少なく、
その運営には、「目配り、気配り、思いやり」モットーに全職員が
取り組み、入居者はもとより地域の方々に信頼される施設になるよ
うに頑張っております。

福利厚生・人材育成
退職金制度あり

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7531
●事業所（町外）／ 岡山市、玉野市
● 連絡先／ 総合福祉センター　

総務課　0866-56-9711
E-mail/momotaro-kai2@xug.
biglobe.ne.jp

●創業／ 平成16年8月20日

●資本金／ なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内35名（うち正社員28人）

　男性16名　女性19名
全体121名（うち正社員109人）
　男性68人　女性53人

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 1名 0名 3名 2名 0名 0名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 なし

2016年度 0名 0名 1名 1名 0名 0名

2017年度 1名 0名 1名 － 5名 1名

優しさはもちろんの事、利用者の方の気持ち、相手の立場に立って理解できる人を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町吉川7531
● 採用職種　 介護、看護、リハビリ職員、栄

養士、調理員、運転手、営繕等
● 職種割合　 介護60％、看護20％、他20％
● 賃　　金　 介護士：15.5万円～

看護師：18.7万円～
栄養士：17万円～

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年2回

● 勤務時間　 昼勤8：30～17：30
早出、遅出、当直

● 休日・休暇　 週休2日（年間103日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、育休
● 先輩の出身校　 吉備国際大学、川崎医療福

祉大学

http://
momotarokai.com/

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

44%

平均年齢

41歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

no data

　医療・福祉　

㉛ 社会福祉法人千寿福祉会 障がい者支援施設 吉備高原清和荘 http://www.senjufukushi.jp/
home/seiwa_so/

事業内容
津山市に本部のある、社会福祉法人です。障がい者の福祉施設を中
心に、高齢者や児童の施設を運営しています。新しい事業も次々開
始しており、安定した勢いのある法人です。吉備高原清和荘では、

「ほっとする安らぎの場」のなることを目標に、職員一同、日々研
鑽に努めております。主に身体に障害のある方が、入所や通所をさ
れる施設です。高齢者の施設と比べ、ご利用者が若く、活気があり、
ご利用者と共に目標を決めます。難しいですが、目標が達成できた
時、一番達成感を感じることができます。

福利厚生・人材育成
【福利厚生】旅行、忘年会、スポーツ大会などを行っています。公休
と有給を活用して、年1回1週間のリフレッシュ休暇を取得できます。

【人材育成】介護福祉士の取得支援や職員の研修へ積極的に派遣して
います。キャリアパス制度は国の基準に合致しています。

●本社住所／ 岡山県津山市瓜生原326-1
●事業所（町外）／ 津山市、美作市、美咲町、

総社市（予定）、神戸市
● 連絡先／ 0866-55-6000

E-mail/seiwa@po.harenet.ne.jp
●創業／ 昭和55年1月12日

●資本金／ なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内64名（吉備高原清和荘50名、

グループホーム清和14名）
全体500名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 1名 0名 1名 2名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 1名 0名 1名 1名 2名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

人と関わる仕事ですので、介護の経験も大切ですが、それ以上に優しく思いやりある方、相手の立場に立って仕事ができる方を
求めています。もちろん、経験者、介護福祉士等の有資格者は歓迎いたします。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町北975-1
● 採用職種　 生活支援員（介護職員）
● 職種割合　 事務5％、介護80％、看護5％、

調理10％
● 賃　　金　 介護福祉士：（福祉専門）18万円

無資格：（専門）17.4万円
※資格手当・調整手当込＋夜勤手当

● 昇給・賞与　 昇給：年1回
賞与：年2回（4.5ヶ月分）

● 勤務時間　 7：00～16：00、9：00～18：00、
10：00～19：00、
16：00～翌9：00 等

● 休日・休暇　 4週8休
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、慶弔金、退職共済
● 先輩の出身校　 吉備国際大学、くらしき総

合福祉専門、順正高等看護
福祉専門

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

70%

平均年齢

40歳

月平均残業時間

3時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

340万円
（介護福祉士、勤続5年）

　医療・福祉　

㉜ 小規模多機能型居宅介護さとの家かもがわ／さとの家みほく http://www.
kamogawa-sou.com/

事業内容
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム
第2種社会福祉事業 ショートステイ／小規模多機能型居宅介護
公益事業 かもがわ荘居宅介護支援事業／地域支援事業
●社会福祉法人まこと会の3つの理念
　【明朗】…私達は笑顔を絶やしません。また私達は情報を正しく伝えます
　【傾聴】…私達はどんなことにも耳を傾けます
　【挑戦】…私達は常に挑戦する気持ちを忘れません

福利厚生・人材育成
入社時の不安を改善“101日研修プログラム”や人間関係を解決する
“新しいコミュニケーション制度”があります。特に介護職は“介護の
ブランド化”を実践することで責任や権限、地位向上を実現。介護
職の離職ゼロを継続6年目突入。（定年・満了除く）

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町上加茂
517-1／吉備中央町尾原368

●事業所（町外）／ JR庭瀬駅南に特別養護老人ホー
ム含む複合施設（予定）

● 連絡先／ 0867-34-1034／0867-35-9055
E-mail/makoto-k@kibi.ne.jp

●創業／ 平成19年10月1日

●資本金／ なし
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内14名（うち常勤7名） 

　男性4名　女性10名
全体17名（うち常勤11名）
　男性5名　女性12名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 2名 0名 0名 2名 0名 4名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 2名 2名 2名 2名

2017年度 2名 1名 1名 － 0名 0名

出産育児等があっても変わらず常勤で働き続けたいと思われる方。家庭や個人の事情で働く時間や日にちに制限のある方。やり
たい職種ややりたい業務がある方。長く安定した仕事をしたい方。を求めてます。働き方については事前面談にてご相談お受けし、
必要があればご提案させていただきます。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町上加茂517-3
● 採用職種　 介護職、看護職、介護支援専門

員等
● 職種割合　 介護80%、看護10%、

介護支援専門員等10%
● 賃　　金　 介護：有資格（大学）19.3万円～

　　　無資格（高校）17.3万円～
看護：有資格（大学）19.4万円～
介支：有資格（高校）19.7万円～

● 昇給・賞与　 昇給：年1回（2%～3%）
● 勤務時間　 職種による
● 休日・休暇　 週休2日制

希望休制および有給制
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、結婚祝金、弔慰金
● 先輩の出身校　 関西福祉大学、美作大学、

倉敷中央高校、明誠学院高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

60%

平均年齢

44歳

月平均残業時間

2時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

315万円～
（介護、1年、18歳）

　医療・福祉　

23企業ガイド



㉟ 医療法人社団吉美会 吉備高原ルミエール病院 http://www.kibi.ne.jp/~rumihp/

事業内容
吉備高原ルミエール病院は、老人保健施設2事業所、通所リハビリ
テーションなどの関連施設を併設し、高齢者や地域の方々に安心し
た生活が送れるように「やさしい」医療・介護・福祉の貢献を目指
しています。

福利厚生・人材育成
託児所があり（0歳～3歳）子育て支援を行っており、小さなお子
さんがおられても、安心して仕事ができる環境です。新入職員を対
象とした新人研修、院内・施設内で定期的に行っている施設内研修、
院外・施設外で行っている外部研修にも積極的に参加し、人材育成
に努めています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町宮地3336-15
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0866-55-5331

E-mail/rumihp@kibi.ne.jp
●創業／ 昭和55年4月

●資本金／ 600万円
●年商／ 14億円
● 従業員数／ 町内55名（うち正社員47名）

　男性5名　女性50名
全体188名（うち正社員150名）
　男性52名　女性136名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 1名 0名 1名 13名 1名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 21名 1名

2017年度 1名 1名 0名 － 14名 0名

看護職・介護職としてブランクがある方、経験・未経験を問いません。就職後丁寧に指導いたします、ご安心下さい。資格を取っ
てスキルアップを図りたい、高齢者医療、看護、介護に興味がある方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町宮地3336-15
● 採用職種　 看護師、准看護師、介護福祉士、

介護職員
● 職種割合　 看護職25％、介護職23％、

医療業務職13％、その他39％
● 賃　　金　 看護師：28.7万円

准看護師：25.1万円
介護福祉士：21.4万円
介護職員：19.3万円
※ 深夜手当、精勤手当、

通勤手当、住宅手当含む
● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 日勤8：30～17：30
準夜15：30～翌0：30
深夜0：00～9：00
介護職員には他に早・遅出等の
勤務があります

● 休日・休暇　 週休2日、夏期休暇3日、年末年
始12/29～1/3（年間休日125日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、
退職金制度あり

（最低勤続年数：1年）
● 先輩の出身校　 岡山県立大学、吉備国際大学、

順正短大、高梁高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

58%

平均年齢

46歳

月平均残業時間

12時間

転勤の可能性

なし
（部署異動はあります）

モデル年収

350万円
（介護福祉士、勤務5年、25歳）

　医療・福祉　

㊱ 株式会社魚国総本社 http://www.uokuni-s.co.jp/

事業内容
魚国総本社は、2014年に創業100年を迎えた、老舗の会社です。
企業の食堂、学校給食、病院、シルバー、福祉施設などの食事サー
ビス事業を展開しております。
universal（すべてのお客様へ）、unique（他にはない独自の価値で）、
serve（奉仕し）、service（役に立つ）。私たちはさらに食の可能性
を広げ、健康やくらし、そして社会を豊かにできる企業になりたい。
魚国総本社のサービスブランド名称として「uniserv（ユニサーブ）」
を定め、その価値を広く伝え業務に取り組みます。

福利厚生・人材育成
・保養所（有馬温泉・那須高原）あり
・永年勤続表彰制度あり
・サッカー観戦優待チケット等あり

●本社住所／ 大阪市西淀川区竹島4-1-28
●事業所（町外）／ 全国2620箇所/中四国支社内

157箇所（岡山・広島・四国）
● 連絡先／ 中四国支社/岡山市北区富田76-3

086-801-0707
E-mail/somu-chu@uokuni-s.co.jp

●創業／ 大正3年5月1日

●資本金／ 2億8,600万円
●年商／ 631億円
● 従業員数／ 町内9名（うち準社員1名、契約社

員5名、パート3名）
全体17,887名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

常に前向きに物事にあたり、人間性を高めることができる。お客様の特別な問題やニーズの対応に全力で取り組み、ありがとう
の精神をもってお客様に接することができる。お客様に食事を通じて満足していただく事を目標にできる。そういう方を求めて
います。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町吉川7511/吉備高原
医療リハビリテーション様内厨房

● 採用職種　 管理栄養士、栄養士、調理師、調理
員（契約社員）、調理補助（パート）

● 職種割合　 管理栄養士11％、栄養士11％、
調理師45％、調理員22％、
調理補助11％

● 賃　　金　 管理栄養士・栄養士・調理師：16～22
万円（能力による）、調理員：16～20
万円、調理補助：800～850円

● 昇給・賞与　 契約社員、パートの為なし
● 勤務時間　 （契約社員）5：30～19：30の間

　　　　　 の8時間（シフト制）
（調理補助パート）5時間

● 休日・休暇　 週休2日（年間111日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、慶弔傷病見舞金
● 先輩の出身校　 no data

　その他　

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均 平均年齢

56歳

月平均残業時間

10時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

no datano data
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㊲ 国立吉備青少年自然の家 http://kibi.niye.go.jp/

事業内容
独立行政法人国立青少年教育振興機構に属する1機関であり、我が
国の青少年教育におけるナショナルセンターとして、青少年を巡る
様々な課題へ対応するため、教育的観点からより総合的・体系的な
一貫性のある体験活動の機会の場を提供するとともに、青少年教育
指導者の養成及び資質向上、青少年教育に関する調査及び研究、関
係機関・団体等との連携促進、青少年教育団体が行う活動に対する
支援を行い、もって我が国の青少年教育の振興及び青少年の健全育
成を図ることを目指しています。

福利厚生・人材育成
新任職員研修（4月）
互助会制度（歓送迎会、忘年会等）
有給休暇の他、夏季休暇等の特別休暇あり

●本社住所／ 東京都渋谷区代々木神園町3-1
●事業所（町外）／ 全国28カ所（北海道、福島、東

京、奈良、広島、熊本、沖縄等）
● 連絡先／ 総務・管理係　0866-56-7233

E-mail/kibi-soumu@niye.go.jp
●創業／ 昭和57年4月

●資本金／ 1,135億6,400万円
●年商／ なし
● 従業員数／ 町内11名（うち常勤職員4名）

　男性4名　女性7名
全体21名（うち常勤職員13名）
　男性13名　女性8名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 3名
大学 あり
短大・専門 あり
高校 あり

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 4名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 3名

・明るく人と接することが好きな方
・土曜日、日曜日、祝日にも勤務可能な方

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町吉川4393-82

● 採用職種　 事務補佐員（非常勤職員）

● 職種割合　 事務25％、利用者対応50％、
環境整備25％

● 賃　　金　 事務：非常勤職員 860円（時給）

● 昇給・賞与　 なし（非常勤職員）

● 勤務時間　 8：45～15：45（非常勤職員）

● 休日・休暇　 週休2日（平均）
年末年始（12/29～1/3）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災

● 先輩の出身校　 早稲田大学、慶応義塾大学、
岡山南高校、高梁城南高校
等

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

33.5%

平均年齢

33歳

月平均残業時間

11時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

135万円
（非常勤職員、勤続2年）

　その他　

㊳ 株式会社ベストランス http://www.warabeya.co.jp/index.html

事業内容
当社は、国内トップクラスの食品製造企業「わらべや日洋ホールディ
ングス」のグループ会社です。
各工場で製造したパン、お弁当、おにぎり、お惣菜といった商品を、
大手コンビニの各店舗に仕分、配送することを主とした総合物流企
業です。
岡山営業所はパンの仕分、配送をメインに扱っております。

福利厚生・人材育成
・正社員登用制度あり
・車通勤可（無料駐車場あり）

●本社住所／ 東京都東大和市蔵敷3-838-3
●事業所（町外）／ 全国35拠点
● 連絡先／ 042-563-7311

E-mail/no data
●創業／ 昭和62年8月28日

●資本金／ 5,000万円
●年商／ 17億7,090万円
● 従業員数／ 町内30名

全体2,580名（うち、正社員180名、
ドライバー職650名、アルバイト
1,750名）

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 20名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 10名

積極的に物事を考え行動する、好奇心旺盛な人材を求めております。又、従業員とのコミュニケーションがうまく取れる明るい
人柄。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町加茂市場2100
FBC岡山事業所内

● 採用職種　 食品仕分、出荷管理

● 職種割合　 no data

● 賃　　金　 パート 850円～1,063円（時給）

● 昇給・賞与　 昇給：あり（正社員のみ）
賞与：年2回（正社員のみ）

● 勤務時間　 23：00～翌8：00
12：00～21：00等

● 休日・休暇　 週休2日制

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、
育休

● 先輩の出身校　 no data

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

0%
平均年齢

39.5歳

月平均残業時間

30時間

転勤の可能性

あり
モデル年収

200万円
（営業所稼働が9カ月のため）（日勤、交通費抜き）

　その他　

㉟ 医療法人社団吉美会 吉備高原ルミエール病院 http://www.kibi.ne.jp/~rumihp/

事業内容
吉備高原ルミエール病院は、老人保健施設2事業所、通所リハビリ
テーションなどの関連施設を併設し、高齢者や地域の方々に安心し
た生活が送れるように「やさしい」医療・介護・福祉の貢献を目指
しています。

福利厚生・人材育成
託児所があり（0歳～3歳）子育て支援を行っており、小さなお子
さんがおられても、安心して仕事ができる環境です。新入職員を対
象とした新人研修、院内・施設内で定期的に行っている施設内研修、
院外・施設外で行っている外部研修にも積極的に参加し、人材育成
に努めています。

●本社住所／ 岡山県加賀郡吉備中央町宮地3336-15
●事業所（町外）／ なし
● 連絡先／ 0866-55-5331

E-mail/rumihp@kibi.ne.jp
●創業／ 昭和55年4月

●資本金／ 600万円
●年商／ 14億円
● 従業員数／ 町内55名（うち正社員47名）

　男性5名　女性50名
全体188名（うち正社員150名）
　男性52名　女性136名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 1名 0名 1名 13名 1名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 21名 1名

2017年度 1名 1名 0名 － 14名 0名

看護職・介護職としてブランクがある方、経験・未経験を問いません。就職後丁寧に指導いたします、ご安心下さい。資格を取っ
てスキルアップを図りたい、高齢者医療、看護、介護に興味がある方を求めています。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町宮地3336-15
● 採用職種　 看護師、准看護師、介護福祉士、

介護職員
● 職種割合　 看護職25％、介護職23％、

医療業務職13％、その他39％
● 賃　　金　 看護師：28.7万円

准看護師：25.1万円
介護福祉士：21.4万円
介護職員：19.3万円
※ 深夜手当、精勤手当、

通勤手当、住宅手当含む
● 昇給・賞与　 昇給：年1回、賞与：年2回

● 勤務時間　 日勤8：30～17：30
準夜15：30～翌0：30
深夜0：00～9：00
介護職員には他に早・遅出等の
勤務があります

● 休日・休暇　 週休2日、夏期休暇3日、年末年
始12/29～1/3（年間休日125日）

● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、
退職金制度あり

（最低勤続年数：1年）
● 先輩の出身校　 岡山県立大学、吉備国際大学、

順正短大、高梁高校

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均

58%

平均年齢

46歳

月平均残業時間

12時間

転勤の可能性

なし
（部署異動はあります）

モデル年収

350万円
（介護福祉士、勤務5年、25歳）

　医療・福祉　

㊱ 株式会社魚国総本社 http://www.uokuni-s.co.jp/

事業内容
魚国総本社は、2014年に創業100年を迎えた、老舗の会社です。
企業の食堂、学校給食、病院、シルバー、福祉施設などの食事サー
ビス事業を展開しております。
universal（すべてのお客様へ）、unique（他にはない独自の価値で）、
serve（奉仕し）、service（役に立つ）。私たちはさらに食の可能性
を広げ、健康やくらし、そして社会を豊かにできる企業になりたい。
魚国総本社のサービスブランド名称として「uniserv（ユニサーブ）」
を定め、その価値を広く伝え業務に取り組みます。

福利厚生・人材育成
・保養所（有馬温泉・那須高原）あり
・永年勤続表彰制度あり
・サッカー観戦優待チケット等あり

●本社住所／ 大阪市西淀川区竹島4-1-28
●事業所（町外）／ 全国2620箇所/中四国支社内

157箇所（岡山・広島・四国）
● 連絡先／ 中四国支社/岡山市北区富田76-3

086-801-0707
E-mail/somu-chu@uokuni-s.co.jp

●創業／ 大正3年5月1日

●資本金／ 2億8,600万円
●年商／ 631億円
● 従業員数／ 町内9名（うち準社員1名、契約社

員5名、パート3名）
全体17,887名

新卒
（大学）

新卒
（短大・専門）

新卒
（高校）

新卒者
定着数

中途
採用

パート・
アルバイト

インターン
シップ受入

2015年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名
大学 なし
短大・専門 なし
高校 なし

2016年度 0名 0名 0名 0名 0名 0名

2017年度 0名 0名 0名 － 0名 0名

常に前向きに物事にあたり、人間性を高めることができる。お客様の特別な問題やニーズの対応に全力で取り組み、ありがとう
の精神をもってお客様に接することができる。お客様に食事を通じて満足していただく事を目標にできる。そういう方を求めて
います。

こんな人を求めています！

● 勤 務 地　 吉備中央町吉川7511/吉備高原
医療リハビリテーション様内厨房

● 採用職種　 管理栄養士、栄養士、調理師、調理
員（契約社員）、調理補助（パート）

● 職種割合　 管理栄養士11％、栄養士11％、
調理師45％、調理員22％、
調理補助11％

● 賃　　金　 管理栄養士・栄養士・調理師：16～22
万円（能力による）、調理員：16～20
万円、調理補助：800～850円

● 昇給・賞与　 契約社員、パートの為なし
● 勤務時間　 （契約社員）5：30～19：30の間

　　　　　 の8時間（シフト制）
（調理補助パート）5時間

● 休日・休暇　 週休2日（年間111日）
● 福利厚生　 健康、厚生、雇用、労災、産休、

育休、慶弔傷病見舞金
● 先輩の出身校　 no data

　その他　

会社概要

採用
実績

採用関連
調査データ

有休消化年平均 平均年齢

56歳

月平均残業時間

10時間

転勤の可能性

なし
モデル年収

no datano data
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HelloWork Information
岡山公共職業安定所
〒700-0971　岡山市北区野田1-1-20
TEL  086-241-3222　 FAX  086-243-9255
利用時間／月〜金　8：30〜17：15
休　　日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始

バス／岡山駅⑹のりばより、中庄駅・倉敷駅行。または、岡山駅⑸のりば
より、西小学校行を利用。 「野田東」にて下車、東へ徒歩２分。

ハローワークプラザ岡山
〒700-0901　岡山市北区本町6-36　第一セントラルビル7F
TEL  086-222-2900　 FAX  086-231-2847
利用時間／月〜金　 8：30〜17：15（月・水・金は19：00まで）
　　　　　土曜日　10：00〜17：00（第１・３土曜日のみ）
休　　日／日曜日・祝日・年末年始

就職サポートコーナー、おかやま新卒応援ハローワーク、おかやまマザーズハローワークがあります。

●おかやま新卒応援ハローワーク
新たに大学院・大学・短大・専修学校・高専・訓練校・高校・中学校を卒業される方、未就職卒業者（卒業後
３年以内の既卒者）の方が、気軽に、そしてきめ細やかな支援を受けることができる専門のハローワークです。

TEL  086-222-2904　 FAX  086-222-3001
利用時間／月〜金　9：00〜18：00
休　　日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始

●おかやまマザーズハローワーク
子育てをしながらお仕事をお探しの方をはじめ、年齢やライフスタイル、ご希望のお仕事にかかわらず、すべ
ての女性の方にご利用いただけるハローワークです。女性の方が応募しやすい求人などをファイルに分類し、
自由にご覧いただけるスペースもあります。もちろん求人検索PC利用もOK。そのほか、予約にて実施のパソコ
ンセミナー、就職応援セミナーや窓口でのじっくり就業相談も好評いただいています。ぜひ一度ご来所ください。

TEL  086-222-2905　 FAX  086-222-7888
利用時間／月〜金　 8：30〜17：00
　　　　　土曜日　10：00〜17：00（第１・３土曜日のみ）
休　　日／日曜日・祝日・年末年始

※車でのお越しの際は、駐車場はございませんので、最寄りの有料駐車場をご利用ください。

高梁公共職業安定所
〒716-0047　高梁市段町1004-13
TEL  0866-22-2291　 FAX  0866-22-0474
利用時間／月〜金　8：30〜17：15
休　　日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始

JR備中高梁駅から徒歩20分。
備北バス轟橋（ガラガラばし）バス停下車徒歩３分 高梁公共職業安定所

岡山公共職業安定所

ハローワークプラザ岡山

26 企業ガイド



晴
れ
の
国
の
、
ま
ん
な
か

岡
山
県
吉
備
中
央
町

http://www.town.kibichuo.lg.jp/site/teijyu/
吉備中央町 定住支援サイト せんたく日和



吉備中央町

もっと

StepUpを目指
せる企業

輝ける！
私が

38社掲載！吉備中央町定住促進課
〒709-2398
岡山県加賀郡吉備中央町下加茂1073-1
 TEL　0867-34-1116

● 東　京  ３時間17分
● 名古屋  １時間36分
● 大　阪  45分
● 神　戸  32分
● 博　多  １時間43分

約50分 約20分 約15分

● 東　京　１時間10分
● 札　幌　１時間50分
● 那　覇　２時間
● ソウル　１時間35分
● 上　海　１時間10分
● 香　港　２時間40分
● 台　北　１時間55分

岡山県

吉備中央町

JR岡山駅 岡山空港
岡山自動車道
賀陽IC

Access Guide




