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企業QR 出展日 12/6 位置 19

企業QR 出展日 12/6 位置 24

２．株式会社アイダメカシステム
岡山県内地域の製造業を支えるため、お客様の「お困りご
と」を解決するオーダーメイドの自動化、省力化機械の設
計・製作、改造や制御更新など多様な技術サービスを提供
しています。

業務内容

・自動化・ロボット機械装置の企画・設計～製作
・機械装置の更新・改造、予防保全・修理等
・舶用エンジン・機械装置部品の精密切削加工
・ファイバーシート天井システムの開発・製造

高専学生
に求める

人材・職種等

独自の機械装置を製作するための自由な発想を持ち、機構
設計や電気制御システムについて興味がある人材。
また機械装置に必要なIoT、DXなど、自然環境や人に興味
のある技術スタッフを求めます。

住所 美作市中川３３７

３．株式会社アイテック・ツリタニ

当社は金属の精密微細加工メーカーです。
微細加工技術でオンリーワン企業を目指しています。

業務内容

約100年の社歴で培った複数の微細加工技術（溶接・
フォーミング・鍛造・切断）と自社開発したオリジナル
マシンでリード線等の電子部品加工を主に行っています。

高専学生
に求める

人材・職種等

幅広い人材を募集していますが、特に電子制御を専門と
している学生を求めています。

住所 津山市津山口１７８－１

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
１．株式会社英田エンジニアリング

人を大切にする。未来を大切にする。そして、モノづくり
を楽しむ。「ちょっと進んだモノづくり」を手掛ける研究
開発型企業です。アグリビジネスにも参入しました！

業務内容

冷間ロール成形機・造管機、無人駐車場・駐輪場管理シス
テム、環境機器関係、フォーミングロール、アイアクセ
ル、i/lock（アイシャロック）等の企画設計製造販売及び
メンテナンス・アフターフォロー等のサービス

高専学生
に求める

人材・職種等

機械設計/電気設計・研究開発・情報処理・ソフトウェア
開発・AI、IoT関係製品開発　等
周囲と連携しつつ、進んで研究開発が出来る方を求めてい
ます。

住所 美作市三保原６７８
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企業QR 出展日 12/6 位置 3

企業QR 出展日 12/6 位置 27６．イーグル工業株式会社（NOKグループ）

独立系の総合部品メーカーで、「オイルシール」や「メ
カニカルシール」世界No.1シェアを誇っています。経営
理念は「人間尊重経営」で、人を大切にする企業です。

業務内容

メカニカルシール・バルブ等の製造・販売

高専学生
に求める

人材・職種等

弊社は高専卒業生が多数活躍していますが、幅広い人材を
募集しております。職種は「開発・製品設計、生産技術、
品質管理、ｼｽﾃﾑ、材料技術、技術営業」と多岐にわたりま
す。

住所 高梁市落合町阿部１２１２

５．アスクラボ株式会社

自社開発製品の販売対象は全国、研究・開発は津山。
アスクラボ株式会社は津山のIT企業です。
（大手企業に導入実績多数）

業務内容

【システム開発・販売業務】
・組織情報共有ツール「PROナビ」の開発・販売
・本気度測定ツール「ユーザーエネルギー」の販売
※全て特許取得済み
・リスク診断ツール「AIリスク診断(テキストのリスク分
析)」の販売　 ※特許申請済み

高専学生
に求める

人材・職種等

募集職種：システムエンジニア
求める人材：改革、改善、進歩、成長といった言葉に共感
できる人。自分の潜在能力を信じている人。自分の気持ち
を相手にきちんと伝えることができる人。 故郷にいて
も、大手企業を相手に仕事をしたいという人。

住所 津山市平福１８１－３６

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
４．株式会社旭ポリスライダー
真庭市に工場を構える医療器具をはじめとするプラス
チック製品の製造メーカーです。
津山高専の卒業生（26人以上）が主要なセクションでそ
れぞれキーマンとして活躍してくれています。

業務内容

メディカル製品・プラスチック製品の開発、製造等
〇 自社製品の開発・設計
〇 開発品の試作、生産システムの開発、既存ラインの改
良・保全
〇 量産業務、量産ラインの立上、保全、管理等

高専学生
に求める

人材・職種等

学科・専門問わず、幅広い人材を募集しています。
働く意欲があり、コミュニケーションがしっかりとれる
方、なによりモノづくりが好きな方は歓迎します。

住所 真庭市三崎８６０－２
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企業QR 出展日 12/6 位置 23

企業QR 出展日 12/6 位置 29９．オカネツ工業株式会社

農業機械部品の製造を主軸として、工場内に設計から加工・組立ま
での一貫生産体制を確立し、BtoBで主にメーカーの注文に迅速且つ
安定的に供給を行うことで毎年売り上げを伸ばしています。近年で
は農業分野に限らず多面的な製品開発に取り組んでいます。

業務内容

創業から培ってきた加工技術をベースに多種多様な歯車や
トランスミッション、フロントアクスル、減速機など様々
な機械の心臓部となるアッセンブリー製品の製造を行って
います。自社開発製品の製造・販売にも力を入れていま
す。

高専学生
に求める

人材・職種等

学校で学んだ機械・電気系の知識は、必ず当社のものづく
りで活かしていただけます。職種：製造技術職、生産技
術、設計開発、品質管理等。

住所 岡山市東区九蟠1119-1

８．エース設計産業株式会社　津山事業所

「設計」のスペシャリスト集団。
信念は、産業界に貢献できる設計技術者の育成。

業務内容

各種産業機械、プラント設備、自動組立ライン、自動車、
電池等の製造関連設備などの構想設計から詳細設計、部品
図、リスト作成までの業務を幅広く行っております。
■2D、3D-CADを使った機械設計・製図作業■

高専学生
に求める

人材・職種等

・設計センスの溢れる人
・向上心のある人
・コミュニケーション力のある人
・機械に関する事が好きな人
・設計や製図等の緻密な作業にコツコツと取り組める人

住所 津山市上河原５４３－２  北の街ビル２Ｆ

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
７．株式会社イデアス
企業理念は「想像力を重んじ、高めた技術で社会に貢献
していくために個々のイデアを結集する」。技術力に立
脚した企業ですが、社員一人一人の人生や想いを大切に
しています。

業務内容

機械系のエンジニアリング会社です。物造りが盛んな玉野
市、倉敷市に拠点を構え、船舶用大型ディーゼルエンジ
ン、港湾や産業用の大型クレーン、化学プラント、海洋設
備、工作機械等の設計を主要業務としています。

高専学生
に求める

人材・職種等

エンジニアリングは物造りの基本で、目に見えない理論や
アイデアを実体化していく仕事です。技術を磨き発想を膨
らませる、そしてとことん突き詰める。そんな技術者の道
を、130名の仲間と共に歩む新たな人材を求めています。
奨学金返還支援制度あり

住所 玉野市玉６－７－１４
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企業QR 出展日 12/6 位置 1

企業QR 出展日 12/6 位置 5１２．株式会社三社電機製作所　岡山工場

高効率電力変換技術とパワー半導体技術で
産業界の発展に貢献しています。

業務内容

岡山工場では電源のコアとなるパワー半導体デバイスの設
計及び生産を行っています。家電用デバイスから大容量・
高耐圧の産業用デバイスまで幅広いラインナップで、半導
体ウエハ／チップの製造からデバイス製品の組立まで一貫
生産を行っています。

高専学生
に求める

人材・職種等

【募集職種】
　デバイス設計、ウエハプロセス技術開発、
　生産技術、品質保証
【求める人材】
　学科不問。特に電気系、機械系の方は歓迎。

住所 勝田郡奈義町柿１７４１

１１．株式会社コニック　岡山工場

私たちは、自社開発製品の提供を通じてお客様の課題解
決に最適なソリューションを提供し、お客様の価値創造
に貢献することで板金業界の発展に寄与しています。

業務内容

コニックは、国内唯一のパンチング金型専業メーカーとし
て、４０年以上の歴史を有しています。
岡山工場はその中核として、最新設備による自社一貫生産
体制をとり、より高品質な製品を、国内外5,000社のユー
ザーに提供しています。

高専学生
に求める

人材・職種等

「ものづくり」に興味があり、やる気と熱意がある方、歓
迎します。

住所 勝田郡勝央町太平台１０－５

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
１０．協和ファインテック株式会社

中四国一、成長性の高い会社！
多角的事業に取り組み、年々業績拡大中

業務内容

精密ギヤポンプというポンプを中核事業とし、産業機械設
備、化合繊機械設備、公害防止装置、医療機器装置等の設
計から製造・メンテナンスなどトータルソリューションで
顧客課題を解決しています。

高専学生
に求める

人材・職種等

工学(機械・電気)
専門的な知識を身につけていて
柔軟な発想ができる。
また、様々なことに能動的に取り組める方

住所 岡山市東区金岡西町９４８－９
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企業QR 出展日 12/6 位置 14

企業QR 出展日 12/6 位置 18１５．大松精機株式会社

安定した品質・コストの低減・早い納期対応を実現させ、
お客様そして社員がともに幸せになる企業を目指していま
す。

業務内容

営業・企画提案・加工・溶接・塗装・組立・納品までを一
貫受注できる企業としてあらゆる機械・装置等の金属部品
（製品）を取引先に提供しています。

高専学生
に求める

人材・職種等

地道な努力を惜しまず、前向きに物事を考える人材を募集
しています。

住所 倉敷市矢部２３２－１

１４．セリオ株式会社
エンジニアが自ら「ここで働きたい」と選択してくれる場
所にしたい。そんな想いで、自立するエンジニアの働く環
境の整備や、柔軟な制度設計に注力しています。2022年10
月には、岡山駅前に岡山オフィスがOPENしました！

業務内容

製造・流通業を中心としたWEBシステム、数値演算を用い
たモデリング、シミュレーション、自動化等のシステム、
世界トップクラスのシェアを誇る自動車メーカーとの共同
による車載関連の組込系ソフトウェアなど幅広い領域で開
発をおこなっています。

高専学生
に求める

人材・職種等

募集職種は、システムエンジニア、組込技術者です。
新しい技術に挑戦し続けるセリオでは、常にスキルを更新しなが
ら、高い品質を提供するチャレンジマインドをもったみなさんを
求めています。日本一の品質を追求するメーカーでの開発、ア
ジャイル開発など最先端の技術を追うなどエンジニアとしての価
値ある経験を一緒に積みましょう。

住所 岡山市中区原尾島３－１６－４（本社）

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
１３．株式会社ショウワコーポレーション

地元に密着した会社で、若手からベテランまで協力して新
しいことにチャレンジする社風です。
一緒に会社を大きくしていく仲間を募集しています。

業務内容

業務内容は、射出成形、配電盤組立、電子部品の加工、製
品検査など多岐にわたります。
社員の資格取得も積極的に応援して、未経験者からプロ
フェッショナルに成長して行ける会社です。

高専学生
に求める

人材・職種等

モノづくりを楽しむ気持ちをもった学生に魅力を感じま
す。設計開発にも注力していきたいと考えているので、新
しいものを考えることができる人材を求めています。言わ
れたことをやるだけの仕事はイヤだと思う人、大歓迎で
す。

住所 美作市安蘇１６７
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企業QR 出展日 12/6 位置 9

企業QR 出展日 12/6 位置 21１８．トーステ株式会社　サニタリー生産本部
「無菌を保つ製造技術」「ライン全体を構築するエンジニアリング技
術」「保守サービス技術」の３つの技術をバランスよく持つ会社は、
国内外になく、高いシェアを可能としています。衛生の総合技術を持
つ会社として顧客から厚い信頼を獲得しています。

業務内容

ステンレス製の継手やバルブ・ポンプ・タンクなど「液体
物の製造ライン」を構成するための様々な部品を開発設計
し、製造から販売、そしてお客様の製造工場への据付工
事、その後のメンテナンスまでを一貫して手掛けていま
す。

高専学生
に求める

人材・職種等

トーステでは「仕事を通じて自己実現をしたい」という
チャレンジ精神旺盛な人材を求めています。そのため「夢
を持った会社」と社員が感じられる会社でありたいと考え
ています。募集職種は、製造・生産管理・施工管理・メン
テナンス・開発要員まで幅広くあります。

住所 津山市草加部１１７０－９

１７．株式会社デンソー勝山
人材育成に力を入れ、「元気で明るい会社」であり続け、
若い力と高い技術力で、安心・安全・快適に移動できる社
会の実現に向けて、世界の多くの方々に喜んで頂ける製品
づくりに努力していきます。

業務内容

創業以来培ってきた、プラスチックの射出成形をコア技術
に様々な自動車用電装品を生産。主力製品はハイブリッド
等電動化車両に搭載されるDCDCコンバータ。

高専学生
に求める

人材・職種等

生産技術職：自動車用電装品生産ラインの設計改良業務、
または樹脂成形に使う金型の設計業務。求める人材：機械
工学または電気電子工学専門の学生

住所 真庭市三田２２０

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
１６．株式会社椿本チエイン

「動かす」ことに関わる多種多様な機械部品およびそれら
を組み合わせたシステムの「総合メーカー」として社会に
貢献しています。

業務内容

産業用チェーン（コンベヤ、工作機械、エスカレーター
等）、精機商品（カムクラッチ、カプリング、減速機、電
動シリンダ等）、自動車部品（タイミングドライブシステ
ム等）、マテハン（コンベヤ、仕分け機、保管庫）の研究
開発、製造および販売。

高専学生
に求める

人材・職種等

椿本チエインでは優れた人材こそが成長の源であるとの考
えを持ち、変革を重視し、有言実行型のチャレンジ精神旺
盛な方を求めています。職種：技術系総合職（製品設計、
制御設計、ソフト開発、生産技術、技術開発、基礎研究な
ど）

住所 津山市新野東１５１５
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企業QR 出展日 12/6 位置 26

企業QR 出展日 12/6 位置 28

高専学生
に求める

人材・職種等

①・自分から積極的に行動を起こせる人
　・失敗を恐れない人
　・なにかにこだわりが有る「マニアック」な人
　・何より「ものづくり」に興味のある人
②・IT・AIが好き、得意な人

住所 津山市院庄字沢１０８９

２１．日本圧着端子製造株式会社
　　　　　　　　　院庄生産技術センター

業務内容

①自社製品(コネクタ)生産設備（プレス金型・成形金型・
　自動化機械）の設計・開発
　及び生産設備の金属部品加工
②自社製品の量産

電子部品「コネクタ」のリーディングカンパニー
日本圧着端子製造株式会社(JST)の生産技術部門として生
産設備の開発設計・製作・部品加工を行っています

２０．西尾レントオール株式会社東中国営業部

建設現場における生産性の向上を目指す
＜i-Construction＞においてNISHIOはICT施工（建設機械
の自動制御等）をはじめ、多くのICTを活用したシステ
ム・対応した商品を取り揃えています。

業務内容

主に建設機械のレンタル業務を通じて
建設現場のお困りごとを解決・提案・企画・開発
現場作業の効率化。安全環境対策の強化。
ユーザーの現場サポート
建設機械のICT化を推進！

高専学生
に求める

人材・職種等

幅広い人材を募集しています。
入社後は建設ICT専任者として育成します！
建築・土木・測量の学びを活かしたい方歓迎！

住所 岡山市南区新保６８７－３１

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
１９．中山石灰工業株式会社

地域に密着した企業を目指し、地元を中心とする社員の
雇用創出に貢献しています。（ⅠJ Uターン希望者も歓迎
します。）

業務内容

当地域で産出される「石灰石」は国内で自給できる数少な
い天然資源であり、鉄鋼・化学・土木・農業・環境・医療
などあらゆる分野に必要不可欠な素材です。弊社では最新
の設備で採掘から製品化まで一貫して行い、西日本地域に
広く販売しています。

高専学生
に求める

人材・職種等

日々革新する技術に素早く対応し、工場の安定稼働や製品
の品質向上、省エネルギーへの対応など技術者としての力
を存分に発揮できる人材を募集します。
また世界に誇る日本の石灰製造業の発展に貢献し、技術面
のみならず広く将来を担える人を求めています。

住所 真庭市宮地２２５２
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企業QR 出展日 12/6 位置 23

企業QR 出展日 12/6 位置 12２４．株式会社フロロコート

ふっ素樹脂コーティングを行う岡山県内唯一の企業です
（日本で初めてふっ素樹脂コーティングを提供した企
業）

業務内容

ふっ素樹脂コーティングの受託加工

高専学生
に求める

人材・職種等

技能職（製造）
設備装置の設計製作及びメンテナンス
加工治具設計作成

住所 岡山市北区御津河内１６５(最寄駅：津山線金川駅)

２３．ハリキ精工株式会社
創業から７０年、日々精密切削加工技術に磨きをかけ、
様々な業界の仕事に携わってきました。これからも技術
革新のスピードに合わせ、世の中のニーズに応えられる
よう進歩を続けます。

業務内容

◇自動車や医療機器などに使われる金属切削加工品の製造
◇外科手術用医療器具の設計開発

高専学生
に求める

人材・職種等

切削加工技術は奥が深いです。探求心旺盛な方に是非ご興
味持っていただければと考えています。
　＜就いていただく仕事＞
　　・CNC旋盤のプログラミング・運転管理
　　・生産設備等の管理

住所 久米郡美咲町藤田上１１１

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
２２．萩原工業株式会社
当社の技術から生まれる合成樹脂製品と産業機械は世界トップ
クラスのシェアを誇ります。日本を代表する東証一部上場メー
カーとして衣食住から最先端エレクトロニクス分野まで幅広い
産業で世界中の人々の生活を支えています。

業務内容

ポリエチレン・ポリプロピレンを主原料とした合成樹脂繊
維「フラットヤーン」を用いた関連製品、およびフラット
ヤーン技術を応用したスリッター等、産業機械の製造・販
売。

高専学生
に求める

人材・職種等

主に産業機械の事業で『電気・機械設計』を専門とした学
生や、社内ＳＥ業務で『情報システム系』を専門とした学
生を求めています。その他、合成樹脂製品・産業機械の
『営業』、合成樹脂製品の『開発』など、様々な人材を募
集しています。

住所 倉敷市水島中通一丁目４番地
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企業QR 出展日 12/6 位置 2２７．モリマシナリー株式会社

“４つのコア技術”で、世界の先端産業をしっかりサポート。
　６つの事業領域において、業界オンリーワンを目指す！

業務内容

自動車、鉄鋼、工作機械、医薬品、環境など、国内外の
様々な産業分野に向けた精密機械、精密部品の開発・設
計・製造・販売。

高専学生
に求める

人材・職種等

幅広い人材を募集していますが、特に機械、電気電子、制
御等を専門としている学生を求めています。（機械開発設
計職・機械加工職・電機技術職）

住所
本社工場:赤磐市仁堀東1383　美作工場:美作市奥318-1
岡山工場:岡山市中区乙多見468

２６．三橋サンブリッジ株式会社

図面さえ有れば購入から機械加工、組立、配線、調整、据付まで一貫
して対応出来ます。生産設備製作に特化し、多くの技能士を有する
“手技能士集団”です。また、品質管理や生産効率向上の為改善提案
やＳＳ（整理整頓）活動にも積極的に取り組んでいます。

業務内容

製造１課・・機械加工グループで旋盤、フライス、研磨、ワイ
ヤーカット等部品加工を行っています。製造２課・・組立電機グ
ループで装置の組立、配線、プログラム、調整、据付を行ってい
ます。業務課・・設計グループはエアーシャフトの設計をキャド
を使って図面を書いています。他グループで営業活動、部品調達
を行っています。

高専学生
に求める

人材・職種等

幅広く求人は行いますが、設計としてＣＡＤが理解できる
方、機械設備が多くプログラムに興味が有る方、シーケン
サー制御での制御となる為ＰＬＣに興味の有る方は最優先
となります。

住所 真庭市赤野三橋６１０

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
２５．株式会社三井E&Sマシナリー

エンジニアリングとサービスを通じて、人に信頼され、社
会に貢献します！

業務内容

船舶用ディーゼルエンジン（2017年度生産実績世界一）、
産業機械を世界のトップメーカーの一つとして生産してい
ます。また、レーダー、ロボット等の技術で、社会基盤の
整備・快適な都市づくりに貢献しています。

高専学生
に求める

人材・職種等

◆舶用ディーゼルエンジンおよび産業機械の設計　◆廃炉
用ロボット等の設計・検査業務　◆生産技術スタッフ(溶
接・組立・機械加工)　◆品質保証　◆資材調達　◆アフ
ターサービス　◆社内SE　◆港湾用クレーンおよびターミ
ナルシステムの設計　◆港湾用クレーンの品質保証

住所 玉野市玉３－１－１
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企業QR 出展日 12/6 位置 10２９．株式会社ワードシステム
地方を起源とする会社として、ＩＴを通じた地域社会の
活性化を志し活動してきました。マイナンバー、住民税
等の自治体向け開発に加え、自社サービスの提供やＤＸ
対応も行っています。

業務内容

・システム開発全般
　自治体・民間企業の基幹システム開発
　設計／製造／テスト／保守等の作業を行う
・自社パッケージの開発（Java、C#等）
　図書館向けシステム／ゴルフ場向けシステム等
・営業支援サービス(JUST.SFA)の導入

高専学生
に求める

人材・職種等

システムエンジニア・プログラマー
・入社後は集合教育や現場ＯＪＴなど、先輩上司が丁寧
　にフォローしていきます。
・デジタル化の流れで、ＩＴのニーズは今後も高まって
　いきます。「ＩＴの仕事に興味を持ち、もの作りを楽
　しめる方」「津山で頑張ってみたい！方」希望です。

住所 津山市鍛治町３７

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
２８．ライト電業株式会社

制御機器販売中四国Ｎｏ1の売上を誇る技術商社です

業務内容

幅広い業種のお客様の生産活動を合理化・最適化する制御
機器など各種機器・部品を販売するとともに、生産現場の
コストダウン、それに伴う課題解決のために機器の選定、
設計、プログラム開発、システム提案を行っています。

高専学生
に求める

人材・職種等

ソリューションビジネス部（技術部）に所属し、日本のも
のづくりを技術力で支えたいと思っている学生

住所 岡山市南区芳泉２丁目２－３２


