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津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
３０．株式会社エイワイテック

エイワイテックは、日本のモノづくり産業の発展・海外
での技術支援など、「モノづくり」を通じて、社会へ貢
献しています。

業務内容

自動車・液晶・半導体・電池・食品など生産設備の機械・
電気設計、消防車などの特殊車両設計や派遣事業を行って
います。また、新ビジネス（CADシステム開発・強度解
析・CADスクール・翻訳業務・３Ｄ化支援業務）展開中。

高専学生
に求める

人材・職種等

機械設計、電機設計、車両設計の技術者を募集していま
す。
好奇心旺盛な学生、専門的な職に就きたい学生を求めてい
ます。

住所 岡山市北区撫川１０１０－８

３１．株式会社エクセディ精密

駆動系部品の製造・組立を通じ、社会・お客様・社員
（家族）の『喜び』を創造しよう

業務内容

自動車用マニュアルクラッチ部品・オートマチック用トル
クコンバーター部品をグループ会社25ヶ国44社に供給、グ
ローバルに展開しています。冷間鍛造工程を1工程とし完
成品まで一貫生産が強みです。

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。　　　　　　　　　　　生
産技術・品質管理・生産管理・情報システムを目指す学生
を募集しています。

住所 美作市城田１０４－１

３２．株式会社ＭＧＨ

”西日本最大級”　自動車総合整備およびオンリーワン
の特殊車両を設計・製作している会社です。

業務内容

◇自動車整備（乗用車・大型トラック・建設機械）
◇車体整備（事故修理・ボディ塗装）
◇特殊車両の設計・製作・販売・メンテナンス
◇自動車における先端技術の解析など
◇温泉旅館の運営

高専学生
に求める

人材・職種等

◆将来の幹部候補
◆自動車整備に必要な先端技術に対応する為の、電子制
御・電気回路に興味がある方
◆ものづくりを設計から製作まで一貫してやってみたい方

住所 岡山市中区高屋６１（本社）
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津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
３３．大石金属工業株式会社　岡山工場
創業以来培ってきました精密・高速順送プレス技術に
よって、様々なプレス製品を各業界にご提供させて頂い
ており、金型の設計・製作からプレス生産までを社内一
貫体制で完全完備しております。

業務内容

金属プレス加工製品の製造と販売。
①アパレル服装資材部品の製造と販売。約7,000種類
（Hooks＆Eyes）におきましては、国内シェアNo,1。
②電子関連部品の製造と販売。携帯電話、PC、家電製品、
自動車、医療機器等のプレス製品を生産。

高専学生
に求める

人材・職種等

常に前向きで「こうやって見たいと主張のできる」元気の
ある若者で、新しいことに挑戦する意欲のある方なら大歓
迎です。

住所 勝田郡奈義町西原３８０－３８（東山工業団地内)

３４．岡山コンクリート工業株式会社

地域への貢献を第一。インフラ整備に欠かせないコンク
リート2次製品メーカーとして設立61年を迎えました。

業務内容

コンクリート2次製品の設計、製造、販売、施工。
道路側溝、Ｕ字溝、境界ブロック、擁壁等のコンクリート
製品を製造しています。道路や河川の整備、宅地等の造成
に使用され、社会貢献性の高い事業です。
岡山県内に本社と工場が3ヶ所あります。

高専学生
に求める

人材・職種等

■技術職（設計、開発、品質管理、生産管理）
　コンクリート2次製品の設計、構造計算、製品図の作成
等の設計業務や製造から出荷までの品質管理業務を行いま
す。常に技術向上と品質の追求のために努力できる方、協
調性を持って行動できる方を求めています。

住所
本社：岡山市東区藤井２８８－１
津山工場：津山市上村６７７－１

３５．株式会社岡山村田製作所

スマートフォンや自動車を中心に、移動体通信機器に向
け、最新電子デバイスを設計・供給することを通じ、
「つながる」社会の実現に貢献しています。

業務内容

電子部品やその素材となる原料を製造しています。
また、自社グループにて生産設備の設計,開発や、
点検,修理も行っている為、設備管理もしています。

高専学生
に求める

人材・職種等

■職種：設備保全
小型,高性能の電子部品を安定的に生産する為に
生産設備の設計,維持,改善を行うポジションです。
＊会社のスマートファクトリーや
　DX推進に向けた情報系の職種も募集予定です＊

住所 瀬戸内市邑久町福元７７
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津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
３６．共和機械株式会社
共和機械は国内初の鶏卵洗浄機を生産開始して以来、
「卵」に関する一連の機械を開発し、鶏卵産業の発展に携
わる国内有数のメーカーとして、オンリーワンの製品を生
み出し続けています。

業務内容

鶏卵産業向けの機械装置の開発、設計(設計開発)
金属部品を中心とした機械加工(板金/溶接)
当社機械装置の営業販売(営業)
当社機械装置の製造・組立・メンテナンス(製造）

高専学生
に求める

人材・職種等

・人の喜ぶ顔が見たいと考えている
・仲間や先輩たちと力をあわせる事の大切さや
　楽しさを知っている
・失敗から学んで試行錯誤を繰り返すチャレンジ
　精神がある

住所 津山市河面３７５

３７．山陽ロード工業株式会社
～世界に繋がる特許技術を生み出し続ける“道”のパイオ
ニア～年間休日117日(週休二日制）等ワークライフバラン
ス、公共工事を中心に、地元津山で57年目の安定経営、地
域の安心・安全に貢献。

業務内容

工事において、品質、工程、原価、安全などを統括する
「施工管理」という業務に携わっていただきたいと考えて
います。施工に関する幅広い知識や正確な判断力を必要と
する高度な仕事ですが、レベルアップできる環境を準備し
ています。

高専学生
に求める

人材・職種等

充分な経験を有した方には、新たな技術を生み出していく
ことを期待しています！地域社会のために技術を磨き、将
来的には世界に通用するような技術を生みたいという想い
のある人材を募集しています。

住所 津山市下高倉西１２０３－１

３８．新晃工業株式会社

【東証プライム上場】国内No.1シェア
業務用空調機のリーディングメーカーです。

業務内容

有名建築物（ホテルやオフィスビルなどの大型の建物）を
中心に、業務用空調機器の研究開発・設計・製造・販売を
おこなっています。

高専学生
に求める

人材・職種等

常に「革新」「挑戦」を続ける若さ溢れる人材。
CADを使用した設計や、新製品の研究開発など、特に機械
系や情報系の学生が活躍できるフィールドがあります。

住所 津山市草加部１４５８番地の４
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津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
３９．株式会社新興製作所

社是である“入魂”の生産で、“切る”・“磨く”の
“加工技術”でお客様の満足と信頼を得られる“モノづ
くり”を目指す会社です。

業務内容

切断加工（ワイヤーソー切断）・研磨加工（ラップ・ポリ
シング）を専業として、“切る”・“磨く”の加工技術
で、電子部品などの高付加価値製品に対応しています。

高専学生
に求める

人材・職種等

社員訓である“できない理由を見つけるより、できる方法
を追究しよう”という前向きな姿勢で、明るく元気で、仕
事を通じて、自分自身の成長を感じとれる学生を求めてい
ます。

住所 津山工場：津山市中村595，真庭工場：真庭市西河内97-25

４０．摂津金属工業株式会社　美作工場
５Ｇ技術やテレワークの普及でますます注目される情報
通信業界。創業７０年の当社は、IT機器や社会インフラ
を支えるサーバーラックの国内パイオニアメーカーで
す。

業務内容

 ◆ 生産効率を上げるための業務改善
 ◆ 生産設備の更新・導入・メンテナンス他

高専学生
に求める

人材・職種等

生産技術課の仕事は工場の生産性の向上と効率化、改善を
図るところにあります。
製造プロセスの構築や”ものづくり”に興味がある方は、
是非ご応募ください。

住所 美作市土居８００－２

４１．タツモ株式会社

半導体製造装置、クリーン搬送ロボット、液晶製造装置
などの開発・設計・製造販売が事業内容となります。

業務内容

スマートフォンやタブレット端末、自動車の省エネ化や安
全性能の向上などに欠かせない最先端の半導体を製造する
装置をはじめ、電子機器に搭載される液晶ディスプレイな
どの液晶製造装置、クリーン搬送ロボットなどを手がける
開発型企業です。

高専学生
に求める

人材・職種等

高専での勉強の成果を活かして「新しい装置を作りたい。
機構の開発にチャレンジしてみたい。」といった挑戦心を
お持ちの方
①機械設計(機械）②電気設計（電気）
③ソフト設計（情報）④プロセス技術（先進科学）

住所 岡山市北区芳賀５３１１
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津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
４２．株式会社トーカロイMTG
岡山県津山市を拠点として西日本屈指の設備と社員ひとりひと
りの高い技能をもって常に進化す技術に貢献する、製造のプロ
集団です。2022年4月にホールディングス化を行い社名変更し
ました！

業務内容

超硬合金の製造と工作機械を用いた精密加工を行っていま
す。【代表製品】切削・耐摩工具用超硬合金、精密プレス
金型部品、工業用スプレーノズル　【主な取引先】自動車
部品メーカー、船舶メーカー、家電メーカー、切削工具
メーカーなど

高専学生
に求める

人材・職種等

幅広い人材を募集しておりますが、ものづくりに興味のあ
る学生や、機械系の学生を特に求めています。『募集職
種』超硬合金の品質保証・開発、機械技術工、設計、技術
営業、工程管理業務など

住所 津山市綾部字緑山１６４５－２０

４３．DOWAホールディングス株式会社

1884年創業の東証一部上場企業で、国内外に80社超のグ
ループ会社があり、豊かな社会の創造と資源循環社会の
構築に貢献することを企業理念としています。

業務内容

・導電性粉体など製造
・焼結用鉄粉、複写機用キャリア粉など製造
・磁石用フェライト粉など製造
・プラントエンジニアリング
・産業廃棄物の焼却処理、フロン破壊処理

高専学生
に求める

人材・職種等

・プラントオペレーター
・プラントエンジニア　など
専門知識の習得や公的資格の取得に向けて会社のサポート
が充実しています。岡山県内で長く安心して働くことがで
きます。

住所
久米郡美咲町吉ケ原１１２５
岡山市南区海岸通１－３－１

４４．ときわ製作所株式会社

２０２２年６月に圏域５社が統合し新会社が立ち上がり
ました

業務内容

・金属加工全般
　製缶・板金・機械加工・配電盤組立等

高専学生
に求める

人材・職種等

特に指定はありませんが、今後解決しなければならない課
題に一緒に取り組んでいただける人材を求めます。
（ＤＸ・SDGｓ・製造ライン設計・生産管理システム
　構築等）

住所 津山市上之町３５（本社）他７事業所
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津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
４５．内外電機株式会社
弊社は同業界の中でも上位の認知度を誇り、また2020年6
月で創業100年を迎えた老舗企業です。その歴史の中で製
品への自信はもちろん、変わらぬ品質の中でも納期管理
を徹底しています。

業務内容

扱う製品は電力供給システムに関わる製品で、屋上や建物
の裏側に設置されているキュービクルや屋内外の分電盤な
どを作っている他、全ての建物には必ず併設され、社会基
盤構築に一躍を担っているのが私たち内外電機です。

高専学生
に求める

人材・職種等

弊社の製品は決して派手ではないかもしれません。です
が、裏方でも確かに世の中を支え、役立っている製品で
す。だからこそ、電力やインフラに興味関心のある方だと
きっと楽しく仕事ができると思います。

住所 津山市綾部１９０５

４６．株式会社ナテック

スマートフォンや自動車に搭載される電子部品。これら
の製造に必要となる、「自動化機械」や「自動化システ
ム」の設計開発、製作を行っています。

業務内容

産業用自動化機械の設計及び製造。
ラズベリーパイやウェブカメラ、ロボットを用いた簡易的
な「コンピュータビジョン×ロボットビジョン」や協働ロ
ボットを用いた自動化の開発も行っています。

高専学生
に求める

人材・職種等

○自動化機械の設計及び組立
○制御、電気回路設計及び配線・デバッグ
○情報処理（画像処理、ロボットプログラム）

住所 倉敷市下庄１１２６－１５

４７．株式会社ニッカリ

内シェアNo.1のモノレールメーカーです。
メーカーとして価値ある製品をつくり続けます。

業務内容

刈払機などの園芸機器、軌条運搬機の製造、販売を行って
います。

高専学生
に求める

人材・職種等

開発職（機械設計、電気制御設計）を募集しています。機
械工学や電気電子工学などの知識を活かして、仕事をして
いただけます。常識や前例にとらわれることなく、自分の
考えた技術を世界に広めたいと本気で考え、行動する人を
求めています。

住所 岡山市東区西大寺川口４６５－１



企業QR 出展日 12/7 位置 9

企業QR 出展日 12/7 位置 17

企業QR 出展日 12/7 位置 7

津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
４８．日本ゴア合同会社　備前工場
当社の国内工場は岡山県に2か所あります。
備前工場では製造と技術開発を中心に活動しています。
2020年に新たな建物が完成し、生産現場が増床されまし
た。今後も多くの設備が導入される予定です。

業務内容

生産装置の保全/修理/改造
生産装置の新規立ち上げサポート
法規制対応
文書作成
業務改善など

高専学生
に求める

人材・職種等

機械工学、電気・電子工学系の本科生、専攻科生を求めて
います。
生産設備の保全や修理に関する経験を、幅広く積んでいた
だくことができます。

住所 備前市吉永町南方１２３

業務内容

・施工管理職：工事現場のマネジメント
　（公共工事メイン）
・営業職：緑化技術の提案営業
　（官公庁メイン）
・技術職：設計業務、技術開発業務など

高専学生
に求める

人材・職種等

住所 岡山市南区福成２丁目１９番６号

４９．日本植生株式会社
私たちは、緑化技術のパイオニアとして、豊かな自然と安心・安全に
人々が暮らせる環境作りに取り組んでいます。「環境創出企業」で有
り続けることをビジョンに掲げ、「植物／緑化を通じて『人と自然の
理想的な共存』を実現させること」を事業の究極の目的としていま
す。

５０．備商株式会社

官公庁への水関連設備や多くの地元優良企業に向けて機械の販
売を手掛けています。
機械の設置からメンテナンスまで一貫したサービスを提供でき
るのが当社の強みです！

業務内容

生活に欠かせない上下水道設備や、大雨から人々を守る排
水機場などに携わっており上記の公共設備や工場設備の課
題について解決策を提案する仕事です。お客様へのヒアリ
ングを通じてご要望に添った技術提案を行います。

高専学生
に求める

人材・職種等

・常に新しい発想とチャレンジが出来る人
・謙虚な姿勢と向上心をもって業務に取り組む人
・周囲の人と協力し、困難を乗り越え成長出来る人
・自然や環境といった分野にやりがいを感じる人
当社では、社員一人ひとりの『個性を尊重＆皆の力を結集』し、少数で
すが精鋭揃いな優良企業を目指しています。

住所 津山市高尾５７３－１

＼こんな学生様はぜひ／
・新しい知識を得ることが好き
・明るく、人と話す事に抵抗がない
職種：技術営業・サービスエンジニア
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津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
５１．株式会社藤岡エンジニアリング
日本で数社しか行っていないマグネシウムの射出成形技術
があること、金型の手配から一貫生産できることが当社の
大きな強みです。是非一緒にものづくりの道を目指してみ
ませんか？

業務内容

マグネシウムの射出成形、マグネシウム・アルミダイカス
トの精密部品の製造。
身の回りにある製品（自動車やカメラなど）の一部を担う
部品を作っています。

高専学生
に求める

人材・職種等

機械設計や電気設備の開発など、設計・開発分野でご活躍
いただける方を求めています。

住所 真庭市下市瀬１１００

５２．冨士端子工業株式会社

「暮らしをまもり、未来へつなぐ」
私たちの創る製品は、見えないことろで人々の暮らしの安
全と安心を支えている企業です。

業務内容

圧着端子・電流ヒューズ・温度ヒューズの開発・製造・販
売及び、その他周辺製品の仕入・販売を行う会社です。
現在、アルミと銅を固相接合した端子製品の開発を進めて
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。本人の希望も合わせて本社
技術部（設計・開発）の配属も可能性があります。
・電気電子工学系（工場生産技術者、本社設計開発）
・機械金属工学系（工場プレス技術者、本社設計開発）

住所 美作市土居７９７

５３．株式会社マルイ

地域の食卓を支える仕事。人も、コトも、出会いも毎日が
新鮮！

業務内容

・地域の食卓、暮らしを豊かにするお仕事です

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。店舗でのお仕事だけでな
く、イラストレータを活用しPOPやポスターを作成する販
売促進課、店舗の修繕開発をする開発部、顧客情報の分析
や社内システムの構築をする情報マーケティング室があり
ます。

住所 （マルイ本部）津山市上河原２０９－４
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津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
５４．株式会社水エコプラザ津山

水ingグループが手がける上下水道、汚泥再生処理施設などの社会インフラが
なければ、安全で衛生的な生活は成り立ちません。水処理業界は世間一般に
は目立たない業種ですが、社会公共性の高い仕事を通じて、環境への貢献も
実感できる仕事です。★若手・ベテラン社員活躍中！

業務内容

水処理プラント等(上下水道施設・汚泥再生処理施設・産
業水処理施設・その他水に関する処理施設)の設計、建
設、補修改良工事、運転維持管理、保守点検。水質検査、
測定、分析業務。機器・環境薬品の開発、販売

高専学生
に求める

人材・職種等

【職種】水処理プラントでの運転管理・保守点検
◎成長市場である「水ビジネス」の世界で活躍したい方
◎「水」を通じて社会貢献したい方
◎「社会貢献」を通じて技術を磨きながら、会社と共に成
長したい方　★充実した研修制度あり・文理不問！

住所 津山市川崎４５８

５５．三乗工業株式会社
当社は自動車内装部品の製造を主に行っていますが、それ
以外にも、それにより培った防音技術と地球にやさしいリ
サイクル素材で、世の中の『騒音』を『快適』に変える製
品を開発しています。

業務内容

自動車内装部品の製造に関する
・新規部品の生産ライン導入計画の立案から実行
・生産計画及び生産の維持
・生産性、品質向上活動
等を行っていただく生産管理・品質管理スタッフ業務

高専学生
に求める

人材・職種等

モノ作りに興味があり、何事にも前向きに取り組む人材を
求めています。

住所 総社市井尻野１００

５６．モランボンプロダクツ株式会社　津山工場

津山市にて2018年5月に操業を開始した食品メーカーで
す。「安全・健康・おいしさ」をモットーに本物の味、自
然の味にこだわり続けています。

業務内容

鍋スープを含むレトルト食品（スープ･調味料）と、手づ
くり用の中華皮類（餃子の皮、春巻の皮）の製造。

高専学生
に求める

人材・職種等

製造職・施設備保全職の職種を募集します。
特に機械システム・電気電子システムを専門としている学
生を求めています。

住所 津山市上田邑３２５１－６
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津山高専技術交流プラザ企業ＰＲ会参加企業情報一覧
５７．レプタイル株式会社
『岡山県北を帰りたい故郷に』を目標に、地方企業のデザ
インやマーケティング、業務改善、システム企画開発をし
ながら、地域を盛り上げるサービスを多くリリースしてい
ます。

業務内容

私たちは地域企業さまの「マーケティング・デザイン部
門」「システム部門」です。目的に合わせたデザインを制
作し魅力をカタチに、業務デジタル化を支援します。ま
た、こどもパソコンプログラミング教室の運営をしていま
す。

高専学生
に求める

人材・職種等

プログラミング教室の企画・運営スタッフ
プログラミング教室のコーチ

住所 津山市田町２３


