
世界と
闘う
岡山の企業

魅せる 日本一 世界一？！
見る・聞く・体験する。岡山県が世界に誇る企業が一堂に集結！

岡山県教育委員会 企画
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岡山の企業説明会
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世界に誇る岡山県の企業力 ―
岡山で働く魅力やあなたの将来の夢をここで見つけよう!!

第
２
回　

津
山

第
１
回　

岡
山

７月27日土
時間　13：30～16：30

会場　岡山コンベンションセンター

　　　岡山県岡山市北区駅元町14番１号

定員：300名

７月28日日
時間　14：30～17：30
会場　アルネ津山７階
　　　ベルフォーレ津山
　　　岡山県津山市新魚町17

定員：60名
●対象／ 県立全日制高等学校（中等教育学校を含む）普通科及び普通系専門学科（理数、国際情報、体育、

未来創造、キャリア探求）１、２年生を中心に、大学等への進学を希望している高校生

●趣旨／ 進学希望の高校生が、県内企業の事業内容や特徴を具体的に聞いたり体験したりすることにより、「大

学等の向こうにある社会」を意識し、将来、主体的に進路を決定する能力を育成する。また、独自

の技術や強い競争力をもつ県内企業で働くことの魅力を認識し、将来の地元定着やＵターン就職を

推進する。

どうやって進路を決める？　大学はどこに行けばいい？
そんな事を考えたことはないですか？
ここには、将来の事を真剣に考えるチャンスがある！
地元で働く魅力を見つけ、将来の進路を決めよう！
当日は、岡山県が日本に誇る「元気な企業」の方から「日本一・世界一の
こだわり」や採用に際して「有利な資格」などご説明をいただけます。

主　　催／岡山県教育委員会　　後　　援／中国経済産業局
協力企業／旭電業株式会社・岡山トヨタ自動車株式会社・岡山放送株式会社・株式会社カイタックホールディングス・株式会社廣榮堂・株式会社タイガーマシン製作所・株式会社フジワラテクノアー
ト・両備ホールディングス株式会社（株式会社両備システムズ）・カモ井加工紙株式会社・ダイヤ工業株式会社・ナカシマプロペラ株式会社・日本オリーブ株式会社・平林金属株式会社・有限会社グリー
ンサム・コアテック株式会社・株式会社ベティスミス・丸五ゴム工業株式会社・みのる産業株式会社・ヒルタ工業株式会社・ローム・ワコー株式会社・株式会社タック・株式会社クリエ・ココ・岡
山県ものづくり女性中央会・株式会社WORK SMILE LABO・タカヤ株式会社・備前化成株式会社・株式会社エナジーフロント・内山工業株式会社・富士岡山運搬機株式会社・WASHU BLUE 
RESORT 風籠・山陽ロード工業株式会社・院庄林業株式会社・加茂繊維株式会社・銘建工業株式会社・株式会社山田養蜂場・株式会社久米精工・株式会社マルイ・一般財団法人津山慈風会津山中央
病院・レプタイル株式会社・株式会社本山合金製作所

第１回 ７月27日土　岡山会場
旭電業株式会社
建設業（電気工事業）

ナカシマプロペラ株式会社
船舶用推進機器メーカー

コアテック株式会社
製造（機械）

ヒルタ工業株式会社
自動車部品・産業機器車両部品製造業

株式会社クリエ・ココ
WEBクリエイティブ・システム開発、和装体験

岡山県ものづくり女性中央会
製造業

株式会社　WORK SMILE LABO
笑顔溢れるワークスタイル創造提案業（卸売業）

株式会社ベティスミス
ジーンズ製造販売

ローム・ワコー株式会社
半導体製造業

タカヤ株式会社
電気機械器具製造業

WASHU BLUE RESORT 風籠
ホテル・旅館業

備前化成株式会社
健康食品、医薬品、医薬部外品、
健康食品素材の製造販売

株式会社エナジーフロント
サービス業

内山工業株式会社
自動車製品製造業

株式会社タック
建設業

丸五ゴム工業株式会社
ゴム製品製造業

日本オリーブ株式会社
化粧品製造

平林金属株式会社
総合リサイクル業

有限会社グリーンサム
養液栽培設備の設計施工

みのる産業株式会社
製造業（農業機器メーカー）

ダイヤ工業株式会社
サポーター・コルセットなど医療用品の製造販売

株式会社タイガーマシン製作所
コンクリート製品製造プラントの製造販売
環境関連設備の製造販売

岡山トヨタ自動車株式会社
自動車小売業

カモ井加工紙株式会社
製造業

両備ホールディングス株式会社
（株式会社両備システムズ）
運輸交通観光・ＩＴ・生活・不動産

株式会社フジワラテクノアート
製造業（醸造機械・プラントメーカー）

岡山放送株式会社
放送業

株式会社カイタック
ホールディングス
総合アパレルメーカー・繊維専門商社

株式会社廣榮堂
和菓子製造販売

一般財団法人
津山慈風会津山中央病院
保険・医療・福祉

院庄林業株式会社
木材製造メーカー、木材加工

銘建工業株式会社
製造（建材）・建築・エネルギー

レプタイル株式会社
ブランディング・プロモーション

加茂繊維株式会社
製造小売業

株式会社久米精工
製造業（金属加工機械）

株式会社本山合金製作所
製造業（金属製品）

株式会社マルイ
小売業

山陽ロード工業株式会社
建設業

株式会社山田養蜂場
製造・食品

第２回 ７月28日日　津山会場

岡山市北区表町1-7-36 JTB岡山ビル3階株式会社JTB岡山支店
岡山県教育委員会事業受託者

☎086-232-7278
「令和元年度高校生と県内企業の交流推進事業」
【担当】神野哲司・鳥居丈人・松田敏弘

萩原 渉さんは、岡

山県出身で県外の大

学へ進学。卒業後、

岡山にUターン就職

されました。

OHK

岡山放送アナウンサー 

萩原 渉 さん

淵本恭子さんは、岡

山県出身で、関東の

大学へ進学。岡山が

大好きで、岡山の魅

力を全国に発信する

夢を持ち、Uターン

就職されました。

OHK

岡山放送アナウンサー 

淵本 恭子 さん

※写真提供：岡山放送株式会社

LOVE OKAYAMA

企業説明会MC

学校ごとに一括でお申し込みください。申込書記入後、
岡山県教育庁 高校教育課　koukou-event@pref.okayama.lg.jp
までメールにてご送信願います。

申し込み方法

富士岡山運搬機株式会社
土木建築用機械
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岡山市北区表町1-7-36 JTB岡山ビル3階株式会社JTB岡山支店
岡山県教育委員会事業受託者

☎086-232-7278
「令和元年度高校生と県内企業の交流推進事業」
【担当】神野哲司・鳥居丈人・松田敏弘

主　　催／岡山県教育委員会　　　後　　援／中国経済産業局

協力企業／両備ホールディングス株式会社・株式会社ホテルグランヴィア岡山・旭電業株式会社・ナカシマプロペラ株式会社・株式会社エナジーフロント・日本オリーブ株式会社・株式会社カイタッ

クホールディングス・カモ井加工紙株式会社・ダイヤ工業株式会社・公益財団法人 大原記念 倉敷中央医療機構 倉敷中央病院・岡山トヨタ自動車株式会社・コアテック株式会社・有限会社グリーン

サム・みのる産業株式会社・株式会社山田養蜂場・一般財団法人 津山慈風会 津山中央病院

企業体験バスツアー
説明も大事だが、知りたいことは現場にある！そんなあなたにおすすめの体験バスツアー。
当日は、企業の現場で「日本一のこだわり」を見ることができます。

8月5日月 ●発着場所／岡山駅南市営駐車場
　　　　　　津山駅バス乗り場

●対象／ 県立全日制高等学校（中等教育学校を含む）普通科及び普通系専門学科（理数、国際情報、体育、未来創造、キャリア探求）
　　　　１、２年生を中心に、大学等への進学を希望している高校生
●趣旨／ 進学希望の高校生が、県内企業の事業内容や特徴を具体的に聞いたり体験したりすることにより、「大学等の向こうにある社会」を意識し、将来、主体的に

進路を決定する能力を育成する。また、独自の技術や強い競争力をもつ県内企業で働くことの魅力を認識し、将来の地元定着やＵターン就職を推進する。

現場の空気を体感できる!!

観光・物流コース
●午前／

両備ホールディングス株式会社
（道路交通観光・情報・生活全般）

●午後／

株式会社ホテルグランヴィア岡山
（宿泊業）♳

発着場所／岡山駅南市営駐車場
岡山駅（９：30）→両備ホールディ
ングス株式会社→ホテルグランヴィ
ア岡山→岡山駅（15：10）

機械・電気コース
●午前／

旭電業株式会社
（建設業　電気工事業）

●午後／

ナカシマプロペラ株式会社
（船舶用推進機器メーカー）♴

発着場所／岡山駅南市営駐車場
岡山駅（９：30）→旭電業株式会社
→ナカシマプロペラ→岡山駅（15：
10）

アパレル・文具・
雑貨コース

●午前／

株式会社カイタックホールディングス
（総合アパレルメーカー・繊維専門商社）

●午後／カモ井加工紙株式会社
（製造業（工業用、文具・雑貨用マスキ
ングテープ、補虫製品の製造・販売））♶

発着場所／岡山駅南市営駐車場
岡山駅（９：30）→株式会社カイタッ
クホールディングス→カモ井加工紙
株式会社→岡山駅（16：00）

医療・医療機器
コース

●午前／

ダイヤ工業株式会社
（サポーター・コルセットなど医療用品の製造販売）

●午後／公益財団法人 大原記念

倉敷中央医療機構 倉敷中央病院
（医療・看護）

♷
発着場所／岡山駅南市営駐車場
岡山駅（９：30）→ダイヤ工業株式
会社→倉敷中央病院→岡山駅（16：
00）

自動車・製造機械
コース

●午前／

岡山トヨタ自動車株式会社
（自動車小売業）

●午後／

コアテック株式会社
（工場の生産ライン自動化設備製造）

♸
発着場所／岡山駅南市営駐車場
岡山駅（９：30）→岡山トヨタ自動
車株式会社→コアテック株式会社→
岡山駅（16：00）

農業・IT農業
コース

●午前／

有限会社グリーンサム
（養液栽培設備の設計開発・施工）

●午後／

みのる産業株式会社
（製造業　農業機械メーカー）♹

発着場所／岡山駅南市営駐車場
岡山駅（９：30）→有限会社グリー
ンサム→みのる産業株式会社→岡山
駅（16：00）

医療・健康コース
●午前／株式会社山田養蜂場

（ミツバチの飼育及びミツバチ製品の
原料仕入・研究・開発・製造・通信販売）

●午後／一般財団法人

津山慈風会 津山中央病院
（保険・医療・福祉）⓼

発着場所／津山駅バス乗り場
津山駅（９：30）→株式会社山田養
蜂場→津山中央病院→津山駅（15：
10）

●午前／

株式会社エナジーフロント
（ユニバーサルデザイン商品の製造販売 ）

デザイン・美容
コース

●午後／

日本オリーブ株式会社
（化粧品・食品の製造販売）♵

発着場所／岡山駅南市営駐車場
岡山駅（9：30）→株式会社エナジー
フロント→日本オリーブ→岡山駅

（16：00）

全８コース用意！ あなたはどのコースを選ぶ？

●JR新見駅（７：10）→JR高梁駅（東口）（８：00）→岡山駅（９：00）
●玉野産業振興ビル横（７：30）→岡山駅（９：00）
●JR中国勝山駅（７：10）→JR美作落合駅（７：40）→岡山駅（９：00）
●JR津山駅（７：30）→岡山駅（９：00）
●西の屋美作店（６：50）→JR瀬戸駅（８：10）→岡山駅（９：00）
●JR和気駅（南口）（７：00）→JR邑久駅（８：00）→岡山駅（９：00）
●井原鉄道井原駅（６：40）→笠岡市役所バス停（７：20）→
　天草公園（７：50）→岡山駅（９：00）
●岡山駅（７：40）→津山駅（９：10）

●岡山駅（16：30）→ＪＲ高梁駅（東口）（17：20）→ＪＲ新見駅（18：20）
●岡山駅（16：30）→玉野産業振興ビル横（17：30）
●岡山駅（16：30）→ＪＲ美作落合駅（17：50）→ＪＲ中国勝山駅（18：20）
●岡山駅（16：30）→ＪＲ津山駅（18：00）
●岡山駅（16：30）→ＪＲ瀬戸駅（17：20）→西の屋美作店（18：30）
●岡山駅（16：30）→ＪＲ邑久駅（17：30）→ＪＲ和気駅（南口）（18：30）
●岡山駅（16：30）→天草公園（17：40）→笠岡市役所バス停（18：10）→
　井原鉄道井原駅（18：50）
●津山駅（15：30）→岡山駅（16：50）

岡
山
駅
か
ら
各
地
へ

各
地
か
ら
岡
山
駅
へ

※無料送迎バス
を運行します。定
員 が45席 の 為、
先着順での受付
になります。なお、
予 約 が 出 来 な
かった場合は、ご
自身で集合場所
へお越しくださ
い。

CompanyBus Tours 2019 各コース
参加人数上限

40名

 （お申し込み先着順）送迎バススケジュール（予定）

学校ごとに一括でお申し込みください。申込書記入後、
岡山県教育庁 高校教育課　koukou-event@pref.okayama.lg.jp
までメールにてご送信願います。

申し込み方法


