
岡山県

岡山県中小企業団体中央会

岡山県中小企業団体中央会 企業人材支援課主　催 お問合せ

運　営 ☎086-224-2245　　teichaku@okachu.or.jp

https://www.kirari-okayama.jp
企業情報・インターンシップ情報は「きら★おか」で案内しております

参加費

無料
参加費

無料

事前申込
受付中

事前申込
受付中

対象者

2024 年 3 月以降卒業見込 大学生、大学院生、短期大

学生、専門学校生（留学生を含む）

女子学生対象は女性に限る。 

インターンシップ
マッチングフェア2022

インターンシップ
マッチングフェア2022

様々な企業、業種の方と対話ができるチャンスです。
この機会にインターンシップで

どんな体験ができるか聞いて企業研究に役立てましょう！

事前申込を受け付けます

ZOOM のインストールはこちらから‼▶

申込者に専用サイトを案内いたします。

※参加には事前申込が必要です。

開催内容
9：00～11：45

Apple、Appleロゴ、iPad、iPhone、iPod touchは米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store
はApple Inc.のサービスマークです。Google PlayおよびGoogle Playロゴは、GoogleInc.商標です。QRコードは（株）
デンソーウェーブの登録商標です。

パソコンの場合はこちらのオフィシャルサイトから https://zoom.us/

午前

参加企業28社
13：15～16：45午後

zoomによるオンライン面接です。企業からの説明、

質疑応答（1社30分）。日程・参加企業は裏面、または

企業情報サイト「きら★おか」をご確認ください。

企業情報

紹介配信中 !

7/9Sat 7/9Sat 
9:00

16:45

Web版Web版

女子学生
対象

全学生
対象 申込方法

QRコードを読み取り、応募フォームから

お申込みください。

申込サイト 
https://matchingevent.com/internship/

スマホ、
タブレットでも

申込可

参加申し込みはこちら !!

参加企業30社全学生対象 

女子学生対象

おかやまインターンシップ事前研修会
会場：ターミナルスクエアビル（岡山駅前）

13:30～16:00
7.2 Sat



 インターンシップマッチングフェア  全学生対象 9:00 〜 11:45

 ① 9:00 〜 9:30/ ② 9:45 〜 10:15/ ③ 10:30 〜 11:00/ ④ 11:15 〜 11:45

枠番号 参加企業一覧 産業分野 業種 地域

① 山陽ロード工業株式会社 建設業 建設業 津山市

① 旭電業株式会社 建設業 電気工事業 岡山市南区

① 株式会社カザケン 建設 総合建設業 倉敷市

① 株式会社サンラヴィアン 食品 製造業 里庄町

① 株式会社生興運送 運輸業 道路貨物運送業 井原市

① 株式会社外林 商社 菓子卸売業 広島県

① 株式会社マツモトキヨシ中四国販売 小売業 ドラッグストア 岡山市南区

① 株式会社藤岡エンジニアリング 製造業 金属製品製造業 真庭市

② ハリウッドチェーン・成通グループ（株式会社成通・ソフトシステムズ） 娯楽業 遊技業 岡山市北区

② 株式会社はれコーポレーション サービス／医療・福祉・保健衛生 サービス／医療・福祉・保健衛生 岡山市北区

② 加茂繊維株式会社 繊維 製造小売業 津山市

② 株式会社　西日本セイムス 小売 ドラッグストア総合職 高知県

② 株式会社まつもとコーポレーション 建設業 製造／建設・住宅（新築・リフォーム）・インテリア・エクステリア・建設資材 岡山市北区

② 中村建設株式会社 総合建設業 施工管理 高梁市

② 日本植生株式会社 土木・緑化・メーカー 環境緑化事業 津山市

② 株式会社天満屋 小売・流通 百貨店 岡山市北区

③ 有限会社ミト・ワークス IT Web・動画・デザイン・システム・PC 販売修理等 岡山市中区

③ 株式会社いのうえ サービス業 葬祭業 倉敷市

③ 株式会社岡山村田製作所 セラミック原料及び電子部品の製造 製造業 瀬戸内市

③ オルバグループ 専門商社（医療機器） 営業職 岡山市北区

③ 東洋産業株式会社 サービス業 環境衛生サービス　生物害防除 岡山市北区

③ ピープルソフトウェア株式会社 情報サービス ソフトウェア 倉敷市

③ 中央建設株式会社 建設 総合建設業 倉敷市

③ 岡山トヨタ自動車株式会社 自動車業界 小売業 岡山市北区

④ 岡山県信用保証協会 補助的金融業 補助的金融業 岡山市北区

④ 水ｉｎｇ株式会社　西日本支店 環境・エネルギー 水道業 大阪府

④ 目黒建設株式会社 建設業 総合建設業 倉敷市

④ 西日本メディカルリンク株式会社 卸売業 医療機器卸売 岡山市南区

④ 両備グループ 総合サービス 運輸 / 物流 / 製造 / 小売り / 飲食 / エネルギー / 整備 / 商社 / 建設 / 不動産など 岡山市北区

④ おかやま信用金庫 非製造業 金融業 岡山市北区

 インターンシップマッチングフェア 女子学生対象 13:15 〜 16:45

 ⑤ 13:15 〜 13:45/ ⑥ 14:00 〜 14:30/ ⑦ 14:45 〜 15:15/ ⑧ 15:30 〜 16:00/ ⑨ 16:15 〜 16:45

枠番号 参加企業一覧 産業分野 業種 地域

⑤ 株式会社浜田工務店 製造業 食料品製造 里庄町

⑤ ダブルツリーグループ株式会社ハヤシ 自動車・食品・フィットネス 複合商社 倉敷市

⑤ 岡山日産自動車株式会社 自動車 小売業 岡山市北区

⑤ ANA クラウンプラザホテル岡山 宿泊業 ホテル 岡山市北区

⑤ 株式会社 WORK SMILE LABO 商社 笑顔溢れるワークスタイル創造提案業 岡山市南区

⑤ つばめガス株式会社 商社 小売り業 岡山市南区

⑥ 株式会社オーディーエル 教育・人材 サービス 岡山市北区

⑥ 株式会社日産サティオ岡山 卸売業 小売業 岡山市北区

⑥ サンキ・ウエルビィ株式会社 福祉・介護 介護職 広島県

⑥ 社会福祉法人愛育福祉会 保育・高齢 保育園・地域密着型特別養護老人ホーム 倉敷市

⑥ 株式会社キャリアプランニング サービス業 人材サービス業 岡山市北区

⑥ ライフデザイン・カバヤ株式会社 住宅・不動産・建設 営業・インテリアコーディネーター・設計・事務・施工管理 岡山市北区

⑦ 株式会社天満屋ストア 流通小売 小売業 岡山市北区

⑦ 株式会社ザグザグ 小売業 ドラッグストア 岡山市中区

⑦ 倉敷化工　株式会社 ゴム製品製造業 製造業 倉敷市

⑦ ダイヤ工業株式会社 医療・福祉 製造業 岡山市南区

⑦ 株式会社ライフクリエイト 介護 介護 岡山市北区

⑦ 鶴山運送株式会社 運輸 運送業 津山市

⑧ 株式会社創心會 医療・福祉業界 医療・福祉・介護 倉敷市

⑧ 井倉運輸株式会社 運輸業・サービス業 運輸業・倉庫業・自動車整備業 新見市

⑧ 片山工業株式会社 製造 自動車・輸送機器 井原市

⑧ 岡山市農業協同組合 複合サービス業 農業協同組合 岡山市北区

⑧ 日本生命保険相互会社 金融 保険業 岡山市北区

⑧ 株式会社 仁科百貨店 小売業 飲食料品小売業（スーパーマーケット） 倉敷市

⑨ 株式会社ププレひまわり 医薬品・化粧品小売業 ドラッグストア 広島県

⑨ 株式会社システムズナカシマ IT・通信 ソフトウェア 岡山市北区

⑨ 双葉電機株式会社 卸売業者 商社（日立製品等） 岡山市南区

⑨ 内山工業株式会社 自動車部品 製造業 岡山市中区

参加企業一覧


