
企業番号 参加企業名
業種カテゴリー名
又はコーナー名

A-1 （株）アトムジャパン 食品・飲食関連

A-2 （株）雨風 食品・飲食関連

A-3 石井食品（株） 食品・飲食関連

A-4 （有）ウカンファーマーズファクトリー 食品・飲食関連

A-5 （株）エフピー通販 食品・飲食関連

A-6 大森食品（株） 食品・飲食関連

A-7 岡山県青果物販売（株） 食品・飲食関連

A-8 オノショクマシナリー（株） 食品・飲食関連

A-9 （有）オフコ 食品・飲食関連

A-10 （株）カネソ２２ 食品・飲食関連

A-11 （有）キッチンママフーズ 食品・飲食関連

A-12 倉敷酒販（協） 食品・飲食関連

A-13 倉敷青果荷受組合 食品・飲食関連

A-14 （株）グリーンキュービック 食品・飲食関連

A-15 （株）薫製倶楽部 食品・飲食関連

A-16 （株）広栄堂武田 食品・飲食関連

A-17 （株）甲修園 食品・飲食関連

A-18 （有）河野酢味噌製造工場 食品・飲食関連

A-19 （株）コウリョー 食品・飲食関連

A-20 小林農園（古那志屋） 食品・飲食関連

A-21 （株）古見屋羊羹 食品・飲食関連

A-22 （株）コンダ 食品・飲食関連

A-23 （有）阪本鶏卵 食品・飲食関連

A-24 （株）サンキ商会 食品・飲食関連

A-25 （株）山陽ディナーサービス 食品・飲食関連

A-26 （株）サン・ワールド　（吉祥） 食品・飲食関連

A-27 三和食品（株） 食品・飲食関連

A-28 （株）城忠一商店 食品・飲食関連

A-29 炭火焼肉・どぶろく酒房　力亭 食品・飲食関連

A-30 （有）醍醐桜 食品・飲食関連

A-31 大惣（株） 食品・飲食関連

A-32 鷹取醤油（株） 食品・飲食関連

A-33 （株）武田製玉部 食品・飲食関連

A-34 （株）辻本店 食品・飲食関連

A-35 ＮＰＯ法人てっちりこ 食品・飲食関連
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企業番号 参加企業名
業種カテゴリー名
又はコーナー名

A-36
（有）トータルキッチンプランニング岡山
店名　器はうす

食品・飲食関連

A-37 とら醤油（株） 食品・飲食関連

A-39 （株）なかや宗義 食品・飲食関連

A-40 （株）西本建設 食品・飲食関連

A-41 （株）のだ初 食品・飲食関連

A-42 畠山製菓（株） 食品・飲食関連

A-43 備中開発（株）　ゆめ市場 食品・飲食関連

A-44
社会福祉法人蒜山慶光園
製麺屋　三座

食品・飲食関連

A-45 ヒルゼンミルキー（株） 食品・飲食関連

A-46 ひるぜんワイン（有） 食品・飲食関連

A-47 フェイバリットキッチン　コイキ 食品・飲食関連

A-48 （株）ペブルフードオペレーション 食品・飲食関連

A-49 （有）松下食品 食品・飲食関連

A-50 松野屋食品（株） 食品・飲食関連

A-51 （株）丸友山地商店 食品・飲食関連

A-52 美作そうめん山本 食品・飲食関連

A-53 （有）美和コーポレーション 食品・飲食関連

A-54 （有）安富牧場 食品・飲食関連

A-55 （有）山本製菓 食品・飲食関連

A-56 （有）ゆらくや 食品・飲食関連

A-57 （株）渡辺金物店 食品・飲食関連

B-1 （株）いきいきファーム 農・林・漁業

B-2 （有）国定農産 農・林・漁業

B-3 （株）グローブ 農・林・漁業

B-4
（株）ＪＡＰＡＮ　ＭＡＧＧＯＴ
ＣＯＭＰＡＮＹ

農・林・漁業

B-5
新連携岡山中央卸売市場ネット
合同会社

農・林・漁業

B-6 （有）スコレー 農・林・漁業

B-7 恒次工業（株） 農・林・漁業

B-8
特定非営利活動法人
ドリーム・プラネット

農・林・漁業

B-9 （有）西山林業 農・林・漁業

B-10 （有）備南農産 農・林・漁業

B-11 百業・百楽ネットワーク 農・林・漁業

B-12 （株）ふるさとの会 農・林・漁業

C-1 （株）アーバンテック 建設業

C-2 （株）アイリケン 建設業
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企業番号 参加企業名
業種カテゴリー名
又はコーナー名

C-3 （株）朝日 建設業

C-4 アサヒ通信システム（株） 建設業

C-5 （株）アマキ 建設業

C-6 池田電業（株）　環境事業部 建設業

C-7 （株）石崎工務店 建設業

C-8 （株）イデア 建設業

C-9 （株）ウィズホーム 建設業

C-10 （株）ＳＴＪ 建設業

C-11 （株）オーネスト 建設業

C-12 岡田石材（株） 建設業

C-13 （株）岡山特機商事 建設業

C-14 （有）小坂田建設 建設業

C-15 （株）カサイ工業 建設業

C-16 （株）笠原組 建設業

C-17 協立土建（株） 建設業

C-18 （株）グリーンベルト 建設業

C-19 （株）こやま塗装 建設業

C-20 （株）近藤建設興業 建設業

C-21 （株）彩虹 建設業

C-22 﨑上工業（株） 建設業

C-23 （株）サンオリエント 建設業

C-24 （株）茂山組 建設業

C-25 （有）システムハウスあい 建設業

C-26 昭成建設（株） 建設業

C-27 （株）創建 建設業

C-28 （株）タケイ 建設業

C-29 武和道路（株） 建設業

C-30 寺見建設（株） 建設業

C-31 （株）土井 建設業

C-32 （株）トータルホーム 建設業

C-33 （有）トライバル 建設業

C-34 橋本防水工業（有） 建設業

C-35 （株）美建ビルサービス 建設業

C-36 （有）平尾建築 建設業

C-37 （有）廣安瓦建材 建設業
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企業番号 参加企業名
業種カテゴリー名
又はコーナー名

C-38 （有）福富建設 建設業

C-39 プリード湯谷（株） 建設業

C-40 ブレードテック（株） 建設業

C-41 峰南工業（株） 建設業

C-42 マキテック（株） 建設業

C-43 （株）三浦組 建設業

C-44 （株）ミツボシ 建設業

C-45 （有）御南塗装工業 建設業

C-46 （株）メレック 建設業

C-47 吉田建設（株） 建設業

C-48 （株）離宮庭苑 建設業

D-1 （株）アース産業 機械・電機

D-2 オーニット（株） 機械・電機

D-3 玉島精機（株） 機械・電機

D-4 （有）前田製作所 機械・電機

D-5 （株）森本組 機械・電機

D-6 ユアサシステム機器（株） 機械・電機

D-7 第一東洋（株） 機械・電機

E-1 アロイ工業（株） 金属・金属加工

E-2 安藤商店 金属・金属加工

E-3 （株）Ｅ．Ｇ．Ｔ 金属・金属加工

E-4 （株）栄工プラント 金属・金属加工

E-5 （有）倉敷システムデザイン 金属・金属加工

E-6 倉敷レーザー（株） 金属・金属加工

E-7 （有）近藤鉄工所 金属・金属加工

E-8 （有）貞光工業所 金属・金属加工

E-9 （株）大丸鋲螺製作所　岡山営業所 金属・金属加工

E-10 （有）大雄鐵工所 金属・金属加工

E-11 （株）ニシモト 金属・金属加工

E-12 日光計装（株） 金属・金属加工

E-13 （株）橋本鉄工所 金属・金属加工

E-14 フジモト工業（株） 金属・金属加工

E-15 （有）邦栄製作所 金属・金属加工

E-16 （株）堀田 金属・金属加工

E-17 （有）水島木型製作所 金属・金属加工
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企業番号 参加企業名
業種カテゴリー名
又はコーナー名

E-18 （有）メタルクラフト 金属・金属加工

E-19 吉鐘製作所 金属・金属加工

E-20 （株）ヨシナガファインテック 金属・金属加工

E-21 （株）レーザマックス 金属・金属加工

F-1 （有）ケイ・テクノ 化学製品

F-2 （株）テクノクリーン 化学製品

G-1 ウィーフ　ハリサ 繊維関連

G-2 倉敷スクールタイガー縫製（株） 繊維関連

G-3 （株）サンキョウレース 繊維関連

G-4 （株）サンヨーハット 繊維関連

G-5 スミクラ（株） 繊維関連

G-6 （有）中山産業 繊維関連

G-7 新居田物産（株） 繊維関連

G-8 企業組合帆布舎 繊維関連

G-9 （有）ファイバー 繊維関連

G-10 富士ダルマ（株） 繊維関連

G-11 フジックス 繊維関連

G-12 （有）マルミツアパレル 繊維関連

G-13 横山製網（株） 繊維関連

G-14 （株）ラ・コルセ 繊維関連

G-15 Ｏｎｅ’ｓ 繊維関連

H-1 いわゐ荷札印刷（株） 紙製品

H-2 （株）ＭＥパックス 紙製品

H-3 （株）大江紙器 紙製品

H-4 タケシンパッケージ（株） 紙製品

H-5 日宝綜合製本（株） 紙製品

H-6 備善紙工（株） 紙製品

H-7 びたみん屋 紙製品

H-8 （有）山口紙器 紙製品

I-1 アーク岡山（株） その他製造業

I-2 （株）アカセ木工 その他製造業

I-3 （株）アクレッド その他製造業

I-4 （株）アンテック その他製造業

I-5 いいもの見つけたＳｈｏｐ その他製造業

I-6 （有）板野酒造場 その他製造業
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企業番号 参加企業名
業種カテゴリー名
又はコーナー名

I-7 一本松商事（株） その他製造業

I-8 （株）大島屋 その他製造業

I-9 オーディオマエストロ その他製造業

I-10 （株）落酒造場 その他製造業

I-11 （有）折工房 その他製造業

I-12 （有）学仁舎 その他製造業

I-13 春日木工（株） その他製造業

I-14 （有）角井杭木店 その他製造業

I-15 カネロン工業（株） その他製造業

I-16 （株）岸本鉄工所 その他製造業

I-17
吉備の国クラスター協議会
医療・福祉グループ

その他製造業

I-18 （株）玉華堂 その他製造業

I-19 香本工芸（株） その他製造業

I-20 晃立工業（株） その他製造業

I-21 古林畳店 その他製造業

I-22 （株）佐田建美 その他製造業

I-23 （株）山陽計測 その他製造業

I-24 山陽コンクリート工業（株） その他製造業

I-25 山陽特装工業（有） その他製造業

I-26 山陽レジン工業（株） その他製造業

I-27 （株）シージーアイ その他製造業

I-28 セイワ（株） その他製造業

I-29 セブンベッド（株） その他製造業

I-30 ソレックス（株） その他製造業

I-31 タカシ産業（株） その他製造業

I-32 タケモト産業（株） その他製造業

I-33 立花容器（株） その他製造業

I-34 （株）テオリ その他製造業

I-35 東洋砕石工業（株） その他製造業

I-36 （有）七島屋エンジニアリング その他製造業

I-37 （株）ニッカリ その他製造業

I-38 日本オリーブ（株） その他製造業

I-39 （有）花美工房 その他製造業

I-40 （有）備前焼窯元備前一 その他製造業

I-41 フジタ（株） その他製造業
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企業番号 参加企業名
業種カテゴリー名
又はコーナー名

I-42 （有）フリーボックス その他製造業

I-43 ペガサスキャンドル（株） その他製造業

I-44 （株）ポップ・アイ その他製造業

I-45 真庭バイオマテリアル（有） その他製造業

I-46 丸本酒造（株） その他製造業

I-47 三宅製簾（株） その他製造業

I-48 （株）山﨑 その他製造業

I-49 （株）ユニバーサルテクノロジーズ その他製造業

I-50 ランデス（株） その他製造業

I-51 ロスコ（株） その他製造業

I-52 （有）渡辺工作所 その他製造業

J-1 （株）アイシステム 印刷・デザイン

J-2 （株）インパム 印刷・デザイン

J-3 （有）エヌ・ファクトリー 印刷・デザイン

J-4 （有）オプト 印刷・デザイン

J-5 （株）北四国グラビア印刷 印刷・デザイン

J-6 ササベ印刷（株） 印刷・デザイン

J-7 三和工業（株） 印刷・デザイン

J-8 （株）正文社印刷所 印刷・デザイン

J-9 （有）タニイコーポレーション 印刷・デザイン

J-10 （株）玉島活版所 印刷・デザイン

J-11 Ｄ－ＧＲＯＵＮＤ 印刷・デザイン

J-12 友野印刷（株） 印刷・デザイン

J-13 （株）トリノス 印刷・デザイン

J-14 （株）中野コロタイプ 印刷・デザイン

J-15 （株）二鶴堂 印刷・デザイン

J-16 （有）ニチエーシール 印刷・デザイン

J-17 （株）ビーツー 印刷・デザイン

J-18
Food & Life Direction、
Food Coordinate　Ａｉｒ．＋

印刷・デザイン

J-19 （株）みつ印刷 印刷・デザイン

J-20 （有）メディアアート藤原 印刷・デザイン

K-1 （株）アーツ情報システム ＰＣ・情報処理

K-2 アイピーシステム（株） ＰＣ・情報処理

K-3 アスクラボ（株） ＰＣ・情報処理

K-4 （株）アリオンシステム ＰＣ・情報処理
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企業番号 参加企業名
業種カテゴリー名
又はコーナー名

K-5 （有）インサイフォス ＰＣ・情報処理

K-6 エムアンドシーシステム（株） ＰＣ・情報処理

K-7 （株）オーユーシステム ＰＣ・情報処理

K-8 （株）キャップインフォ ＰＣ・情報処理

K-9 （株）キャリースルー ＰＣ・情報処理

K-10 （株）クレイド ＰＣ・情報処理

K-11 （株）クレオフーガ ＰＣ・情報処理

K-12
（株）ケイエフエス
（通称）インターネット倉敷

ＰＣ・情報処理

K-13 （株）コスモ情報システム ＰＣ・情報処理

K-14 三和マッチ（株） ＰＣ・情報処理

K-15 システムプロダクト（株） ＰＣ・情報処理

K-16 （株）チロロネット ＰＣ・情報処理

K-17 （株）トータルデザインセンター ＰＣ・情報処理

K-18 （株）トスコ ＰＣ・情報処理

K-19 （株）日本情報管理システム ＰＣ・情報処理

K-20 ネットリンクス（株） ＰＣ・情報処理

K-21 美工社デジタルクリエイツ（株） ＰＣ・情報処理

K-22 （株）ヤマダ ＰＣ・情報処理

K-23 （株）ユーコム ＰＣ・情報処理

K-24 （株）ＲＥＬＡＴＩＯＮ ＰＣ・情報処理

K-25 （資）　わらべごころ ＰＣ・情報処理

L-1 岡山流通（株） 運輸

L-2 倉敷タクシー（株） 運輸

L-3 （有）津島栄光運送 運輸

L-4 （株）ティーツー物流　岡山支店 運輸

L-5 ヒカリ産業（株） 運輸

M-1 （株）アイ・エス・ティ その他サービス

M-2 （株）あいたいよう その他サービス

M-3 アクト設備（株） その他サービス

M-4 （株）アシスト不動産 その他サービス

M-5 飛鳥グループ（協） その他サービス

M-6 社会福祉法人あすなろ福祉会 その他サービス

M-7 吾妻技研有限責任事業組合 その他サービス

M-8 アトリエ・ＰＵＣＨＩ その他サービス

M-9 （株）アルマ経営研究所 その他サービス
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企業番号 参加企業名
業種カテゴリー名
又はコーナー名

M-10 （株）岩井工業所　環境事業部 その他サービス

M-11 （株）ウェイブ その他サービス

M-12 （株）エコシステム その他サービス

M-13 エコ・ロジ　ネットワーク その他サービス

M-14 （株）オークシード その他サービス

M-15 （有）オオワダ(レンタルのオオワダ) その他サービス

M-16 岡山科学技術専門学校 その他サービス

M-17
（財）岡山市勤労者福祉
サービスセンター

その他サービス

M-18 （有）岡山ジョビアル その他サービス

M-19 （株）岡山増販情報センター その他サービス

M-20 岡山中小企業育成協会 その他サービス

M-21 岡山発明研究会 その他サービス

M-22 （有）カモサキ電業 その他サービス

M-23 （資）キシモト その他サービス

M-24  （株）ＣＡＰコンサルティンググループ その他サービス

M-25 （株）敬愛 その他サービス

M-26 （株）ＫiＴマネジメント その他サービス

M-27 （株）サンキョウ-エンビックス その他サービス

M-28 山陽設計工業（株） その他サービス

M-29 （株）山陽放送サービス その他サービス

M-30 （株）Ｃ・Ｒコーポレーション その他サービス

M-31 ＪＦＥテクノリサーチ（株） その他サービス

M-32 （有）スタンバード その他サービス

M-33 ステンドグラス工房Ｍｉｎｅｒｖａ その他サービス

M-34 （有）ストロベリー・フィールズ その他サービス

M-35 （株）全観トラベルネットワーク その他サービス

M-36 （有）センダ その他サービス

M-37 （財）操風会　岡山旭東病院 その他サービス

M-38 社会福祉法人津山みのり学園 その他サービス

M-39 TSKエンジニアリング（株） その他サービス

M-40 （株）東洋リース その他サービス

M-41 （株）トータルクリーンサービス その他サービス

M-42 （株）ハートバード その他サービス

M-43 （株）濱田 その他サービス

M-44 （有）ビー・アール・シー その他サービス
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M-45 （有）ヒラマツ・プロダクト その他サービス

M-46 （株）フューチャーズライン その他サービス

M-47 フレックスポート その他サービス

M-48 （株）本荘興産 その他サービス

M-49
薪ストーブショップ　ＳｏｌｌｙＳ
（ソールルース）

その他サービス

M-50 真庭市産業サポートセンター その他サービス

M-51 丸川誠一税理士事務所 その他サービス

M-52 （株）ミズケイ その他サービス

M-53 （株）ミムラ ジオックス その他サービス

M-54 特定非営利活動法人メンターネット その他サービス

M-55 （株）大和エス・イー・シー その他サービス

M-56 （株）ｕｎｉｔａ設計室 その他サービス

M-57 （株）レッツコーポレーション その他サービス

N-1 （有）愛花夢 卸・小売業

N-2 （株）アイリー 卸・小売業

N-3 あかりシステム（株） 卸・小売業

N-4 （株）浅原材木店 卸・小売業

N-5 あっとくれーん（株） 卸・小売業

N-6 一ノ瀬繊維（有） 卸・小売業

N-7 （株）イマイ 卸・小売業

N-8 （株）ｗｉｔｈ ｓｉｅ 卸・小売業

N-9 小野カレンダー（株） 卸・小売業

N-10 カツマル醤油醸造（株） 卸・小売業

N-11 カラテック（株） 卸・小売業

N-12 ギフトショップ太陽社 卸・小売業

N-13 共栄商工（株） 卸・小売業

N-14 倉敷木材（株） 卸・小売業

N-15 クリア食健（株） 卸・小売業

N-16 光伸電器 卸・小売業

N-17 ココティエ 卸・小売業

N-18 （有）サカテ 卸・小売業

N-19 （株）サブリス・インターナショナル 卸・小売業

N-20 （有）三香堂 卸・小売業

N-21 三盛物産（株） 卸・小売業

N-22 （株）山陽メディアサプライズ 卸・小売業
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N-23 （株）シー・エス・エス 卸・小売業

N-24 （株）ＪＣＳ 卸・小売業

N-25 鈴木鮮魚（有） 卸・小売業

N-26 （株）製紙原料佐藤商店 卸・小売業

N-27 （株）セキサン 卸・小売業

N-28 （株）セルテック 卸・小売業

N-29 先進（有） 卸・小売業

N-30 （株）全備 卸・小売業

N-31 （株）大幸商会 卸・小売業

N-32 （株）タカハシカメラ　海外事業部 卸・小売業

N-33 タセトペイント（有） 卸・小売業

N-34 （有）タナカ 卸・小売業

N-35 玉島魚市場（有） 卸・小売業

N-36 （株）地球屋 卸・小売業

N-37 （株）チヂキ 卸・小売業

N-38 （有）厨房館 卸・小売業

N-39 （有）辻建材 卸・小売業

N-40
（有）ティー・ケー・シー
コーポレーション

卸・小売業

N-41 富田産業（株） 卸・小売業

N-42 （株）ナリケンテクノ 卸・小売業

N-43 （株）ニシキ 卸・小売業

N-44 （株）西日本事務機 卸・小売業

N-45 日本医療研究（株） 卸・小売業

N-46 （株）原宗一郎商店 卸・小売業

N-47 （有）ばんこく珈琲 卸・小売業

N-48 ビーワン華奨 卸・小売業

N-49 （有）備州窯 卸・小売業

N-50 備前焼後楽窯　瀬戸内産業（株） 卸・小売業

N-51 （有）ヒロシゲ文庫 卸・小売業

N-52 （有）プラス・ワン 卸・小売業

N-53 フラワーボックス絵庫 卸・小売業

N-54 （有）古谷工務店　えねらぼ 卸・小売業

N-55 （有）真夢工房 卸・小売業

N-56 （株）マルキューフーズ 卸・小売業

N-57
ワールドトレーディングサービス
＆Ｃｏ

卸・小売業
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O-1 岡山大学
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-2 岡山県立大学
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-3 岡山商科大学
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-4 岡山理科大学
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-5 吉備国際大学
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-6 くらしき作陽大学
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-7 倉敷芸術科学大学
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-8  就実大学就実短期大学
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-9 中国職業能力開発大学校
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-10 鳥取大学
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

O-11  美作大学美作大学短期大学部
アカデミックインター
ミディエイトコーナー

P-1
LLPインキュベーションセンター
岡山ニテラス

インキュベーション
コーナー

P-2 岡山クリエイティブセンター
インキュベーション
コーナー

P-3
岡山リサーチパーク・
インキュベーションセンター（ＯＲＩＣ）

インキュベーション
コーナー

P-4
倉敷市くらしきベンチャー
オフィス（ＫＶＯ）

インキュベーション
コーナー

P-5
児島デザイナーズ
インキュベーション（ＫＤＩ）

インキュベーション
コーナー

P-6
（独）中小企業基盤整備
機構中国支部　岡山大インキュベータ

インキュベーション
コーナー

P-7
ビジネス・インキュベーター
岡山(ＢＩＯ)

インキュベーション
コーナー

Q-1 岡山県工業技術センター
オフィシャルサービス
コーナー

Q-2 （財）岡山県産業振興財団　
オフィシャルサービス
コーナー

Q-3
（財）岡山県産業振興財団
知的財産支援課　岡山ＴＬＯ

オフィシャルサービス
コーナー

Q-4 岡山県商工会連合会
オフィシャルサービス
コーナー

Q-5 岡山県信用保証協会
オフィシャルサービス
コーナー

Q-6
岡山県知財総合支援センター
（知財総合支援窓口）

オフィシャルサービス
コーナー

Q-7 岡山県中小企業団体中央会
オフィシャルサービス
コーナー

Q-8 岡山商工会議所
オフィシャルサービス
コーナー

Q-9
（独）雇用・能力開発機構岡山センター
（岡山職業能力開発促進センター）

オフィシャルサービス
コーナー

Q-10
（独）中小企業基盤整備機構
中国支部

オフィシャルサービス
コーナー

Q-11
（社）中小企業診断協会
岡山県支部

オフィシャルサービス
コーナー

Q-12
(社)岡山県発明協会
（岡山県知的所有権センター）

オフィシャルサービス
コーナー

R-1
岡山商科大学
 (キャリアセンタ－課)

ジョブアレンジメント
コーナー

R-2
岡山理科大学
（キャリアセンタ－)

ジョブアレンジメント
コーナー

R-3
吉備国際大学
（キャリアサポートセンター）

ジョブアレンジメント
コーナー

R-4 （株）キャリアプランニング
ジョブアレンジメント
コーナー

R-5 倉敷芸術科学大学
ジョブアレンジメント
コーナー
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R-6
くらしき作陽大学・作陽音楽短期大学
（キャリアサポートセンター）

ジョブアレンジメント
コーナー

R-7
（株）クリエアナブキ
岡山支店

ジョブアレンジメント
コーナー

R-8
（財）産業雇用安定センター
岡山事務所

ジョブアレンジメント
コーナー

R-9
 (株）シーズ　/
岡山就職情報センター（Ｒ）

ジョブアレンジメント
コーナー

R-10
就実大学・就実短期大学
（キャリアセンター）

ジョブアレンジメント
コーナー

R-11
中国職業能力開発大学校
（学務課）

ジョブアレンジメント
コーナー

R-12
美作大学・美作大学短期大学部
（就職支援室）

ジョブアレンジメント
コーナー

S-1 岡山県中小企業家同友会
ビジネスバックアップ
コーナー

S-2 信金キャピタル(株)
ビジネスバックアップ
コーナー

S-3 ＴＫＣ中国会　岡山県支部
ビジネスバックアップ
コーナー

T-1
信金中央金庫　信金業務支援部
海外業務支援センター

海外取引相談窓口

T-2
大連市駐日本経済貿易事務所
大阪代表処

海外取引相談窓口

T-3
日本貿易振興機構(ジェトロ)
岡山貿易情報センター

海外取引相談窓口

T-4 香港貿易発展局 海外取引相談窓口

U-1
（財）日本中小企業福祉事業財団
（略称/日本フルハップ）

協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-2 （株）ベンチャー・リンク
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-3 （株）沖電気カスタマアドテック
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-4 オリックス（株）
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-5 （株）クマヒラ
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-6 グローリー（株）
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-7 ＪＴＢ中国四国岡山支店
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-8 セコム（株）
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-9 綜合警備保障（株）
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-10 （株）タナベ経営
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

U-11 （株）ＭＡＰ経営
協賛機関・企業
（相談ブース有り）

V-1 岡山全日空ホテル（（株）レイ） バイヤーコーナー

V-2 （株）ぐるなび バイヤーコーナー

V-3 （株）ジェイアール西日本伊勢丹 バイヤーコーナー

V-4 （株）ＪＲ東日本リテールネット バイヤーコーナー

V-5 シンプロメンテ（株） バイヤーコーナー

V-6 （株）ダイエースペースクリエイト バイヤーコーナー

V-7 大和ハウス工業（株）　岡山支店 バイヤーコーナー

V-8 （株）髙山（岡山支店） バイヤーコーナー

V-9 （株）天満屋 バイヤーコーナー

V-10 （株）ドン･キホーテ バイヤーコーナー
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V-11 （株）ナイカイアーキット バイヤーコーナー

V-12 （株）ナンバ バイヤーコーナー

V-13 （株）仁科百貨店 バイヤーコーナー

V-14
西日本高速道路ロジスティックス（株）
広島営業所

バイヤーコーナー

V-15 （株）日旅産業 バイヤーコーナー

V-16 （株）ポプラ バイヤーコーナー

V-17 （株）リックコーポレーション バイヤーコーナー
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