
”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．１

企業名

所在地

ホームページアドレス

1 日本セラミック（株） 技術職（電気系） 大学、高専 ３人 鳥取市

鳥取市広岡１７６－１７ 広報・ＩＲ 大学 １人

http://www.nicera.co.jp
技術職（電気系・機
械系・物質科学系）

１０人

海外営業 １人

品質管理 ２人

購買管理 １人

経営企画 １人

経理 １人

2 (株)ＬＡＳＳＩＣ
webシステム
エンジニア

一般 ６人 鳥取市

鳥取市若葉台南７－５－１
　鳥取県産業振興機構内

総合職
(コンサル・プログラマー)

大学、短大、専修
高専

７人

http://www.lassic.co.jp
JAVA,PHP,Ruby,Perl
プログラマー

一般 ６人

☆
ｽﾏｰﾄﾃﾞﾊﾞｲｽｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝ開発

４人

3 鳥取西菱電機（株） 電子機器の開発設計 一般 ２人 鳥取市

鳥取市東品治町１０２　鳥取駅前ビル 大学 ２人

http://www.tottori.seiryodenki.co.jp/

4 西谷技術コンサルタント（株） 土木設計 一般 １人 倉吉市、鳥取市

倉吉市八屋３５４－１ 大学 ２人

http://www.nishi-tc.co.jp 測量 一般 １人

大学 １人

地質調査 大学 １人 倉吉市、鳥取市

5 日本トレーディングシステム（株） システム関連業務 技術兼営業 １人 鳥取市

鳥取市南栄町６０－１３

大学、短大、専修
高専

セラミックセンサ、フェライ
ト、トランスの開発・製造・
販売
上記製品群応用モジュー
ルの開発・製造・販売 一般

ＩＴ＆コンサルティング
事業、ライフサイエンス
事業

ソフトウェア設計・電
子回路設計

測量・建設コンサルタン
ト・地質調査・補償コンサ
ルタント

倉吉市、鳥取市
米子市

とっとり就職フェア２０１５（１２月）参加企業一覧

鳥　取　会　場 １２月２日（水）

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数 勤務地



”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．２

企業名

所在地

ホームページアドレス

6 サイトウコンサルタント（株） 設計 一般 １人 鳥取市

鳥取市千代水２－１２１－２ 大学 １人

http://saitocon.jp 地質調査 一般 １人

大学 １人

環境調査 一般 １人

大学 １人

補償調査 一般 １人

大学 １人

測量 一般 １人

☆ 大学 １人

7 吉田建設（株） 建設業 一般 １人 鳥取市

鳥取市国府町広西２２６ ２人

☆ http://www.yoshida-home.jp/

8 シンワ技研コンサルタント（株） 建設コンサルタント業 測量 １人 米子市

米子市道笑町４－６７－４ 土木設計 １人

☆ http://www.shinwa-giken.co.jp

9 （株）正光 鉄骨製作管理 大学 １人 鳥取市

鳥取市湖山町東２－２２２

http://www.masamiz.com

10 鳥取三菱自動車販売（株）
カーライフアドバイザー
（営業職）

大学、短大、専修 ２人 鳥取市、倉吉市

鳥取市松並町２－３１７ 短大、専修 ２人

http://www.tottori-mitsubishi-
motor-sales.com/

11 （株）原田建設 一級建築士事務所・建築業 
一級建築士事務所・施
工管理見習い

２人 鳥取市

鳥取市数津６２－２ ２人

http://www.haraken.com

12 （株）山陰ビデオシステム 映像制作業  技術・制作 一般 ２人 米子市

米子市新開２－１－７

☆ http://www.s-video.co.jp

13
（株）サテライトコミュニケーションズ
　ネットワーク

一般 ２人 米子市

米子市新開２－１－７

☆ http://www.sc-net.ne.jp

大学、短大、専修
高専

施工管理見習い
（土木）

情報サービス業（主に
CATV向け緊急情報・地
域情報配信）、広告代理
業

システムエンジニア
又はプログラマー

測量、設計、地質調査、
補償業務、GIS、環境
計量

技術職員
（土木・建築）

大学、短大、専修
高専

大学、短大、専修
高専

総合建設業、鋼構造物工
事業

自動車の販売・修理、各
種カーライフサービスの
提供 サービスアドバイザー

（自動車整備職）

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数 勤務地



”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．３

企業名

所在地
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14 （株）鳥取スター電機 技術開発、設計 一般 ２人 鳥取市

鳥取市南吉方２－２０ 大学、短大 ５人

http://tottoristar.co.jp 実装設備メンテナンス 一般 ４人

製造業務 ４人

15
（株）テクノプロ
　テクノプロＩＴ社　岡山支店

ソフトウェア業 技術職 ３人 鳥取市、米子市

岡山県岡山市北区野田屋町１－１－１５
　岡山桃太郎大通りビル4Ｆ

営業職 １人

http://www.technopro.com/it/

16 ケイビーシー（株） 製造業 品質管理 １人

鳥取市里仁５２－２ 生産技術 １人

製造 一般 １人

大学、短大、専修
高専

１人

配送及びその他業務 一般 １人

17 （株）栗山組 土木工事業 土木施工管理技術者 一般 ３人 鳥取市

鳥取市古海７１４ ３人

http://www.kuriyamagumi.com/

18 （株）寺方工作所 製造技術 大学、短大、高専 ３人 北栄町

東伯郡北栄町田井１７５

☆ http://www.terakata.jp

19 （株）ＳＩエージェンシー　鳥取支店 一般 ２人 鳥取市

鳥取市若葉台南７－５－１
　鳥取県産業振興機構内

１人

http://www.si-agency.co.jp

20 （株）ちむら 煉製品製造販売 大学 １人 鳥取市

鳥取市河原町布袋５５６

http://www.toufuchikuwa.com

21 （株）ソフィア ソフトウェア開発 ２～３人

鳥取市千代水２－６９

http://www.sophia-inc.co.jp/

22 （有）プロテクト 土木工事管理者補助 大学、高専 １人 鳥取市

鳥取市桂木７４６

http://www.protect-t.co.jp

鳥取市、岡山県津
山市、京都府京都
市、東京都港区

法面保護工事業、一般土
木業、不動産業

システム開発（スマホアプ
リ開発、ＷＥＢシステム開
発、業務アプリ開発）

プログラマ
システムエンジニア

大学、短大、専修
高専

品質管理、製造計画
製造管理、商品管理

技術職
(システムエンジニ
ア・プログラマー)

大学、短大、専修
高専

勤務地

電気機械器具の製造及
び設計

大学、短大、専修
高専

大学、短大、専修
高専

大学、短大、専修
高専

精密プレス金型設計、精
密プレス加工

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数

欠席 （求人無効）

http://www.technopro.com/it/
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23 （株）ティーネットジャパン 建設コンサルタント 土木施工管理技術者 一般 ３人 鳥取市、米子市

岡山県岡山市北区駅前町
　２－５－２４

土木設計技術者 ３人

http://www.tn-japan.co.jp 土木積算技術者 ３人

24 （株）ワールドインテック　鳥取営業所 派遣業 製造職 一般 ２人 鳥取市

鳥取市南吉方１－１１４－３
　エステートビル２　２階５号

機械オペレーター ２人 倉吉市

http://www.witc.co.jp

25 （株）鳥取県情報センター システムエンジニア 一般 ２人 鳥取市

鳥取市寺町５０　ＮＴＴ寺町ビル６Ｆ ２人

☆ http://www.tori-info.co.jp

26 （株）イナテック 機械オペレーター 一般 １０人 鳥取市

愛知県西尾市鳥羽町大入２０－１ 機械保全スタッフ ３人

http://www.inatec-corp.com 検査スタッフ ３人

製造監督者候補 ４人

管理課長候補 １人

経理スタッフ １人

人事総務スタッフ １人

工務スタッフ ２人

製造技術 １人

27 シティコンピュータ（株） プログラマ（社内ＳＥ） 一般 １人

鳥取市千代水１－１００
　アイシン千代水ビル１０Ｆ

大学、短大、専修
高専

２人

http://www.cck.jp 営業 一般 １人

大学、短大、専修
高専

２人

作業事務
大学、短大、専修
高専

２人

28 （株）ササヤマ 金属精密金型設計・製作 金型設計技術職 一般 ３人 鳥取市

鳥取市千代水４－３６
大学、短大、専修
高専

５人

http://www.sasayama-
company.co.jp/

機械加工職 一般 ２人

大学、短大、専修
高専

２人

組立て・プレス職 一般 ２人

大学、短大、専修
高専

２人

29 （株）クラフトライブ システムエンジニア 一般 ２人 鳥取市、東京都

東京都大田区南蒲田１－２２－４ １人

http://www.craftribe.jp/

情報システムの導入支
援・設計・開発・運用管
理、ネットワークシステム
の設計、運用管理

大学、短大、専修
高専

自動車トランスミッション
専門部品の製造、各種試
作品の製造

データエントリー、スキャ
ニングサービス

鳥取県、大阪府
東京都、静岡県

東京と鳥取の拠点でカー
ナビゲーションや複合機
などの組込系ソフトウェア
を開発

大学、短大、専修
高専

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数 勤務地



”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．５
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所在地
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30 日本海ケーブルネットワーク（株） 通信技術職 一般 １人 鳥取市、倉吉市

鳥取市富安２－１３７

http://www.ncn-catv.ne.jp

31 （株）日化技研 建設コンサルタント 設計技術者 ２人 鳥取市

鳥取市東今在家１１０－４

http://www.t-nikka.co.jp/

32 （有）フジイ総合設計事務所 建築設計、監理業務 設計士 大学 １人 倉吉市

倉吉市東巌城町１４３

33 アカデミアシステムズ（株） ソフトウェア開発 大学 ３人 鳥取市

鳥取市寺町５０　ＮＴＴ寺町ビル

http://www.akademia.co.jp

34 （株）鳥取メカシステム 製造業 機械技術者 一般 ３人 鳥取市

鳥取市若葉台南７－１－３１
設計技術者
（メカ設計）

３人

http://www.torimeka.jp 設計技術者（電気） ３人

35 社会福祉法人　日南福祉会 介護員 一般 ５人 日南町

日野郡日南町下石見２３１５
大学、短大、専修
高専

１０人

http://care-net.biz/31/f-nichinan/ 看護師 一般 ３人

大学、短大、専修
高専

３人

36 （株）丸信商事 遊技業、保育事業 店舗運営スタッフ 一般 ４人 鳥取市、倉吉市

鳥取市千代水４－１８　丸信ビル４F
大学、短大、専修
高専

２人

http://www.malushin.com 保育士 一般 ３人 鳥取市

大学、短大、専修
高専

５人

看護師又は准看護師 一般 １人

大学、短大、専修
高専

１人

37 サンヨーグループ（ＵＦＯ）  （株）セツ アミューズメント ホール運営管理 １０人

鳥取市商栄町２５１－８

http://www.sanyo.gr.jp/

38 学校法人　中央高等学園専修学校 教育支援業 専修学校教師 一般 １人 北栄町

東伯郡北栄町由良宿８１８－８

☆ http://sakajuku.jp/

大学、短大、専修
高専

ソフトウェア開発、ＳＥ
（システムエンジニア）

高齢者他の介護サービス
に関する事業

大学、短大、専修
高専

鳥取市、倉吉市
米子市　他

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数 勤務地

デジタル放送配信、デジタ
ルコミュニティチャンネル、
電気通信関連事業



”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．６

企業名

所在地

ホームページアドレス

39 （株）アイネットサポート鳥取 コールセンター 電話対応スタッフ ５人 鳥取市

鳥取市千代水２－３５
　八幡東栄ビル4F

40 （株）サンマート 総合職 一般 ５人

鳥取市湖山町東２－１３３ 大学、短大、専修 ５人

http://www.sunmart.co.jp

41 （株）ホテルセントパレス倉吉 ホテル業 総合職 ３人 倉吉市

倉吉市上井町１－９－２

http://www.stpalace.jp

42 （株）コメリ ホームセンター事業 総合職 大学 ２０人 中国・四国ブロック

新潟県新潟市南区清水４５０１－１ 短大、専修、高専 １０人

http://komeri-recruit.jp/

43 医療法人　至誠会 医療業 介護職 一般 ２人 倉吉市

倉吉市東昭和町１５８ 大学、短大、専修 ２人

介護支援専門員 一般 ２人

44 社会福祉法人　親誠会 社会福祉事業 介護職 一般 ６人 倉吉市、鳥取市

倉吉市東昭和町１５８ 大学、短大、専修 ２人

看護師・准看護師 一般 １人 鳥取市

施設ケアマネ １人 倉吉市

45 JPツーウェイコンタクト（株） テレマーケティング事業 電話対応対スタッフ 一般 ５人 鳥取市

鳥取市若葉台南５－１７－１

http://www.twoway-system.co.jp/

46 （株）ブランドオフ 接客販売 一般 １人 日吉津村

石川県金沢市新神田２－５－１７ ２人 鳥取市、日吉津村

http://www.brandoff.co.jp

47 （株）ＰＬＡＮＴ 店舗管理職候補 ４０人 境港市

福井県坂井市坂井町下新庄
　１５－８－１

http://www.plant-cp.jp

48 社会福祉法人　れしーぶ 介護事業 事務職 大学 １人 八頭町

八頭郡八頭町宮谷２４０－１５ 介護員 一般 ６人

スーパーセンターを中心
業態とする各種小売業

大学、短大、専修
高専

大学、短大、専修
高専

小売業
（スーパーマーケット）

鳥取市、八頭郡
岩美郡

大学、短大、専修
高専

海外ブランドのバッグ・時
計・宝石・貴金属等の小
売、買取 大学、短大、専修

高専

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数 勤務地



”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．７

企業名

所在地

ホームページアドレス

49
マルイグループ
　（（株）マルイ・（株）エスマート）

畜産・水産・青果・レ
ジの各部門

一般 ３人

岡山県津山市二宮７１ 総合職
大学、短大、専修
高専

３人

http://www.maruilife.co.jp/

50
医療と福祉の郷　はまゆう
医療法人・社会福祉法人　賛幸会

医療・介護 介護職 一般 ８人 鳥取市

鳥取市野寺６２－１ 大学、短大、専修 ５人

http://www.hamayu.or.jp/ 看護職 一般 ５人

大学、短大、専修 ２人

総合職 一般 ２人

大学 ２人

管理栄養士・栄養士 一般 ２人

大学、短大 １人

医療事務 大学、短大、専修 １人

リハビリスタッフ ２人

51 （株）三栄　（ジャンボグループ） 営業職（ホールスタッフ） 一般 ５人 鳥取市、米子市

松江市東出雲町出雲郷７４７－６ 営業職（店舗運営等） １０人
鳥取市、米子市
松江市、出雲市

http://www.sanei-jumbo.com/ 事務職（総務人事） ２人 松江市

52 社会福祉法人　鳥取県厚生事業団 支援・介護職 一般 １０人

鳥取市伏野２２５９－４３
大学、短大、専修
高専

７人

http://www.tottori-kousei.jp/
理学療法士又は作
業療法士

一般 １人 鳥取市、倉吉市

53 （株）フレックス モスバーガー、餃子の王将 店舗スタッフ 一般 ２人

鳥取市湖山町北１－４５４－５ ２人

http://www.flex1980.co.jp

54 （株）ジャヴァコーポレーション 婦人服の販売スタッフ 大学、短大、専修 １人 鳥取市

兵庫県神戸市中央区港島中町
　６－８－２

http://www.java-
corporation.co.jp/company/

55 （株）ベルパークネクスト ドコモショップ運営 ドコモショップスタッフ 一般 ３人 鳥取市、松江市

東京都千代田区平河町１－４－１２
　三信平河町ビル９Ｆ

http://www.bpnext.co.jp

56 はっとり珈琲（株） 喫茶店経営 店舗スタッフ 大学、短大、専修 ２人 鳥取市、米子市

松江市西川津町４００３

http://www.hattori-coffee.co.jp

鳥取市、倉吉市
琴浦町

大学、短大、専修
高専

婦人服、服飾雑貨の企
画・卸・販売

勤務地

食品スーパーマーケット
事業

鳥取市、米子市、
倉吉市、岡山県津
山市、岡山市

アミューズメント業（パチ
ンコホール運営）、ソーラ
ー事業、ゴルフ用品販売 大学、短大、専修

高専

社会福祉事業（主に障が
い者施設、高齢者施設の
経営)

鳥取市、倉吉市
米子市、湯梨浜町
南部町

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数



”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．８

企業名

所在地

ホームページアドレス

57 ＡＬＳＯＫ山陰（株） 警備職
大学、短大、専修
高専

３人
鳥取市、米子市
松江市、出雲市

松江市朝日町４７７－１７ 技術職 大学、高専 ２人
鳥取市、松江市
出雲市、浜田市

http://www.alsok-sanin.alsok.co.jp 機械警備隊員 一般 ２人 米子市、鳥取市

58 医療法人社団　日翔会 介護福祉事業 介護総合職 大学 ５人

日野郡日野町根雨７３０ 短大 ５人

http://www.nissyoukai.com/ 専修 ５人

介護相談員職 大学 ５人

短大 ５人

☆ 専修 ５人

59 ネッツトヨタ鳥取（株） 卸小売 営業職 大学 ３人

米子市吉岡１０５－３ サービススタッフ 短大 ３人

☆ http://www.netz-tottori.jp

60 日ノ丸産業（株） 卸小売業 総合職 ４人

鳥取市今町２－２６２

☆ http://www.hinomaru-sangyo.co.jp/

61 鳥取日産自動車販売（株） 自動車小売業 ４人

米子市車尾２－１６－１８

☆ http://www.tottori-nissan.co.jp

62 （株）ダイマツ 生産 大学、短大 １～２人 米子市

米子市旗ヶ崎２０２６ 営業 １～２人 米子市、大阪府

http://www.daimatsu-net.com

63 鳥取トヨペット（株） 自動車の販売、修理 営業スタッフ 大学、短大 ３人

鳥取市安長８５０

http://toyota-dealers.jp/16101

64 （株）モリックスジャパン システム営業員 一般 １人 鳥取市

鳥取市商栄町２０３－６ 大学、短大、専修 １人

http://www.morrix.co.jp システムサポート職 大学、短大、専修 １人

お魚惣菜など、お魚の加
工品を中心とした氷温食
品の開発、製造、販売

鳥取市、倉吉市
米子市、琴浦町

システム機器、オフィス
家具、文具事務用品等
販売、保守メンテ

機械警備、常駐警備、警
備輸送、綜合管理（消防
設備点検、ＡＥＤの販売を
含む）

米子市、倉吉市
日野町

米子市、倉吉市
境港市、鳥取市

大学、短大、専修
高専

鳥取市、倉吉市
米子市、松江市
兵庫県養父市

カーライフ
アドバイザー

大学、短大、専修
高専

鳥取県内東部、西
部の拠点

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数 勤務地

取消



”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．９

企業名

所在地

ホームページアドレス

65 （株）ホンダカーズ鳥取 自動車販売 営業職 一般 ５人

鳥取市千代水３－１２ 大学 ６人

http://www.hondacars-tottori.co.jp サービス職（整備士） 一般 ３人

専修、高専 ３人

事務職 一般 ３人 鳥取市、倉吉市

大学 ２人

66 東亜青果（株） 卸売業 総合職 ２人 米子市

米子市米原９－３－２０

☆ http://www.toa-s.co.jp

67 鳥取ダイハツ販売（株） 自動車販売整備 営業職 一般 １人 鳥取市

米子市車尾３－３－４６ 大学 ３人 鳥取県内

☆ http://dd.daihatsu.co.jp/tottoriD

68 （株）因州屋 書道用紙　卸・小売 営業 １人 鳥取市

鳥取市商栄町１５５

69 （株）スズキ自販鳥取 自動車販売・整備 営業 大学、短大、専修 ２人

鳥取市丸山町２６６－８ 整備 専修 ３人

http://sj-tottori.jp/

70 （株）ＪＣＢエクセ 一般職 大学 ２人 鳥取市

鳥取市若葉台北６－１－１ 短大 ２人

http://www.jcbcorporate.com/corp/
date_eqse.html

総合職（経理） 一般 １人

71 トヨタカローラ鳥取（株） 営業職 一般 １人 米子市、鳥取市

米子市東福原２－１９－５８ 大学 ３人

☆ http://tottori.toyota-dealers.jp

72 企業警備保障（株） 警備業 総合職 ３人

松江市雑賀町２４７

http://www.kigyokeibi.jp

73 鳥取トヨタ自動車（株） 自動車販売及び整備 営業スタッフ 一般 ２人

鳥取市天神町３ ３人

http://toyota-dealers.jp/06101

大学、短大、専修
高専

鳥取市、米子市
松江市

鳥取市、倉吉市、
米子市

大学、短大、専修
高専

鳥取市、倉吉市
米子市

大学、短大、専修
高専

大学、短大、専修
高専

鳥取市、倉吉市
東伯郡、米子市

クレジットカード事業を中
心としたバックオフィス業
務の受託

自動車（新車・中古車）の
販売並びに修理

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数 勤務地



”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．１０

企業名

所在地

ホームページアドレス

74 （株）Ｓ＆Ｓ　（サンシングループ） 販売業務 一般 ２人 鳥取市

香川県高松市塩上町３－４－５ 総合職（企画営業） ２人

☆

75 中央建設（株）　（ニコニコ住宅） 営業 ２人

出雲市塩冶善行町１０－１ 現場監督 ２人

☆ http://www.ckg.jp

76 郡家コンクリート工業（株） 総合職 大学 ２人 八頭町

八頭郡八頭町山上３６３－１７ 営業事務 １人

☆ http://www.kooge.jp

77 税理士法人　中尾総合事務所 税理士業 税務コンサルタント 一般 １人

鳥取市千代水１－１５１ 大学 １人

78 （株）西日本ジェイエイ畜産 農場生産管理 大学 １人

鳥取市賀露町西２－１７５７－７４７

http://www.w-jafarm.co.jp

79 （株）サカイ引越センター 引越サービス業 一般営業 一般 ３人 鳥取市

鳥取市千代水３－３６ 引越スタッフ ６人

http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 総合職 大学、短大、専修 ３人

80
鳥取県信用農業協同組合連合会
　（ＪＡバンク鳥取信連）

総合職 大学 ２人 鳥取市

鳥取市末広温泉町７２３

http://jabank-tottori.or.jp

81
三井住友海上火災保険（株）
　鳥取支社

一般 ３人 鳥取市

鳥取市扇町３　東栄ビル５階

82 （株）池田ハルク インテリア、内装資材卸 総合職 大学 ８人

広島県福山市明神町２－１４－２９

http://ikedahalc.com

83 山陰パナソニック（株） 営業職（ルート営業） 一般 １人 鳥取県、島根県

出雲市渡橋町４１６
電気機械器具の卸
売営業

大学 １人

http://www.sanin-panasonic.jp/ 一般 １人 鳥取市

大学、短大、専修 ３人

鳥取市、米子市
他

卸売業（パナソニック製品
の卸売）、小売業（ドコモ
ショップ運営）

ドコモショップ
窓口受付業務

生コンクリート及びコンク
リート二次製品の製造
販売 大学、短大、専修

高専

畜産業（鶏卵、肉用牛、肉
豚の生産）

鳥取市、琴浦町
北栄町、大山町

農業協同組合法に基づく
信用（金融）事業

損害保険及び生命保険
の営業

営業職（インシュアラ
ンス・コンサルタント）

宝飾品、バッグ、コート、
健康商材、他を展示会で
小売販売 大学、短大、専修

高専
鳥取市、倉吉市
米子市、安来市
岡山県津山市

住宅新築、不動産仲介、
売買、リフォーム

大学、短大、専修
高専

米子市、松江市
出雲市、浜田市
鳥取市（時期未定）

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数 勤務地



”☆”は２７年度若者応援宣言企業 鳥取NO．１１

企業名

所在地
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84 （株）ウィードメディカル 営業職 ２人 鳥取市

鳥取市南隈７１５

http://kaigo-fukushi.jpn.com/

85 （株）ヰセキ中国 営業・販売 １０人 中国５県

広島県東広島市西条町御薗宇
　７２７－２

http://www.iseki-chugoku.co.jp/

86 （有）日刊建設工業新聞 新聞記者 一般 １人 鳥取市

米子市祇園町２－３３－１３ 大学 １人

http://www.torinews.net

87 大東建託（株）　鳥取支店 営業 一般 ５人 鳥取市

鳥取市吉成２－１６－２０
　ロワゾブルー１Ｆ

88 鳥取県畜産農業協同組合 牛肉の生産・加工・販売 総合職 ３人

鳥取市若葉台南７－２－１１

http://www.torichiku.or.jp

89 （株）ケーオウエイ 総合職 １人

米子市両三柳３２８

☆ http://www.koa-net.co.jp/

90 （株）ガリバーインターナショナル 総合職 大学、短大、専修 ２０人 鳥取市、米子市

東京都千代田区丸の内２－７－３
　東京ビルディング２５Ｆ

http://221616.com/gulliver/

91 （株）富士ユニコン 営業職 １人 鳥取市、倉吉市

鳥取市布勢１０８ 現場管理見習 １人

http://fujiunicon.com

92 鳥取いなば農業協同組合 若干名 鳥取県東部

鳥取市湖山町東５－２６１

http://www.jainaba.com/

93 倉吉信用金庫 金融業 総合職 大学 ５人 倉吉市、東伯郡

倉吉市昭和町１－６０ 短大 ５人

エクステリア関連商品販
売、設計、施工

大学、短大、専修
高専

営農指導、信用、共済、
購買、販売、加工、利用
等

総合サービス職
（営業あり）

大学、短大、専修
高専

大学、短大、専修
高専

鳥取市、日吉津村
京都府

富士ゼロックス／日本ＩＢ
Ｍ製品を中心としたハード
ウェア、ソフトウェア、保守
サービスの提供

大学、短大、専修
高専

鳥取市、倉吉市
米子市

自動車の買取、販売、そ
の他自動車流通に関わる
事業

福祉用具レンタル販売、
住宅改修、医療機器レン
タル販売

大学、短大、専修
高専

農業機械の提案・販売・
整備、農業用資材の提
案・販売、建設事業、コイ
ン精米事業　等

大学、短大、専修
高専

建設業向け総合専門紙を
日刊で発行

土地活用の一環として賃
貸アパート・マンションの
事業提案

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数 勤務地

取消
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94 社会医療法人　仁厚会 医療・福祉業 介護職員 一般 １４人

倉吉市山根４３
大学、短大、専修
高専

８人

http://www.med-wel.jp/ 調理員 一般 ７人

大学、短大、専修
高専

４人

95 リバードコーポレーション（株） 営業・配送 一般 １人 鳥取市

鳥取市徳尾４３３－１

勤務地

鳥取市、倉吉市
北栄町、米子市

米子市、倉吉市
鳥取市

農業資材・梱包用資材の
卸売、ペットフード販売

ブース

番号 事業内容 職　　種 求人の種類・人数


