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11月 日
10:00 ～ 16:15
10月 21 日（水）受付開始

21
秋
冬

土

対象者

開催内容

2022 年 3月以降大学、短大、高専、専修学校等 卒業予定者

インターンシップ
マッチングフェア

（1社 45 分） コース一覧
総合
ものづくり系
IT・電気・電子系
食品系　　　
福祉・医療系

要予約
10:00 ～ 16:15

● 企業動画紹介 （10月 21 日～ 11 月 30 日）
● ミニセミナー【動画配信】 エントリーシート、自己 PRの書き方等

提供：リクナビ 2022

「Zoom」システムを利用したオンラインでのインターンシップマッチングフェアです。
様々な企業、業種の方とオンラインで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よう！

参加企業 社35~40 （予定）

主催 岡山県 お問合せ 岡山県中小企業団体中央会 企業人材支援課（岡山市北区弓之町 4-19-202）
■TEL：086-224-2245　■E-mail：teichaku@okachu.or.jp運 営 岡山県中小企業団体中央会

参加申し込みはコチラ !!
スマホ、タブレットでも参加OK

https://work. infomark. jp/internship/

Zoomのインストールはコチラ !!

おかやまインターンシップ
マッチングポータルサイト パソコンの場合はこちらのオフィシャルサイトから

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、Google Inc. の商標です。QRコードは ( 株 ) デンソーウェーブの商標登録です。

https://zoom.us/

インターンシップ企業を探そう！企業・業界研究をしよ
う！

無料
※事前申込受付中

当日参加も可

参加費



時間帯 参加企業一覧（ものづくりコース） 産業分野 業種 地域
① 株式会社ティ・シー・シー サービス 広告宣伝 岡山市北区

② 株式会社英田エンジニアリング メーカー 一般産業機械器具製造 美作市

③ 株式会社本山合金製作所 メーカー 金属 津山市

③ 安田工業株式会社 メーカー 製造業 浅口郡里庄町

④ 山陽ロード工業株式会社 メーカー 建設業 津山市

④ NPO法人地域資源文化研究所 サービス 岡山市北区

⑤ 株式会社カザケン メーカー 建設業 倉敷市

⑤ 目黒建設株式会社 メーカー 建設業 倉敷市

（アイウエオ順）

時間帯 参加企業一覧（ＩＴ・電気・電子系コース） 産業分野 業種 地域
① コアテック株式会社 メーカー 機械系 総社市

② ピープルソフトウェア株式会社 ソフトウェア・通信・情報処理 ソフトウェア 倉敷市

⑤ 株式会社ハイテックシステムズ ソフトウェア・通信・情報処理 情報通信業 岡山市北区

（アイウエオ順）

時間帯 参加企業一覧（食品コース） 産業分野 業種 地域
① 株式会社天満屋ストア 百貨店・ストア・専門店 小売業 岡山市北区

② 株式会社サンラヴィアン メーカー 食品 浅口郡里庄町

時間帯 参加企業一覧（福祉・医療コース） 産業分野 業種 地域
③ 株式会社創心會 サービス 医療・福祉 倉敷市

④ 社会福祉法人 王慈福祉会 サービス 医療・福祉 倉敷市

⑤ 社会福祉法人クムレ サービス 医療・福祉 倉敷市

時間帯 参加企業一覧（総合コース） 産業分野 業種 地域
① 岡山日産自動車株式会社 商社 自動車 岡山市北区

① 株式会社キャリアプランニング サービス業 サービス業 岡山市北区

① 株式会社蓬莱組 メーカー 建設業 岡山市南区

① 株式会社まつもとコーポレーション メーカー 建設業 岡山市北区

② 内山工業株式会社 メーカー 製造業 岡山市中区

② コムパス株式会社 ソフトウェア・情報処理・通信 情報通信/サービス業 岡山市北区

② 株式会社ジュンテンドー 百貨店・ストア・専門店 小売業 島根県益田市

② ダブルツリーグループ（株式会社ハヤシ） 小売業・サービス業 総合商社 倉敷市

③ カジノン株式会社 サービス サービス業 岡山市北区

③ クラブン株式会社 商社 品用ＡＯ・品用務事・具文 倉敷市

③ 有限会社ミト・ワークス ソフトウェア・通信・情報処理 ホームページ・動画制作 岡山市中区

③ 株式会社WORK SMILE LABO 商社 ワークスタイル創造提案業 区南市山岡 

④ つばめガス株式会社 サービス 小売業 岡山市南区

④ 株式会社中島商会 商社 卸売業 岡山市北区

④ 両備グループ サービス 運輸業 岡山市北区

④ 株式会社和田組 総合工事業 建設業 倉敷市

⑤ 株式会社ザグザグ 百貨店・ストア・専門店 日用品・雑貨販売・医薬品・化粧品 岡山市中区

⑤ ダイヤ工業株式会社 メーカー 医療用品・医療機器・スポーツ 岡山市南区

⑤ 株式会社天満屋 百貨店・ストア・専門店 百貨店 岡山市北区

⑤ 株式会社　はれコーポレーション サービス ホテル／医療・福祉／保育 岡山市北区

（アイウエオ順）
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