
番号 商番号 事業所名 住所 主な内容（具体的） 雇用形態 募集人数 連絡先 担当者名

1 ② 株式会社山本建設 鏡野町円宗寺1268 普通土木作業 普通土木作業員 2名 （0868）54-0216 山本

2 ⑲ 有限会社寺岡電機 鏡野町円宗寺795-1 営業活動、屋内外電気工事 正社員 1名 （0868）54-0279 寺岡

3 44 有限会社池田空調 鏡野町和田83-2 空調機器設備工事
正社員
アルバイト

1名
1名 （0868）54-3521 池田

4 42 峰南建設株式会社 鏡野町上森原323 公共事業を中心とした土木工事、水道工事、下水道工事 正社員 2名 （0868）54-0770 牧本

5 46 井口鉄工所 鏡野町沢田535 溶接組立・金属加工 契約社員 2名 （0868）54-3445 井口

6 58 株式会社山本工業 鏡野町竹田719 一般土木工事・舗装工事・水道工事等 正社員 2名 （0868）54-1170 山本

7 ① 株式会社大市珍味　岡山工場 鏡野町市場15 食品の生産にかかわる業務 正社員 2名 （0868）54-1881 村岡

8 ⑤ 岡山県農産食品加工株式会社 鏡野町井坂523-1 フルーツの加工、プリン・ゼリーなどの製造、焼菓子製造と検品 パート 3名 （0868）52-2100 赤坂

9 ⑧ 株式会社斎藤撚糸 鏡野町香々美792 設備の保全や開発、品質管理 正社員 1名 （0868）56-0317 斎藤・友金

10 50 株式会社斎藤撚糸 鏡野町香々美792 事務員（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売業務と経理）
正社員若しくはパー
ト

1名 （0868）56-0317 斎藤

11 23 株式会社アイ・エス 鏡野町布原297-8 機械オペレーター 正社員 2名 （0868）28-8805

12 55 わかな合資会社 鏡野町吉原695-2 ケーキ販売、商品の在庫管理、レジ作業等 正社員 2名 （0868）54-3721 大塚

13 56 わかな合資会社 鏡野町吉原695-2 ケーキ販売、箱の包装・詰め合わせ作業
パート
アルバイト

1名
1名 （0868）54-3721 大塚

14 67 西部丸山株式会社 鏡野町寺元150-2 工場内清掃 アルバイト 1名 （0868）54-3122 近藤・杉田

15 68 杉田電溶 鏡野町香々美468-1 アンクル材の組立、溶接 正社員 1名 080-6315-1200 杉田

16 33 株式会社鏡水 鏡野町香々美801 製材機による製材作業、補助作業等 正社員 2名 （0868）56-0211 水島

17 ⑥ 株式会社フルベジファクトリー 鏡野町井坂523-1 農作業（ぶどうなどの栽培管理） アルバイト 若干名 （0868）52-2100 赤坂

18 53 鏡野観光有限会社 鏡野町古川1141 タクシー運転手又はバス運転手 正社員 2名 （0868）54-0323 野井

19 ③ 有限会社ワーズ 鏡野町市場67-6 ビル管理・清掃 正社員 若干名 （0868）54-3344 池田

20 ⑨ 有限会社奥津荘 鏡野町奥津48
（正）主に接客・サービス
（ア）朝食提供及び館内清掃等

正社員
アルバイト

1名
2名 （0868）52-0021 鈴木

21 ⑩ 株式会社未来奥津 鏡野町井坂523-7 道の駅奥津温泉内レジ接客・ホールスタッフ
アルバイト　or
パート（契約社員）

1名 （0868）52-2651 山﨑

22 ⑬ 株式会社花美人の里 鏡野町奥津川西261 花美人の里内のフロント・接客・清掃業務 正社員 1名 （0868）52-0788 高橋

23 59 NPO法人てっちりこ 鏡野町河内60-8 経理・人事・法務を含め総務全般、電話・来客対応 パート 1名 （0868）52-2225 赤穂・沖田

24 27 株式会社J-Class 鏡野町西屋369 介護施設のスタッフ
正社員
パート
契約社員

1名
3名
1名

（0868）52-0393 清水

25 54 グループホーム福福 鏡野町 介護施設の職員
正社員
パート

1名
1名 （0868）54-0046 福田

26 61 一般財団法人共愛会　芳野病院 鏡野町吉原312 介護職員
正社員
パート

2名
2名 （0868）54-0312 山田

27 62 一般財団法人共愛会　芳野病院 鏡野町吉原312 調理員　簡単な調理業務
正社員
パート

1名
1名 （0868）54-0312 山田

28 34 イコール株式会社（河鹿園・米屋倶楽部） 鏡野町奥津196-5 ホテル旅館での事務業務フロント業務
正社員
契約社員

1名
1名 （0868）52-0016 友貞・長島

29 35 イコール株式会社（米屋倶楽部） 鏡野町奥津196-5 フロント営業業務
正社員
契約社員

1名
1名 （0868）52-0016 友貞・長島

30 40 ヤマト運輸株式会社　岡山鏡野センター 鏡野町古川1072-5 荷物の仕分け作業（積込み含む）
パート
アルバイト

2名
2名 080-5068-1336 杉本・河端

31 41 ヤマト運輸株式会社　岡山鏡野センター 鏡野町古川1072-5 宅配便ドライバー（主に配達） 正社員 2名 080-5068-1336 杉本

32 66 一般社団法人富ふるさと公社 鏡野町富西谷203-4 温泉・調理業務全般（接客・調理・清掃等） 正社員 1名 （0867）57-2006 須田

33 ⑪ 株式会社未来奥津 鏡野町井坂523-7 農作業
正社員、アルバイト　or
パート（契約社員） 1名 （0868）52-2651 山﨑

34 48 株式会社エフテックコーポレーション 鏡野町富東谷414-10 樹木の伐採・運搬業 正社員 3名 （086）274-5001 渋江

35 20 ひら歯科クリニック 鏡野町竹田133
①衛生士
②歯科助手補助

パート 3名 （0868）54-4555 平

35 件合　計
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　　　　鏡野町人材マッチング事業


