
※　参加企業、求人内容等については、変更となる場合があります。最新の更新情報をご確認ください。

　　また、詳細な求人情報については「やまぐちジョブナビ」に掲載しております。事前研究をおすすめします。

※　当日は公共の交通機関をご利用ください。

1２月５日（月）現在

1
医療法人茜会
脳神経筋センター
よしみず病院

下関市 医療業 下関市
専門職（医療相談員）、（准看
護師）、（看護師）、社会福祉
士

2 ㈱秋川牧園 山口市 食料品製造業 山口市
場内整備・営繕スタッフ、発送
作業スタッフ、食品工場製造
スタッフ

3 ㈱アクシス 下関市 金属製品製造業 下関市
事務職、技術職、専門職
（CADオペレーター）

4 ＡＬＳＯＫ山口㈱ 山口市 その他のサービス業
岩国・柳井、山口・防府、下関、光・
下松・周南、宇部・山陽小野田・美
祢、萩・長門、その他県外

技術職、警備職

5 ㈱アルミネ
大阪府
大阪市西区

金属製品製造業 長門市、萩市
事務職、技術職、メンテナン
ス

6 宇部興産セメントサービス㈱ 宇部市 窯業・土石製品製造業 宇部市
専門職（工場運転員(オペ
レーター)）

7 ㈱Ｈ＆Ｎ 宇部市 飲食店
宇部市、山陽小野田市、防府
市、山口市

営業職

8 ㈱ヱビス商会 宇部市
建築材料、鉱物・金属材料等
卸売業

宇部市、山口市 配送業務職

9 ㈲鹿野ファーム 周南市 農業 周南市、阿武町、岩国市
肉加工品製造及び販売、養
豚管理

10 河崎運輸機工㈱ 岩国市 設備工事業
周南市、岩国市、宇部市、そ
の他県外

総合職、営業職、大型自動車
運転手、石油製品受払管理
スタッフ

11 ㈱カワトＴ．Ｐ．Ｃ． 岩国市 その他製造業 岩国市、その他県外 総合職

12 医療法人杏祐会　三隅病院 長門市 医療業 長門市
専門職（看護師）、（作業療法
士）

13 ㈱コア 山口市 インターネット付随サービス業 山口市
営業職、専門職（Webサービ
ス開発・スマホアプリ開発）、
システム開発進行管理

14 国際貿易㈱ 周南市 機械器具小売業
防府市、周南市、下松市、光
市、柳井市、岩国市、その他
県外

ドコモショップでの接客、販
売、受付事務、及び携帯電話
に関するコンサルティング

15 サンデン交通㈱ 下関市 道路旅客運送業
岩国・柳井、下関、宇部・山陽
小野田・美祢

専門職（自動車整備担当）、
（バス乗務員）、空港グランド
ハンドリング

16 ㈱三友 防府市 その他の卸売業 山口・防府
技術職、営業職、専門職（シ
ステムエンジニア）、管理部門
職

17 三和興産㈱ 宇部市 通信業
宇部市、下関市、山陽小野田
市、長門市、萩市、岩国市

技術職、営業職

18 住吉工業㈱ 下関市 総合工事業
岩国・柳井、山口・防府、下関、光・
下松・周南、宇部・山陽小野田・美
祢、萩・長門、その他県外

技術職

19 住吉運輸㈱
岩国・柳井、山口・防府、下関、光・
下松・周南、宇部・山陽小野田・美
祢、萩・長門、その他県外

技術職

20 成長建設㈱ 防府市 総合工事業 防府市 技術職
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正社員で働こう！就職面談フェア　参加企業一覧表

事業所名
本社
所在地

産業分類
（中分類）

勤務地域 募集職種

https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2900/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2900/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2900/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1276/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/9/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/384/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/525/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2887/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2757/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/711/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1100/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1651/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1965/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2603/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/888/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1320/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/131/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/132/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/136/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1391/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/970/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1248/search


No 事業所名
本社
所在地

産業分類
（中分類）

勤務地域 募集職種

21 誠和工機㈱ 周南市 設備工事業 周南市 施工管理等

22
綜合設備管理㈱
（光事業所・田布施事業所）

周南市 技術サービス業 周南市 技術職

23 太華工業㈱ 周南市 非鉄金属製造業 周南市、その他県外
専門職（ステンレスマイス
ター）、ステンレスコンサルタ
ント、スラブ検査員

24 ㈱田村ビルズグループ 山口市 不動産取引業
山口市、防府市、周南市、宇
部市、下関市、その他県外

総合職

25 ㈲デジタル・マイスター 山口市 情報サービス業 山口市 技術職

26 ㈱常盤商会 宇部市 機械器具卸売業 宇部市、防府市、その他県外
営業職、専門職（インフラエンジニ
ア）、（システムエンジニア）、（ネット
ワークエンジニア）、（SE・PG）

27 徳山興産㈱ 周南市 金属製品製造業 周南市、下関市 総合職、営業職

28 戸田ファインテック㈱
広島県
大竹市

化学工業 山陽小野田市、その他県外 総合職

29 西日本オフィスメーション㈱
福岡県
福岡市

情報サービス業 下関、その他県外 技術職、営業職

30 ㈱萩観光ホテル 萩市 宿泊業 萩市 総合職

31
社会福祉法人博愛会
山口あかり園

山口市 社会保険・社会福祉・介護事業 山口市
専門職（看護職員）、（介護職
員）

32 濱田重工㈱　光支店
福岡県
北九州市

鉄鋼業 光市
機械のメンテナンス、製鉄作
業スタッフ

33 ㈱ファーストリテイリング 山口市 織物・衣服・身の回り品小売業 山口市 事務職

34 ㈱ｆａｔｅ 山口市 飲食店 山口市 総合職

35 富士木材㈱ 宇部市 木材・木製品製造業 宇部・山陽小野田・美祢 営業職

36 ㈱丸久 防府市 飲食料品小売業
岩国・柳井、山口・防府、下関、光・
下松・周南、宇部・山陽小野田・美
祢、萩・長門、その他県外

総合職

37 瑞穂糧穀㈱ 山口市 飲食料品卸売業
山口・防府、下関、光・下松・
周南、萩・長門

営業職

38 宮本工業(株) 宇部市 職別工事業 宇部・山陽小野田・美祢 専門職（鉄筋組立）

39 ㈲メディア企画 周南市 その他の小売業
岩国市、光市、下松市、周南
市、山口市、防府市

営業職

40 ㈱山口グランドホテル 山口市 宿泊業 山口市
専門職（調理スタッフ）、レスト
ランサービス、フロントスタッ
フ、接客サービス

41 山口県農業協同組合 山口市 協同組合
岩国・柳井、山口・防府、下
関、光・下松・周南、宇部・山
陽小野田・美祢、萩・長門

総合職

42 山口工材㈱ 防府市 職別工事業 防府市 総合職

https://www.joby.jp/jobs/detail_company/187/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2866/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2866/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/695/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2507/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1415/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/240/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1699/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1780/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/260/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2442/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1337/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1337/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2094/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2854/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2939/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2769/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/351/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2058/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2528/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2037/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/426/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2414/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2476/search
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本社
所在地

産業分類
（中分類）

勤務地域 募集職種

43 山口産業グループ 宇部市 その他の卸売業 宇部市、下関市

総合職、営業職、専門職（ガスの配
送員・充填作業員）、フィットネスクラ
ブフロントスタッフ、ガソリンスタンド
スタッフ

44 山口スバル㈱ 山口市 その他の小売業
岩国市、周南市、防府市、山
口市、宇部市、下関市

事務職

45 山口日産自動車㈱ 山口市 その他の小売業
岩国・柳井、山口・防府、下
関、光・下松・周南、宇部・山
陽小野田・美祢

事務職、技術職、営業職

46 ㈱リョーキ
広島県
広島市

物品賃貸業
山口・防府、光・下松・周南、
宇部・山陽小野田・美祢、萩・
長門、その他県外

営業職

47 緑都開発㈱ 下関市 不動産取引業 下関 総合職

48 ㈱Ｒｅｃｏｒａ 下関市 各種商品小売業 下関市 専門職（ECサイト運営）

49 和興産業㈱　宇部工場 宇部市 プラスチック製品製造業 宇部市 技術職

https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1230/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1085/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/390/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2194/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1151/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/2715/search
https://www.joby.jp/jobs/detail_company/1967/search

