
9:30～9:55 アイエム電子（株） 製  造 流通（株） 運　輸 東京靴（株） 卸売・小売

10:00～10:25 郡家コンクリート工業（株） 製  造 （株）鳥取県倉吉自動車学校 教育・学習支援 八幡物産（株） 卸売・小売

10:30～10:55 （株）田中製作所 製  造 （株）ラークコーポレーション（三朝館） 宿泊・飲食 （株）石田コーポレーション 卸売・小売

11:00～11:25 （株）鳥取最上インクス 製  造 （株）ホテルセントパレス倉吉 宿泊・飲食 （株）コニシ 卸売・小売

11:30～11:55 日立フェライト電子（株） 製  造 ＪＡ共済連鳥取 金融・保険 ダンロップタイヤ中国（株） 卸売・小売

13:00～13:25 大山日ノ丸証券（株） 金融・保険 （株）エースパック　鳥取倉吉工場 製  造 （株）ヰセキ中四国 卸売・小売

13:30～13:55 鳥取信用金庫 金融・保険 米久おいしい鶏（株） 製  造 （株）リサ・クリエイティブプロダクツ 卸売・小売

14:00～14:25 （株）新日本海新聞社 情報通信 神鋼機器工業（株） 製  造 （株）大新 卸売・小売

14:30～14:55 （株）ソフィア　鳥取支店 情報通信 社会福祉法人　希望の家 医療・福祉 （株）丸合 卸売・小売

15:00～15:25 （株）アクシス 情報通信 社会福祉法人　慶光会 医療・福祉 （株）フーズマーケットホック 卸売・小売

15:30～15:55 （株）アスコ 専門・技術サービス 社会福祉法人　敬仁会 医療・福祉 小西医療器（株） 卸売・小売

16:00～16:25 （株）大地企画 専門・技術サービス 社会医療法人　仁厚会 医療・福祉 堀田石油（株） 卸売・小売

9:30～9:55 （株）コメリ 卸売・小売 倉吉信用金庫 金融・保険 社会福祉法人　あしーど 医療・福祉

10:00～10:25 （株）ウシオ
（カインズ鳥取店・ケーズデンキ鳥取本店・Am's・Ｕスタジオウシオ）

卸売・小売 （株）松井保険事務所 金融・保険 社会福祉法人　こうほうえん 医療・福祉

10:30～10:55 グッドヒル（株） 卸売・小売 日圧スーパーテクノロジーズ（株）　西倉吉工場 製  造 社会福祉法人　尚仁福祉会 医療・福祉

11:00～11:25 MXモバイリング（株） 卸売・小売 中山精工（株） 製  造 社会福祉法人　日南福祉会 医療・福祉

11:30～11:55 （株）モリックスジャパン 卸売・小売 （株）ジーアイシー 専門・技術サービス 医療法人社団　日翔会 医療・福祉

13:00～13:25 サンヨーグループ（ＵＦＯ）・（株）セツ 生活関連、娯楽 （株）井木組 建  設 社会福祉法人　博愛会 医療・福祉

13:30～13:55 （株）鳥取ワールドカップ 生活関連、娯楽 （有）イワマ商会 建  設 （株）ＧＲＡＺＩＥ（グラーチェ） 医療・福祉

14:00～14:25 （株）小銭屋（観水庭こぜにや） 宿泊・飲食 馬野建設（株） 建  設
社会福祉法人　みその児童福祉会
米子聖園天使園

医療・福祉

14:30～14:55 （株）フレックス 宿泊・飲食 （株）高野組（こうのぐみ） 建  設 （株）イーウェル その他サービス

15:00～15:25 （株）ヨロチョー 宿泊・飲食 （有）村岡オーガニック 農・林・漁 セコム山陰（株） 情報通信

15:30～15:55 日ノ丸自動車（株）　航空部 運　輸 （有）和企画 医療・福祉 （株）ケイズ 情報通信

16:00～16:25 （株）サカイ引越センター 運　輸 社会福祉法人　みのり福祉会 医療・福祉 寿製菓（株） 製  造

9:30～9:55 鳥取三菱自動車販売（株） 卸売・小売 行政書士法人　ＯＲＣＡ 専門・技術サービス

10:00～10:25 鳥取トヨタ自動車（株） 卸売・小売 （株）プロビズモ 情報通信 米川收税理士事務所 専門・技術サービス

10:30～10:55 鳥取ダイハツ販売（株） 卸売・小売 大同生命保険（株）　山陰支社 金融・保険 ダイニチ技研（株） 専門・技術サービス

11:00～11:25 日本海三菱自動車販売（株） 卸売・小売 シンワ技研コンサルタント（株） 専門・技術サービス

11:30～11:55 （株）和想 卸売・小売 （株）ワーパス 専門・技術サービス

13:00～13:25 山陰パナソニック（株） 卸売・小売 社会福祉法人　あすなろ会 医療・福祉 美保テクノス（株） 建  設

13:30～13:55 （株）ヤマト 卸売・小売 社会福祉法人　やず 医療・福祉 朝日鉄工（株） 建  設

14:00～14:25 和幸（株） 卸売・小売 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・福祉 （株）大協組 建  設

14:30～14:55 日ノ丸産業（株） 卸売・小売 （株）ソルヘム　陽だまりの家 医療・福祉 （株）木美デザイン建築社 建  設

15:00～15:25 （株）マルイ 卸売・小売 社会福祉法人　鳥取県厚生事業団 医療・福祉 （株）米子マツダ 卸売・小売

15:30～15:55 （株）エスマート 卸売・小売 鳥取トヨペット（株） 卸売・小売

16:00～16:25 （株）ウィードメディカル 卸売・小売 鳥取日産自動車販売（株） 卸売・小売

とっとり就職フェア２０２２・５月（Zoom合説）　タイムスケジュール
　 Ｒ４．５．２０ 現在

5/17
(火) Ａルーム （東部） Ｂルーム （中部/東部） Cルーム （西部）

5/19
(木) Ａルーム （東部） Ｂルーム （中部/東部） Cルーム （西部）

5/18
(水) Ａルーム （東部） Ｂルーム （中部） Cルーム （西部）
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9:30～9:55 （株）アクティオ その他サービス 鳥取中央農業協同組合（ＪＡ鳥取中央） 複合サービス 米子製鋼（株） 製  造

10:00～10:25
大江ノ郷自然牧場グループ
（有）ひよこカンパニー

その他サービス 社会福祉法人　中部福祉会 医療・福祉 （株）片木アルミニューム製作所 製  造

10:30～10:55 （株）エイト 製  造 医療法人　専仁会 医療・福祉 カネックス（株） 製  造

11:00～11:25 （株）ササヤマ 製  造 井戸垣産業（株） 建  設 ファミリーイナダ（株） 製  造

11:30～11:55 （株）鳥取スター電機 製  造 （株）ダイマツ 製  造

13:00～13:25 （株）イナテック鳥取 製  造 井戸垣産業（株） 建  設 （株）伯和　（伯和グループ） 生活関連、娯楽

13:30～13:55 リコーインダストリアルソリューションズ（株） 製  造 鳥取県農業協同組合中央会 複合サービス
双葉運輸（株）
米子物流センター／鳥取営業所

運　輸

14:00～14:25 パイオニア精工（株） 製  造 鳥取いなば農業協同組合 複合サービス （株）米子しんまち天満屋 卸売・小売

14:30～14:55 （株）正光 製  造 鳥取県生活協同組合 複合サービス 山陰ヤクルト販売（株） 卸売・小売

15:00～15:25 安田精工（株） 製  造 （株）はなふさ 卸売・小売 （株）スズキ自販鳥取 卸売・小売

15:30～15:55 東洋アイテック（株） 製  造 LPCグループ（（株）丸三） 生活関連、娯楽 ネッツトヨタ鳥取（株） 卸売・小売

16:00～16:25 リバードコーポレーション（株） 製  造 （株）松本油店 卸売・小売

9:30～9:55 JPツーウェイコンタクト（株） その他サービス （株）サンシンエモーション 卸売・小売 （株）ＳＰＲＩＮＧＳ 金融・保険

10:00～10:25 （株）クリエイティブサポート 教育・学習支援
（株）美作グループ本社
（オートバックス美作グループ）

卸売・小売 山陰信販（株） 金融・保険

10:30～10:55 （株）エステートセンター 不動産 （株）ミヨシ産業 卸売・小売 太陽建機レンタル（株） その他サービス

11:00～11:25
ヤマタグループ
（代表企業：ヤマタホールディングス（株））

建  設 （株）ホスピタリティオペレーションズ 宿泊・飲食 企業警備保障（株） その他サービス

11:30～11:55 大和建設（株） 建  設 かばはうすホールディングス（株） 宿泊・飲食 大同警備保障（有） その他サービス

13:00～13:25 （株）栗山組 建  設 エスイー鉄建（株）　米子事業所 製  造

13:30～13:55 （株）山陰都市開発研究所 専門・技術サービス 富士産業（株）　中国事業部 宿泊・飲食

14:00～14:25 イサナドットネット（株）　鳥取営業所 情報通信 （有）舶来フード 宿泊・飲食

14:30～14:55 鳥取西菱電機（株） 情報通信 ホンダ山陰中央（株） 卸売・小売

15:00～15:25 （株）テイルウィンドシステム　鳥取支店 情報通信 トヨタカローラ鳥取（株） 卸売・小売

15:30～15:55 （株）ハイテクノ 情報通信 永瀬石油（株） 卸売・小売

16:00～16:25 （株）バードワークス 情報通信 ITXコミュニケーションズ（株） 卸売・小売

5/24
(火) Ａルーム （東部） Ｂルーム （中部/東部） Cルーム （西部）

5/25
(水) Ａルーム （東部） Ｂルーム （西部） Cルーム （西部）
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