
  ：８１社

  ：２８社

一般 学卒

農・林・漁 鳥取県畜産農業協同組合 学卒

（株）懸樋工務店 一般

加登脇建設（株） 学卒

（株）高野組（こうのぐみ） 一般 学卒 ○

（株）大晃工業 ○ 学卒

（株）イナテック鳥取 ○ 一般 学卒 ○

（株）ウッドプラスチックテクノロジー ○ 一般

（株）エースパック鳥取倉吉工場 一般 学卒

大鳥機工（株） 学卒

（株）オロチ 一般 学卒

グッドヒル（株） 一般

気高電機（株） ○ 一般

（株）ササヤマ 一般 学卒

（株）新興螺子 学卒 ○

（株）寺方工作所 ○ 一般 学卒

（株）鳥取最上インクス 一般 学卒 ○

鳥取東伯ミート（株） 一般 学卒

中山精工（株） ○ 一般 学卒 ○

日段（株） 学卒 ○

日本セラミック（株） 学卒 ○

日立フェライト電子（株） 学卒

（株）ファイナール　　　　【ユースエール企業】 一般 学卒

（株）フロンティア　ファクトリー 一般 学卒

マルサンアイ鳥取（株） ○ 一般 学卒 ○

（株）明治製作所 ○ 学卒 ○

リバードコーポレーション（株） 一般 学卒

（株）アクシス ○ 学卒 ○

イサナドットネット（株） 一般 学卒 ○

（株）M’ｓ　ＳＴＹＬＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 一般 学卒

（株）ケーオウエイ 学卒 ○

（株）ソフィア　鳥取支店 学卒 ○

（株）テイルウィンドシステム　鳥取支店　　　【ユースエール企業】 ○ 一般 学卒

（株）バードワークス ○ 一般 学卒 ○

（株）ハイテクノ 学卒

運　輸 流通（株） ○ 学卒 ○

卸売・小売 イワタニ山陰（株） ○ 学卒
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（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） 一般 学卒

（株）エスマート 学卒 ○

（株）サンマート 学卒

（株）ジュンテンドー 学卒

智頭石油（株） 学卒

鳥取ダイハツ販売（株） 学卒 ○

トヨタカローラ鳥取（株） 学卒

日本海三菱自動車販売（株） 学卒

初穂商事（株） 学卒

日ノ丸産業（株） 学卒

（株）富士薬品 ○ 学卒

（株）ホンダカーズ鳥取 ○ 学卒

（株）マルイ ○ 学卒

（株）モリックスジャパン 一般 学卒

（株）ヤマダデンキ ○ 学卒

（株）ヤマト 一般 学卒 ○

大山日ノ丸証券（株） 学卒

大同生命保険（株）山陰支社鳥取営業所 一般

鳥取県農業信用基金協会 ○ 学卒

鳥取信用金庫 ○ 学卒 ○

不動産 （株）エステートセンター 一般 学卒

（株）エムアンドエムドットコー ○ 一般 学卒

鵬技術コンサルタント（株） ○ 一般 学卒 ○

（株）山陰都市開発研究所 一般 学卒 ○

（株）白兎設計事務所 一般

（有）大平フードシステム 一般 学卒

（株）フレックス 学卒

（有）望湖楼 学卒

（株）ヨロチョー ○ 学卒

（株）三栄　ジャンボグループ 学卒

（株）鳥取ワールドカップ ○ 学卒 ○

（株）メモワールイナバ 一般

社会福祉法人あすなろ会 ○ 学卒 ○

岩美町国民健康保険　岩美病院 一般 学卒

社会福祉法人希望の家 ○ 一般 学卒

社会福祉法人敬仁会　　　　　　　　　　キャンセル ○ 一般 学卒

医療法人専仁会　信生病院 一般

鳥取医療生活協同組合 一般 学卒

社会福祉法人鳥取県厚生事業団 ○ 一般 学卒 ○

社会福祉法人やず 一般 学卒

複合サービス 鳥取いなば農業協同組合 ○ 学卒

金融・保険

専門・技術
サービス

宿泊・飲食

生活関連、娯楽

医療・福祉

卸売・小売
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（株）エバークリーン 一般

企業警備保障（株） 鳥取支店 学卒 ○

（株）JCBエクセ ○ 一般 学卒

JPツーウェイコンタクト（株） 学卒 ○

（株）トヨタレンタリース鳥取 学卒

合　計 29 26

※ ユースエール企業 ： 厚生労働大臣が認定した若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業。

※と り ナ ビ ： 【とっとり就活ナビ】の略称で、学生・新卒学生を対象とした鳥取県の就活総合サイトです。
　　　　　　  　  　登録をして、気になる企業へプレエントリーすると、企業から連絡があります。

その他サービス
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