
事業所名 分野 地域 事業概要

株式会社アクシス IT 東部
地域活性化を目的に鳥取本社を設立。企業の顧客ニー
ズにあった業務システムの構築運用を提供しています。

社会福祉法人あすなろ会 健康 東部
社会福祉法人あすなろ会は、鳥取県東部に保育園、知
的障がい児・者、高齢者施設を幅広く運営しております。

株式会社岩井屋 観光 東部
1200年の歴史を持つ岩井温泉にたたずむ民芸調の温
泉旅館です。源泉かけ流しの温泉を持ち、個性的な料理
が好評です。

社会福祉法人健推会
健推庵　こくふ

健康 東部
東部ー特別養護老人ホーム
中部ー認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型
居宅介護事業所

株式会社小銭屋
（観水庭　こぜにや）

観光 東部
当社はJR鳥取駅近くの客室数２５の和風温泉旅館で
す。街なかでゆったりと時間を過ごせる宿を目指してい
ます。

医療法人・社会福祉法人　賛幸会
（医療と福祉の郷　はまゆう）

健康 東部
併設する社会福祉法人賛幸会と一体的に介護保険関連
サービスを地域の皆様にご提供しています。

山陰松島遊覧株式会社 観光 東部
鳥取県岩美町の浦富海岸で観光遊覧船８隻の運航と一
般食堂、土産物販売などの事業を営んでいます。

サンヨーグループ
株式会社セツ、株式会社テイスティーワン、
有限会社味彩・さかゑ

食 東部

パチンコUFOを山陰両県、兵庫県に１８店舗展開してい
ます。まねき（うどん、丼物）６店舗、モルトボーのチャオ
（パスタ店）２店舗を運営しています。日配弁当、仕出し、
料理等を提供しています。

株式会社サカイ引越センター　鳥取支社 運輸 東部
全国191社のサカイのネットワークを通じ日本全国のお
引越しをお手伝い致します。

有限会社サービスタクシー 運輸 東部
小型専門のタクシー会社です。たんなる移動手段にとど
まらず丁寧な、接客と的確な仕事で信頼される鳥取市ナ
ンバー１企業となるべく進化し続けます！

株式会社サンインマルイ
株式会社エスマート

食 東部
マルイ、エスマートはマムハートホールディングス傘下の
スーパーマーケットで、売上は約500億円です。

医療法人至誠会
社会福祉法人親誠会

健康 中部
地域に根ざした医療と介護の統合サービス支援をしてお
ります。

株式会社ゼロ 観光 東部
日本で最も歴史あるパラグライダースクールで、有名人
も沢山飛んでいます。空を飛ぶ夢を叶えられる仕事で
す。

大山乳業農業協同組合 食 中部
乳製品製造販売（資本金８億３６００万円、事業高１６２
億８６００万円<２０１７年１２月期>

鳥取東伯ミート株式会社 食 中部
地元とうはくを中心としたブランド東伯和牛、東伯牛、大
山ルビー豚などを取扱い加工し、県内外への販売、また
当社オリジナル加工商品の販売、直販売店舗運営

東宝企業株式会社 食 中部
東宝企業は「東宝ストア」で６店舗、「新あじそう」で２店
舗を倉吉市を中心に８店舗を運営しているスーパーマー
ケットです。
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医療法人社団　日翔会 健康 中部
倉吉市、米子市、日野町、真庭市、新見市に高齢者福
祉サービスを提供しています。働きながら資格取得がで
きるのが特徴です。

日本交通株式会社 運輸 東部
バス・タクシー事業を中核とした総合交通サービス企業
として事業を展開しております。

株式会社バードワークス IT 東部
ICT技術を用いた地方自治体向けシステムのほか、最先
端技術を使用した自社企画の開発を行っています。

日ノ丸西濃運輸株式会社 運輸 東部 カンガルー特急便を中心とした商業物流サービス事業

大江ノ郷自然牧場グループ
有限会社ひよこカンパニー

食 東部
養鶏業、通信販売事業、食品製造（菓子、調理、製パ
ン）、飲食店の運営

株式会社ひまわり企画
（倉吉シティホテル）

観光 中部
ウェディング・宴会・会議・レストラン・宿泊・ケータリング
など都市型ホテル事業を行っています。

日ノ丸自動車株式会社 運輸 東部
路線、高速、貸切バスなどのバス事業を柱に、旅行業、
航空総代理店、損保、生保代理店などの関連事業

富士産業株式会社　山陰事業部 食 東部
富士産業は受託先の病院・福祉施設等で喫食者に喜ば
れる食事サービスの提供に努めております。

株式会社ホテルセントパレス倉吉 観光 中部
県中部地域最大級の客室数を持つ宿泊事業。ヨーロッ
パの贅沢な調度品に囲まれた中で行う婚礼・宴会事業

マルサンアイ鳥取株式会社 食 東部
２０１７年６月下旬生産開始。常にお客様満足を追求し
「安心・安全」な豆乳を皆様の元にお届けしています。

株式会社丸合 食 中部
山陰両県に２６店舗を展開する食品スーパーマーケット
です。地域のお客様のふだんの生活のパートナーです。

株式会社源吉兆庵　鳥取工場 食 東部
四季折々の果実を用いた創作性の高い高級和菓子を製
造・販売している会社です。

株式会社ラークコーポレーション
（三朝館）

観光 中部
三朝温泉で大正10年に開業した大型温泉旅館を運営し
ています。平成26年に鳥取駅前でもホテルをオープンし
ました。

流通株式会社 運輸 中部
流通は今年で創業４２年目。運送事業・バス旅行事業・
イベント事業をメインとして「地域密着サービス業」を展開
しています。

株式会社和想
（和想館）

食 東部
着物販売＆カフェ事業。着物を通して和の心を世界に広
めようと考えている会社です。
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合同企業
説明会・面接会

午後からの面接会の前に、マナ
ーや心構えなど面接のポイント
を習得し、採用につなげます。
セミナーのみ、合同企業説明会
のみの参加も可能です。

面接会に向けて充実の
事前セミナー開催！

サービス分野のお仕事をお探
しの皆さまと企業等の方が、直
接お話しできる機会です。お気
軽にご来場ください。

きっと最高のマッチング
が見つかります。

参加者募集：無料

面接会事前対策セミナー＆
平成30年度

参加費無料・服装自由
当日参加OK

キッズスペースあり

雇用保険受給中の方には
活動証明書を発行

どなたでもお気軽に。

平成３１年１月１９日（土）
セミナー　10：30 ～ 12：00　県民ふれあい会館
合同説明会・面接会　13：30 ～ 16：00　新日本海新聞社ビル

主催：鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会・県立鳥取ハローワーク・県立倉吉ハローワーク

セミナーへの参加は事前申込みが必要ですので、裏面の申込書へご記入頂きご連絡ください。
合同企業説明会のみの参加は事前申込みは不要です。その他、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

お申込み・お問合せ

県立鳥取ハローワーク
〒680-0835 鳥取市東品治町 111-1（JR 鳥取駅構内）
電話：0857-51-0501　FAX：0857-51-0502
ホームページ　https://www.tori-hello-w.jp/

県立倉吉ハローワーク
〒682-0023 倉吉市山根 557 番地 1　パープルタウン 1階
電話：0858-24-6112　FAX：0858-24-6113
ホームページ　https://www.tori-hello-w.jp/

in鳥取



こんな人と働きたいと思われるために・・・。採用につながる、押さえておくべき面接のポイントを習得。
面接会事前対策セミナー

テーマ「すぐに実践！面接対策」

講　師　原田　美樹　氏

会　場　県民ふれあい会館 ４F 中集会室２
　　　　 （鳥取市扇町２１番地）

参加費　無　料

定　員　３０名

原田美樹事務所　代表
セミナーの内容
①　就職における面接とは
　　面接官はココを見る・心構えなど
②　面接で好感度を上げる第一印象
　　最初の１分間が勝負・第一印象が決まる３つの要素など
③　面接に実際に活かせるポイント
　　説得力のある PR方法・具体的な伝え方など

タイムスケジュール
10：00　開場  ・  受付
10：30　面接会事前対策セミナー
　　　　「すぐに実践！面接対策」
12：00　昼休憩・移動
13：00　合同企業説明会開場・ご準備
13：30　合同企業説明会開始
　　　   求職者様ご来場
15：30　面接会
16：00　終了
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受講には事前申込みが必要です。

会場へのアクセス

イオン
鳥取店

ローソン

スターバックス

ワシントン
ホテル

鳥取市駅南庁舎

鳥　取　駅

県立鳥取ハローワーク
（JR 鳥取駅構内 1階）

県民ふれあい会館
（鳥取県立生涯学習センター内）

新日本海新聞社ビル

ローソン
県民ふれあい会館

（鳥取県立生涯学習センター内）

４F 中集会室２

セミナー会場

鳥取市扇町２１番地

新日本海新聞社
５階ホール

合同企業説明会・面接会

鳥取市富安２丁目 137 番地

県立鳥取ハローワーク
（JR 鳥取駅構内１階）

お申込み・お問合せ先

鳥取市東品治町 111 番地 1
10：30　面接会事前対策セミナー

13：30　面接会事前対策セミナー

ふりがな

氏　　名

現  住  所

参加について 事前対策セミナーのみ　　・　　企業合同説明会、面接会のみ　　・　　セミナー、説明会どちらも参加　

男　・　女

T E L

携帯

1/19 参加申込書

（〇で囲ってください。）

〒　　　　　－

以下の内容を、県立鳥取・倉吉ハローワークのいずれかにご連絡のうえお申し込みください。（ご記入のうえファクシミリも可。）

県立鳥取ハローワーク 
電話：0857-51-0501　FAX：0857-51-0502

県立倉吉ハローワーク
電話：0858-24-6112　FAX：0858-24-6113

（　　　　　　）　　　　　－

（　　　　　　）　　　　　－


