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土木技術者（香川） 新卒 既卒

土木技術者（丸亀） 中途

総合職（技術者） 中途

総合職（工程管理／経験不問） 中途

総合職（化学技術者） 中途

総合職（システムエンジニア） 中途

総合職（高周波電子回路技術者） 中途

総合職（海外営業担当） 中途

放送技術部 新卒 既卒

番組制作ディレクター 新卒 既卒

カメラマン（男女） 新卒 既卒

4 朝日エティック㈱　高松支店 高松市観光通 建築・設備工事に伴う設計・施工
店舗建設・設備工事ルート営業及び
看板工事施工管理（高松）

中途 https://www.etic.co.jp

一般事務 中途

企画編集営業 中途

6 穴吹エンタープライズ㈱ 高松市古新町 ホテル・公共施設・SA等の施設運営 総合職 新卒 既卒 ○ https://www.anabuki-enter.jp/

7 ㈱穴吹カレッジサービス　ソフト開発事業部 高松市西内町 ソフトウェア開発 プログラマー・SE 中途 ○ http://www.anabuki-acs.co.jp/

清掃管理スタッフ（高松支店） 新卒 既卒

【香川】清掃管理スタッフ（高松支店） 中途

建築系施工管理分野
技術総合職

新卒 既卒

機械系生産管理分野
技術総合職

新卒 既卒

現場管理者（技術職） 中途

製造職（鋼材加工） 中途

管理部門（総務）事務職 中途

製造職（溶接工） 中途

営業職（機械設備・工事改修） 中途

空港保安検査員、施設警備員 新卒 既卒

空港保安検査員 中途

施設警備員（高松市） 中途

技術、設計、現場代理人 中途

総合職営業系 新卒 既卒

総合職技術系 新卒 既卒

新商品の開発業務 新卒 既卒

品質保証部 新卒 既卒

新商品の開発業務 中途

製造部員（豊浜） 中途

生産ラインのオペレーター（詫間工
場）

中途

製造部員（詫間） 中途

13 ㈱一鶴 丸亀市土器町 骨付鳥専門店 接客・調理 新卒 既卒 ○ くるみん https://www.ikkaku.co.jp

電気設計技術者 中途

溶接工 中途

塗装工 中途
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●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

1 アイエン工業㈱香川支店 丸亀市土器町 建設業（港湾土木） ○ http://aien.biz/

2 アオイ電子㈱ 高松市香西南町 電子部品の製造 ○ http://www.aoi-electronics.co.jp/

https://www.asahi-os.com

3 ㈱アクシス 高松市錦町 放送番組・CM・動画制作 ○

高松市磨屋町 建物サービス業 ○

http://ax-web.com

5 ㈱朝日オリコミ四国 高松市木太町
全国新聞折込広告の企画作成、ビジネス
香川発行及び新聞即売事業

○

https://www.anabuki-clean.jp

9 ㈱アムロン 高松市末広町
鉄鋼製品販売・加工、各種工事、産業機
器、製造設備、環境事業他

○ http://www.amron.co.jp

8 ㈱あなぶきクリーンサービス

https://www.ishigaki.co.jp

10 ＡＬＳＯＫ香川㈱ 高松市田町 警備業

三豊市三野町 冷凍食品製造 ○

https://kagawa.alsok.co.jp/

11 ㈱石垣 東京都千代田区
ろ過機・脱水機・ポンプの製造・販売
プラント設備の設計、施工

○

http://www.isemaru.co.jp

14 一光電機㈱ 高松市香南町 配電盤等の設計・製造・販売業 https://www.ikko-e.co.jp

12 伊勢丸食品㈱

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

https://www.etic.co.jp/#
https://www.ikkaku.co.jp/#
http://aien.biz/#
https://www.anabuki-clean.jp/#
https://kagawa.alsok.co.jp/#
http://www.isemaru.co.jp/#
https://www.ikko-e.co.jp/#
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介護職員 新卒 既卒

准看護師 中途

正看護師 中途

介護職員 中途

理学療法士・作業療法士 中途

調理員 中途

介護支援専門員 中途

理学療法士・作業療法士 新卒 既卒

正看護師 新卒 既卒

介護支援専門員 新卒 既卒

准看護師 新卒 既卒

調理員 新卒 既卒

ルート営業（高松） 新卒 既卒

営業（高松） 中途

一般事務（経理） 中途

NC、MCオペレーター（西大寺本
社）

新卒 既卒

NC、MCオペレーター（玉柏・第ニ
工場）

新卒 既卒

鋳造造形機オペレーター（西大寺
本社）

新卒 既卒

生産管理（西大寺本社） 中途

NC、MCオペレーター（西大寺本
社）

中途

NC、MCオペレーター（玉柏・第ニ
工場）

中途

調理員 新卒 既卒

生活相談員 新卒 既卒

介護職員 新卒 既卒

調理員 中途

介護職員 中途

建築営業 新卒 既卒

建築技術者 新卒 既卒

営業員（建築・リフォーム） 中途

住宅営業 中途

建築施工技術者〔見習可：鉄骨・鉄筋
工事・公共工事〕

中途

不動産アドバイザー 中途

ホームアドバイザー 中途

技術職 中途

技術職 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

事務職 新卒 既卒

プログラマー・システムエンジニア 中途

プログラマー 新卒 既卒

セールスエンジニア 新卒 既卒

明光義塾ゆめタウン丸亀教室　教室
長　運営スタッフ

中途

店長候補 中途

https://isseisha.co.jp

15
医社)一士会
(はまひるがおグループ）

小豆郡土庄町 医療・介護 ○

岡山県岡山市 鋳物・金型の製造加工並びに販売 ○

https://hamahirugao.jp/

16 ㈱一誠社 高松市田村町 印刷・ＯＡ関連機材販売 ○

http://www.inno-tech.jp/

18 社福）永世会 坂出市西庄町 生活介護、通所介護、居宅介護支援 ○ http://ryokusei.byoinnavi.jp

17 ㈱イノテック

https://www.okurahouse.co.jp/

19 エヌケー建設㈱ 高松市木太町 総合建設業 ○

高松市太田上町 自動車販売・整備・美装・保険 ○

https://www.nkk-cm.com

20 ㈱オークラハウス 丸亀市郡家町 住宅の建築販売・不動産の売買及び仲介 ○

https://www.n-cars.jp/

22 沖津電気工業㈱ 高松市宮脇町
コンピューターソフトウェア開発・電子機器
販売

○ http://www.okitu.co.jp/

21 オートモールジャパン㈱

23 かいてき空間㈱ 高松市伏石町 飲食業、教育事業 https://www.kaiteki-kukan.net

岡山県企業

https://isseisha.co.jp/#
http://ryokusei.byoinnavi.jp/#
https://www.nkk-cm.com/#
https://www.sanko-scl.co.jp/#
https://www.sanko-scl.co.jp/#
https://www.kaiteki-kukan.net/#
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営業職 新卒 既卒

整備職 新卒 既卒

営業職（自動車等の販売） 中途

自動車整備職 中途

総合職 新卒 既卒

営業／ルートセールス／農業用機械 中途

整備士／農業用機械 中途

ＥＭＳ技術系総合職 新卒

ＥＭＳ営業系総合職 新卒

システム系　総合職 新卒

実装設備管理オペレーター 中途

製造（電子基板）【高松工場】 中途

電子部品の入出庫作業 中途

27 かどや製油㈱　小豆島工場 小豆郡土庄町 植物油脂（ごま油・食品ごま）製造業 機器保守メンテナンス 中途 https://www.kadoya.com/

ライフスタイルアドバイザー・建築企
画・設計・現場監督

新卒 既卒

設計業務 中途

ライフスタイルアドバイザー・建築企
画・設計・現場監督

中途

技術職 新卒 既卒

技術職（設計、他） 中途

機械組立調整・溶接 中途

営業・積算業務 新卒 既卒

設計・積算業務 新卒 既卒

製造 新卒 既卒

工務・現場管理 新卒 既卒

総務 新卒 既卒

営業・積算業務 中途

設計・積算業務 中途

製造 中途

建築板金工 中途

工務・現場管理 中途

倉庫作業、軽作業 中途

総務事務 中途

技術職 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

製造職 新卒 既卒

営業職（転勤なし） 新卒 既卒

総合職 新卒 既卒

一般職 新卒 既卒

営業職（金融外交員） 中途

http://www.mmckagawa.co.jp

仲多度郡まんのう町 農業用機械等の販売及び修理 ○

24 香川三菱自動車販売㈱ 高松市観光通 新車・各種中古車の販売等 ○

https://www.k-mam.com/

26 カトーレック㈱高松本社 高松市朝日町 エレクトロニクス事業、物流事業、文化事業 ○ https://www.katolec.com

25 香川三菱農機販売㈱

http://www.kamacho.co.jp

28 ㈱金丸工務店 三豊市豊中町 総合建設業 ○

仲多度郡まんのう町 建築板金業 ○

https://www.kanamarustyle.com

29 鎌長製衡㈱ 高松市牟礼町
産業用はかり、省力化・リサイクル用処理
機器プラントの製造販売

○

http://www.kawakamibankin.co.jp

31 ㈱川西水道機器 綾歌郡綾川町
水を安定的に届けるために必要不可欠な
「管継手」専門メーカー

○ https://www.sk-kawanishi.com

30 ㈱川上板金工業所

32 観音寺信用金庫 観音寺市観音寺町 金融業 ○ http://www.kanshin.co.jp

https://www.kadoya.com/#
http://www.mmckagawa.co.jp/#
https://www.k-mam.com/#
https://www.katolec.com/#
https://www.kanamarustyle.com/#
http://www.kawakamibankin.co.jp/#
http://www.kanshin.co.jp/#
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介護職員（特別養護老人ホーム） 新卒 既卒

保育士 新卒 既卒

看護師 新卒 既卒

介護職員（特養：夜勤有）「一宮の里」
資格必須

中途

准看護師　高松市一宮町「胡蝶の夢」 中途

介護職員（夜勤有）「胡蝶の夢」資格
必須

中途

製造技術 新卒 既卒

経理職 中途

製造オペレーター（ラミネート工程） 中途

製造オペレーター（製版工程） 中途

倉庫業務・配送業務 中途

製造オペレーター（印刷工程） 中途

販売職
管理職候補

中途

販売職 中途

販売職 新卒 既卒

品質管理職 新卒 既卒

生産管理員 新卒 既卒

食品加工及び生産管理 中途

事務職 中途

土木技術者 新卒 既卒

事務総合職 新卒 既卒

営業職 新卒

営業職 中途

保育士 新卒 既卒

児童指導員 新卒 既卒

生活支援員 新卒 既卒

保育士 中途

調理員 中途

児童指導員 中途

クラス担当講師 中途

クラス担当講師 新卒 既卒

総合職（幹部候補） 新卒 既卒

特別養護老人ホームきやま　看護職
員

中途

特別養護老人ホームきやま　介護職
員

中途

介護老人保険施設　城山苑　介護職
員

中途

グループホーム緑の里　介護職員 中途

きやまケアプランセンター　ケアマネ 中途

https://www.kishokai.com

観音寺市粟井町
食品パッケージを中心とした「パッケージ」
の企画・製造・販売

○

33 社福）喜勝会 高松市一宮町 老人福祉・介護事業 ○

https://www.kitashikoku-g.co.jp/

35 ㈱きむら 高松市太田上町 生鮮食品中心のスーパーマーケット ○ http://www.skimura.jp/

34 ㈱北四国グラビア印刷

https://www.kyotaku.co.jp/

36 ㈱木村海産 さぬき市津田町
主に、いわしの稚魚の製造販売
惣菜・冷凍食品・お菓子・ペットフード等の
製造販売

○

高松市磨屋町
総合人材サービス業（人材派遣・人材紹
介・BPOなど）

○

https://www.kimura-kaisan.co.jp

37 協拓建設㈱ 高松市松縄町
ダム、トンネル等大規模土木工事の施工管
理

○

https://www.crie.co.jp/

39 社福)恵愛福祉事業団 東かがわ市白鳥
保育所・児童養護施設・児童館・児童発達
支援事業、障害者支援事業

○ https://www.keiaifukushi.jp/

38 ㈱クリエアナブキ

http://www.nagai-group.com/

40 ㈱ケイシン 高松市屋島西町 総合学習塾 ○ https://www.juku-keishinkan.com

41 社福）敬世会 坂出市川津町
社会福祉法の規定に基づく高齢者福祉事
業の運営

○

https://www.kishokai.com/#
https://www.kimura-kaisan.co.jp/#
https://www.keiaifukushi.jp/#
http://www.nagai-group.com/#
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●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

看護師 新卒 既卒

准看護師 新卒 既卒

薬剤師 新卒 既卒

臨床工学技士 新卒 既卒

社会福祉士 新卒 既卒

介護福祉士 新卒 既卒

栄養士 新卒 既卒

理学療法士 新卒 既卒

作業療法士 新卒 既卒

言語聴覚士 新卒 既卒

臨床検査技師 新卒 既卒

医療事務 新卒 既卒

一般事務 新卒 既卒

看護師 中途

准看護師 中途

薬剤師 中途

社会福祉士 中途

介護福祉士 中途

介護職員 中途

作業療法士 中途

理学療法士 中途

臨床検査技師 中途

歯科衛生士 中途

医療事務 中途

一般事務（外来業務） 中途

一般事務（経理及び総務事務） 中途

一般事務（病棟クラーク） 中途

セラピスト（デイケアますらを） 中途

臨床工学技士（人工透析室） 中途

介護職員（定期巡回トゥーユー） 中途

看護師・准看護師 中途

医療介護事務員 中途

設計（船体又は機関設計） 新卒 既卒

内航船の艤装又は船舶工務 新卒 既卒

設計（船体又は機関設計） 中途

内航船の艤装又は船舶工務 中途

内航船舶の修繕鉄工、配管工 中途

内航新建造船の艤装鉄工 中途

総合職(営業） 新卒 既卒

管理部（システム担当） 中途

営業職（高松営業所） 中途

仲多度郡まんのう町 病院・介護施設 ○ くるみん http:www.eisei-hp.or.jp/

43 医社）健愛会　あきやまクリニック 高松市香川町
内科、泌尿器科、腎臓内科、有料老人ホー
ム等の運営

https://www.akiyama-clinic.com

42 医)圭良会

http://kouzai-bussan.jp/

44 興亜産業㈱ 丸亀市蓬莱町 鋼製船舶の建造及び修理業 ○ http://www.koashipyard.co.jp/

45 ㈱香西物産 さぬき市鴨庄
寿司用食材を主な取扱商品とする水産物
等卸売業

○

https://www.akiyama-clinic.com/#
http://kouzai-bussan.jp/#
http://www.koashipyard.co.jp/#
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認定企業 ホームページアドレス

かがわーくフェア2023（春の就職面接会＆企業説明会）　参加事業所一覧

●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

介護職員
（デイサービスセンター　ネムの木）

新卒 既卒

生活相談員
（デイサービスセンター　ネムの木）

新卒 既卒

介護職員
（特別養護老人ホーム　ネムの木）

新卒 既卒

介護職員
（デイサービスセンター　ネムの木）

中途

看護師（ネムの木デイサービス豊浜） 中途

事務員
（特別養護老人ホーム　ネムの木）

中途

保育士・児童指導員 新卒 既卒

介護職員 新卒 既卒

管理栄養士 中途

介護職員（特別養護老人ホーム・夜勤
有）

中途

保育士・児童指導員 中途

ルート営業【工作機械・工具・鋼材】 新卒 既卒

事務 新卒 既卒

事務 中途

ルート営業【工作機械・工具・鋼材】
（転勤無し）

中途

49 社福)香東園 高松市岡本町
特別養護老人ホームを中心とした高齢者
介護福祉サービスの運営

介護職 新卒 既卒 ○ http://www.koutouen.com/

金属リサイクル及び構築物解体の営
業・管理

新卒 既卒

金属リサイクル解体営業社員 中途

金属リサイクル作業員 中途

解体作業員 中途

大型トラック運転手 中途

印刷オペレーター 中途

加工オペレーター 中途

物流企画・物流管理・ロジスティクス
管理者

中途

52 後藤設備工業㈱ 高松市香西東町
空気調和・給排水・電気設備の設計施工、
消防施設工事

現場施工管理 新卒 既卒 ○ http://www.csgsk.co.jp

自動車販売営業 新卒 既卒

整備士 新卒 既卒

自動車販売営業 中途

建築技術者（候補者） 新卒 既卒

建築設計・積算 新卒 既卒

営業員 新卒 既卒

土木技術者（候補者） 新卒 既卒

55 ㈱ザグザグ 岡山県岡山市 ドラッグストア、調剤薬局、介護施設の経営 総合職／店長候補・店舗販売 新卒 既卒 ○ https://www.zagzag.co.jp/

販売スタッフ 中途

セキュリティ機器取付サービススタッフ 中途

製造技術職 中途

製造技術職 新卒 既卒

経理・財務職 中途

人事・総務職 中途

社内システムエンジニア職 中途

https://www.uc-cosmotec.co.jp/51
コスモテック㈱
(ユニ・チャーム㈱グループ)

善通寺市弘田町 合成樹脂フイルムの印刷・加工・販売 ○

丸亀市川西町 老人福祉施設・介護事業 ○
http://www.koushi-
f.or.jp/recruit/index.php

47 社福）弘善会 高松市前田西町 児童養護施設・高齢者施設での自立援助 https://www.kouzenkai.jp

46 社福)光志福祉会

https://www.koyo-recycle.co.jp

48 合田商事㈱ 高松市春日町 工作機械、工具・鉄鋼材の販売

50 光洋産業㈱ 坂出市築港町 鉄・非鉄リサイクル業、構築物解体業 ○

53 コンドウ自動車工業㈱ 三豊市高瀬町 自動車販売、整備業 ○

https://kk-success.co.jp/

54 サカケン㈱ 坂出市旭町
建築・土木工事請負、土地・建物の管理、
運営、賃貸等

○

高松市朝日町 化学薬品製造業 ○

https://www.sakaken-kagawa.co.jp

56 ㈱サクセス 坂出市西大浜北
電気工事・通信工事・携帯販売・地域創生
支援事業

○

http://www.sanukikagaku.co.jp/

58 ㈱サムソン 観音寺市八幡町 産業用ボイラ、食品機械等の製造販売 ○ https://www.samson.co.jp/

57 讃岐化学工業㈱

http://www.csgsk.co.jp/#
https://www.zagzag.co.jp/#
http://www.koushi-f.or.jp/recruit/index.php#
http://www.koushi-f.or.jp/recruit/index.php#
https://www.kouzenkai.jp/#
https://www.koyo-recycle.co.jp/#
http://arg-shodoshima.jp/#
http://www.tyco-acty.co.jp/
https://kk-success.co.jp/#
http://www.sanukikagaku.co.jp/#
https://www.samson.co.jp/#
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認定企業 ホームページアドレス

かがわーくフェア2023（春の就職面接会＆企業説明会）　参加事業所一覧

●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

営業 新卒

設計施工管理（空調機器等） 新卒

機械器具の設置施工管理 中途

空調機器の営業施工管理 中途

機械設計 中途

技術営業 中途

機械組立 中途

電気設計 中途

機械設計・電気設計 新卒 既卒

加工職 新卒 既卒

加工職 中途

事務職 新卒 既卒

現業職（製造機械オペレータ）ラミネー
ト

中途

スリッター機オペレーター 中途

63 三和電業㈱ 高松市太田下町 総合設備工事の設計、施工、メンテナンス 施工管理（現場代理人） 新卒 既卒 ○ https://sanwanet.co.jp

配達・営業 新卒 既卒

高圧ガス充填・検査・技術 新卒 既卒

65 四国医療器㈱ 高松市錦町 医療機器・理化学機器のルート営業 理化学機器の営業 中途 ○ https://shikokuiryoki.com/

総合職 新卒 既卒

製造工 中途

検査員 中途

生産技術職 中途

セキュリティスタッフ 新卒 既卒

営業スタッフ 新卒 既卒

技術スタッフ 新卒 既卒

施設警備業務〔守衛室・ビル：高松市
内〕

中途

セキュリティスタッフ 中途

営業職 新卒 既卒

サービスステーション（ガソリンスタン
ド）スタッフ職

新卒 既卒

サービスステーション（ガソリンスタン
ド）スタッフ（セルフ綾南町）

中途

サービスステーション（ガソリンスタン
ド）スタッフ（セルフ海岸通り）

中途

69 四国繊維販売㈱ 高松市香川町 寝具・インテリア製造販売 企画営業　ネットショップ運営 中途 ○ https://www.shikokuseni.co.jp

土木・造園・外構の施工 中途

現場施工・管理 中途

外構・庭の設計・プランナー 中途

外構・庭の設計・プランナー 新卒 既卒

現場施工・管理 新卒 既卒

71 ㈱タダノエンジニアリング 高松市新田町
油圧機械の設計・製作
クレーン等の建設機械のマニュアル製作

油圧機械の設計業務 中途 ○
ﾕｰｽｴｰﾙ
くるみん

https://www.tadanoeng.co.jp

製造職 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

営業 中途

製造員 中途

https://www.sanko-scl.co.jp

59 ㈱サンキ 高松市郷東町 産業機械器具卸売業 ○

高松市多賀町
工業用刃物の卸売、工業用刃物の再研磨
加工

○

https://sanki-net.jp

60 讃光工業㈱ さぬき市長尾西
各種計量機　自動配合・電子計量システム
の開発から設計、製造

○

https://sanyukenki.com/recruit/

62 三和工業㈱ 仲多度郡まんのう町 合成樹脂・軟包装資材の製造および販売 ○ http://sanwa30.co.jp

61 三有研器㈱

http://www.shikoku-kakoh.com/

64 四国アセチレン工業㈱ 丸亀市富士見町
産業ガス・医療ガス・食品ガス製造販売、
溶接機材・工具工作機器販売、省エネル
ギー設備開発

○

高松市六条町 警備業 ○

https://shikoku-ace.com/

66 四国化工㈱ 東かがわ市西山
食品・電子部品・医薬医療用特殊包装フィ
ルム及びプラスチックダンボールの製造・
販売

○

https://shikoku-keibi.co.jp

68 四国石油㈱ 高松市藤塚町
石油製品、ＬＰガス及び器具等の販売、工
事等

https://www.yonseki.jp

67 四国警備保障㈱

https://shikoku-dan.co.jp

70 ㈲四国造園 坂出市青海町
個人邸の外構、庭の設計及び公共土木、
造園事業

○ https://www.im-grden.com

72 四国段ボール㈱ 坂出市林田町 段ボール製品の製造・販売 ○

https://sanwanet.co.jp/#
https://www.shikokuseni.co.jp/#
https://www.tadanoeng.co.jp/#
https://www.sanko-scl.co.jp/#
https://sanki-net.jp/#
http://sanwa30.co.jp/#
http://www.shikoku-kakoh.com/#
https://shikoku-ace.com/#
https://shikoku-keibi.co.jp/#
https://www.yonseki.jp/#
https://www.takarada-net.co.jp/#
https://www.fujikensetsu.jp/#
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No.

事業所名 所在地 事業内容 求人職種 企業説明
(次年度卒業者用)

認定企業 ホームページアドレス

かがわーくフェア2023（春の就職面接会＆企業説明会）　参加事業所一覧

●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

営業職／総合職（転勤あり） 新卒 既卒

営業職／総合職（転勤なし） 新卒 既卒

専任職／ルートスタッフ 新卒 既卒

システム職 新卒 既卒

検査技能職 新卒 既卒

システム開発 中途

臨床検査技師 中途

システムエンジニア 中途

インフラエンジニア 中途

システムエンジニア、インフラエンジニ
ア

新卒 既卒

事務員総合職 新卒 既卒

集配運転者（軽四・２ｔ車）（さぬき） 中途

運行運転者（さぬき） 中途

事務総合職（高松） 中途

仕分け作業（高松） 中途

仕分け作業（夜勤）（高松） 中途

配達ドライバー（２ｔ車）（高松） 中途

大型トラックドライバー（長距離：コンテ
ナ輸送有り）（高松）

中途

事務員一般職（丸亀） 中途

構内作業員（正社員）（丸亀） 中途

大型トラックドライバー（長距離：コンテ
ナ輸送あり）（丸亀）

中途

集配運転者（軽四・２ｔ車）（丸亀） 中途

集配運転者（大野原） 中途

業務員（大野原） 中途

事務員（総合職）（大野原） 中途

集配運転者（２ｔ・４ｔ）（東かがわ） 中途

運行運転者（長距離）（東かがわ） 中途

業務員（日勤）（東かがわ） 中途

業務員（深夜）（東かがわ） 中途

理学療法士・作業療法士・言語聴覚
士

新卒 既卒

介護（初任者研修）
※無資格可

新卒 既卒

正看護師 新卒 既卒

准看護師 新卒 既卒

社会福祉士 新卒 既卒

事務職 新卒 既卒

介護福祉士 新卒 既卒

事務職 中途

正看護師 中途

准看護師 中途

介護（無資格） 中途

介護（介護福祉士） 中途

介護（初任者研修） 中途

綾歌郡綾川町 臨床検査業 ○ http://s-cyuken.co.jp

74 ㈱四国電子計算センター 高松市古新町 情報処理サービス ○ くるみん http://www.scc21.co.jp/

73 ㈱四国中検

75 四国福山通運㈱ 高松市郷東町 一般貨物自動車運送業

76 ㈱シニアライフアシスト 高松市福岡町
ロイヤルケア高松（介護施設・デイサービ
ス）の運営

○
くるみん
えるぼし

https://www.royalcare.jp

https://www.takarada-net.co.jp/#
https://www.kanamarustyle.com/#
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認定企業 ホームページアドレス

かがわーくフェア2023（春の就職面接会＆企業説明会）　参加事業所一覧

●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

電気設計エンジニア 中途

調達・製作管理 中途

施工管理 中途

宿泊部フロント・予約課 中途

料飲部サービス課 中途

総務経理課 中途

現地技術員 新卒 既卒

現地技術員 中途

ホテル総合職 新卒 既卒

調理 新卒 既卒

総合職（フロント） 中途

総合職（料飲・接客） 中途

調理 中途

機械オペレーター 中途

配送担当 中途

看護師 新卒 既卒

正看護師（夜勤・オンコール有） 中途

准看護師（夜勤・オンコールあり） 中途

看護助手（病院） 中途

内装工事のコーディネーター（施工管
理）

新卒 既卒

内装仕上工事に於ける支援業務 中途

技能工（内装工） 中途

整備職 新卒 既卒

営業職 中途

整備職 中途

介護職（資格不問） 新卒 既卒

介護福祉士（仲南荘）《夜勤あり》 中途

介護福祉士（満濃荘）《夜勤あり》 中途

介護福祉士（グループホームよりあ
い）《夜勤あり》

中途

機械設計技術者 中途

電気制御技術者 中途

機械設計 新卒 既卒

電気制御 新卒 既卒

秘書 新卒 既卒

介護職（香川） 新卒 既卒

訪問介護／初任者研修修了／高松
市

中途

訪問介護／実務者研修修了者／介
福受験補助あり／高松市

中途

訪問介護／介護福祉士／夜勤なし／
高松市

中途

設計技術者・測量技術者及び補助者 新卒 既卒

発電用・送電用・配電用電気機械器
具製造業務

中途

77 島産業㈱ 観音寺市中田井町 環境施設のプラント設計及び施工 ○ https://www.shimasangyo.co.jp

78 ㈱下電ホテル 岡山県倉敷市 国際観光旅館 ○ http://shimoden.bonvoyage.co.jp

https://www.just-nishinihon.jp

http://arg-shodoshima.jp

79 ㈱ジャスト西日本 坂出市築港町
非破壊検査業（建築構造物の検査・探査・
調査・診断等）

○

81 ㈱シロトリ 東かがわ市伊座 オフセット印刷及び紙器加工 ○

㈱小豆島国際ホテル 小豆郡土庄町 ホテル業 ○

http://www.shirotori.jp

80

https://shinnihonkenko.com

82 医社）新進会　おさか脳神経外科病院 高松市三名町
脳外科、外科、内科、リハビリテーション
科、神経内科、整形外科、麻酔科、放射線
科、循環器内科

高松市東ハゼ町
新車・中古車、電動車いす・部品用品の販
売、自動車整備など

○

https://www.osaka-nhp.jp

83 新日本建工㈱ 高松市林町 建築工事における内装仕上工事 ○

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj
-kagawa/

85 社福)正友会 仲多度郡まんのう町
介護事業
特別養護老人ホームまたはグループホー
ム

○ くるみん https://www.seiyuukai.jp/

84 ㈱スズキ自販香川

https://www.saint-care.com

86 ㈱セリックス 木田郡三木町 半導体搬送装置及びロボット開発等 ○

仲多度郡琴平町 調査・測量・土木設計、電気製造業 ○

https://serix.jp/

87 セントケア四国㈱ 高松市中新町 総合在宅福祉サービス ○

https://sogogiken.co.jp88 ㈱総合技建コンサルタント

岡山県企業

https://www.shimasangyo.co.jp/#
https://www.just-nishinihon.jp/#
http://arg-shodoshima.jp/#
http://www.shirotori.jp/#
https://shinnihonkenko.com/#
https://www.osaka-nhp.jp/#
https://www.seiyuukai.jp/#
https://www.saint-care.com/#
https://www.okurahouse.co.jp/#
https://sogogiken.co.jp/#


プース
No.

事業所名 所在地 事業内容 求人職種 企業説明
(次年度卒業者用)
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かがわーくフェア2023（春の就職面接会＆企業説明会）　参加事業所一覧

●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

一般看護師 中途

訪問看護師 中途

介護職員/デイサービス 中途

理学療法士・作業療法士（訪問看護
ステーション）

中途

介護スタッフ 新卒 既卒

機能訓練指導員 新卒 既卒

総務・人事・マネジメントスタッフ 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

設計・施工管理 新卒 既卒

営業職 中途

設計・施工管理 中途

現場監督 中途

建築・土木現場監督 新卒 既卒

建築・土木現場監督見習い 中途

段ボール・紙器の営業 新卒 既卒

企画・CADのよる設計 新卒 既卒

段ボールケース製造 新卒 既卒

事務 中途

段ボールケース製造 中途

段ボール資材配送 中途

総合職 新卒 既卒

ゴムホース組み立て・補助 中途

ゴムホース成形作業 中途

機械オペレーター/経験者 中途

機械オペレーター/未経験者 中途

営業員 新卒 既卒

営業員 中途

建設機械整備士 中途

製造職 中途

生産管理（坂出・転勤なし） 中途

溶接工 中途

物流管理スタッフ 新卒 既卒

生産スタッフ 新卒 既卒

98 ㈱たかせんテレコム 高松市室新町 ドコモショップの経営 モバイルアドバイザー 新卒 既卒
くるみん
えるぼし

http://www.takasentelecom.co.jp

電車乗務員 中途

技術系社員〔電気・保線・車両〕 中途

一般事務 中途

港湾荷役、コンテナ取扱業務など 中途

通関業務、輸出入関連業務 中途

営業職 新卒 既卒

研究開発 新卒 既卒

営業職 中途

佃煮及びレトルト食品の製造 中途

89 ㈱創心會 岡山県倉敷市
デイサービス、訪問看護リハビリステーショ
ン、他　全9事業

○ https://www.soushinkai.com/

http://www.taikikensetu.jp

90 ㈱ダイエイハウス 丸亀市飯野町 建築・土木工事、飲食・アパレル販売業

東かがわ市湊
段ボールケース・美粧ケース製造、包装資
材・テープ等販売、DIY梱包商品・食品容
器・ポリ・紙製品家庭必需品販売

○

https://www.daiei-house.jp

91 大企建設㈱ 善通寺市櫛梨町 総合建設業

http://www.taisei-dan.com/

93 大同ゴム㈱ 丸亀市蓬莱町 工業用ゴムホース製造 ○ https://www.daido-rubber.co.jp

92 大成段ボール㈱

https://taiyo-kouki.com

94 ㈱大東精工 東かがわ市白鳥
工作機械のツーリング、プルスタッドボルト
設計・製造

○

坂出市江尻町 金属製品製造業 ○

http://www.daito-tool.com/

95 大陽工機㈱ 綾歌郡綾川町 建設・産業機械の販売及び修理 ○

https://www.taiyo-sakako.co.jp

97 ㈱YKタイヨー 坂出市江尻町 パン･サンドイッチ等製造販売 ○ https://taiyokobeya.co.jp/

96 太陽サカコー㈱

https://www.takshoun.co.jp

99 高松琴平電気鉄道㈱ 高松市栗林町 鉄道事業 ○

小豆郡小豆島町
佃煮、惣菜、炊き込みごはんの素、防災食
等の食品製造、販売

○

https://www.kotoden.co.jp

100 高松商運㈱ 高松市サンポート
船舶・航空運送代理店業および取扱業・旅
行業・通関業その他

○

http://www.takara-s.co.jp101 宝食品㈱

http://www.takasentelecom.co.jp/#
http://www.taikikensetu.jp/#
https://www.daiei-house.jp/#
http://www.taisei-dan.com/#
https://www.daido-rubber.co.jp/#
https://taiyokobeya.co.jp/#
https://www.kotoden.co.jp/#
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認定企業 ホームページアドレス

かがわーくフェア2023（春の就職面接会＆企業説明会）　参加事業所一覧

●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

電気機械設計 新卒

電気機械組立 新卒

品質管理 新卒

資材調達 新卒

電気機械設計 中途

電気機械組立 中途

配電盤・制御盤の品質管理 中途

資材調達 中途

モバイルアドバイザー（小豆島店） 新卒 既卒

ＩＴ・セキュリティ支援士 新卒 既卒

一般事務 新卒 既卒

モバイルアドバイザー（木太店） 新卒 既卒

ＷＥＢ・動画製作デザイナー 新卒 既卒

モバイルアドバイザー（販売）（ドコモ
ショップ小豆島店）

中途

ＩＴ・セキュリティ支援士 中途

一般事務 中途

モバイルアドバイザー（販売）（ドコモ
ショップ木太店）

中途

ＷＥＢ・動画製作デザイナー 中途

技能職 新卒 既卒

溶接工 中途

塗装工 中途

105 ㈱タダノシステムズ 高松市新田町 VAN事業、ｿﾌﾄｳｪｱの開発販売 システムエンジニア 中途 ○ http://sys.tadano.co.jp/

古材の営業 中途

古材の製造 中途

古材の営業 新卒 既卒

古材の製造 新卒 既卒

営業 新卒 既卒

開発職 新卒 既卒

社内システムエンジニア 中途

開発職 中途

鋳造用塗型の製造 中途

営業 中途

施工管理者 中途

施工管理補助（事務系） 中途

技術系総合職 新卒 既卒

電気設備技術職 新卒 既卒

空調設備技術職 新卒 既卒

農業施設製造技術者 新卒 既卒

電気設備工事施工管理技術者 中途

空調・衛生設備工事施工管理技術者 中途

農業施設製造技術者 中途

ルート営業 新卒 既卒

ルート営業 中途

102 宝田電産㈱ 三豊市財田町 各種配電盤、制御盤の設計・製作・据付 ○ https://www.takarada-net.co.jp

https://sys.tadano.co.jp/ilec/

103 ㈱タケダ 高松市松島町 ドコモショップの運営 ○

坂出市富士見町
古材の柱、壁板の製造・販売
トラックフローリングの製造・販売

○

https://takedaz.com

104 ㈱タダノアイレック 仲多度郡多度津町 トラッククレーン用大型部品の製造業 ○

https://www.tsukamoku.co.jp/

107 ㈱ツチヨシ　アクティ 東かがわ市大内
鋳造用資材・設備の製造、販売
建材用・農業用等の各種材料の販売

○ http://www.tyco-acty.co.jp

106 塚田木材㈱

https://www.tokuju.co.jp

108 筒井工業㈱ 木田郡三木町
土木一式工事のほか、舗装工事など各種
専門工事

○

高松市花ノ宮町 電設資材、住設関連機器等の卸売業

https://tsutsui-kogyo.co.jp/

109 徳寿工業㈱ 高松市福岡町
電気・空調・給排水衛生設備の設計施工、
農業施設の建設販売

http://www.nakanishi-denki.jp110 中西電機㈱

https://www.takarada-net.co.jp/#
https://sys.tadano.co.jp/ilec/#
https://takedaz.com/#
http://www.tyco-acty.co.jp/#
https://www.tokuju.co.jp/#
http://www.nakanishi-denki.jp/#
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かがわーくフェア2023（春の就職面接会＆企業説明会）　参加事業所一覧

●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

建築工事監理 新卒 既卒

大工、左官、土工等 新卒 既卒

建築工事監理、営業 中途

建設作業員（監理者候補） 中途

大工、左官、土工等 中途

金融機関の渉外業務、窓口業務、総
務企画など全般

新卒 既卒

金融機関の渉外業務、窓口業務、総
務企画など全般

中途

販売スタッフ 新卒 既卒

販売アシスタント 新卒 既卒

販売アシスタント 中途

福祉用具専門相談員（高松市福岡
町）

中途

訪問介護員（フルタイム） 中途

ケアマネジャー 中途

住宅改修工事スタッフ 中途

住宅改修工事スタッフ【高松営業所】 中途

総合職 新卒 既卒

施工管理 中途

設計・構図業務 中途

117 日清医療食品㈱　四国支店 高松市番町
医療機関・老人福祉施設の食事サービス
受託業務

栄養管理職（栄養士・管理栄養士） 新卒 既卒 ○ https://www.nifs.co.jp

工務（住宅事業） 新卒 既卒

営業職（再生可能エネルギー事業） 新卒 既卒

営業職(住宅事業） 新卒 既卒

電気主任技術者 中途

施工管理（住宅事業） 中途

土地開発調査員 中途

技術職 中途

経理スタッフ 中途

120 日本電力㈱ 高松市磨屋町 エネルギー関連事業、生活支援事業 施工管理職 新卒 既卒 ○ https://nihondenryoku.co.jp

機械加工 中途

製缶組立工 中途

122 ネッツトヨタ香川㈱ 高松市木太町 自動車販売及び一般整備全般 技術職 新卒 既卒 ○ https://www.netzkagawa.com/

和三盆糖及び和三盆糖を用いた干菓
子商品の製造

新卒 既卒

和三盆糖、和三盆糖商品の製造 中途

介護職員 新卒 既卒

保育士 新卒 既卒

介護職員（未経験者応募歓迎） 中途

保育士 中途

調理員（多機能ケアホームやまぶき） 中途

図面作成、現場打ち合わせ（施工管
理）

新卒

ルート営業※建築・建材系　契約先ゼ
ネコン会社への営業訪問

中途

生コンクリートの品質管理及び設備保
全

中途

ＬＰガス・ガス器具などの営業販売及
び顧客管理

中途

111 ㈱西崎組 小豆郡土庄町
総合建設業、不動産業、一級建築士事務
所

○ https://www.nishizaki-gumi.co.jp

https://www.nishimura-joy.co.jp

112 西日本信用漁業協同組合連合会 高松市北浜町
貯金の預かり・事業資金や生活資金の貸
付

○

高松市サンポート 介護・ヘルスケア事業 くるみん

https://www.jfmb-west.or.jp

113 西村ジョイ㈱ 高松市成合町 ホームセンター業 ○

https://www.nichiigakkan.co.jp

115 ㈱日協堂医療器 観音寺市柞田町
医療・福祉機器のレンタル・販売、居宅介
護支援

○ http://www.nikkyoudo.co.jp/

114 ㈱ニチイ学館　高松支店

https://www.jpn-energy.jp/

116 ㈱日鋼サッシュ製作所 高松市松並町
スチール、アルミ、ステンレス製サッシ、ドア
の製造販売及び設計

○

さぬき市志度
プレキャストコンクリート製品等
各種環境整備資材の製造・販売

○ くるみん

https://www.nikko-ltd.jp

118 日本エネルギー総合システム㈱ 高松市林町 再生可能エネルギー事業、住宅事業 ○

https://www.nihon-kogyo.co.jp/

121 ㈱ヌマタ 丸亀市飯山町 自動機組立、機械製缶、機械加工全般 ○ www.numata-k.co.jp/

119 日本興業㈱

くるみん
えるぼし

https://hatsukikai.or.jp

123 ばいこう堂㈱ 東かがわ市吉田
和三盆糖及び和三盆糖を用いた干菓子等
の菓子製造

○

坂出市入船町
不動産賃貸業、倉庫業、建材販売業、建設
業、石油製品販売業、生コンクリート製造販
売業

○

https://www.baikodo.com/

124 社福）はつき会 高松市松縄町 老人福祉・介護事業 ○

https://h-ensan.com125
林田塩産グループ
（林田塩産㈱・高松ﾚﾐｺﾝ㈱・林田石油㈱)

https://www.nifs.co.jp/#
https://nihondenryoku.co.jp/#
https://www.nishizaki-gumi.co.jp/#
https://www.nishimura-joy.co.jp/#
https://www.jfmb-west.or.jp/#
https://www.nichiigakkan.co.jp/#
http://www.nikkyoudo.co.jp/#
https://www.nikko-ltd.jp/#
http://www.numata-k.co.jp/#
https://hatsukikai.or.jp/#
https://www.baikodo.com/#
https://h-ensan.com/#
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●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
●くるみん認定企業：次世代育成支援対策法に基づき、子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した企業
●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

自動車整備 中途

自動車整備 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

食品製造作業 新卒 既卒

食品製造　調理 中途

食品製造　充填 中途

食品製造　包装 中途

介護職員 新卒 既卒

調理員 中途

資材調達業務 中途

塗装工 中途

品質管理業務 中途

建築技術者（施工管理、現場監督） 新卒 既卒

建築積算技術者 新卒 既卒

建築設計技術者 新卒 既卒

建築設計技術者 中途

建築施工管理技術者 中途

グラビア印刷オペレーター
（交替勤務／本社・まんのう）

中途

加工機オペレーター
（原則日勤／丸亀本社工場）

中途

資材管理業務 新卒 既卒

組立技術員 新卒 既卒

設計技術職 新卒 既卒

営業 新卒 既卒

生産管理業務 新卒 既卒

総務職 新卒 既卒

営業 中途

設計技術職 中途

組立技術員 中途

修理作業員 中途

133 ㈱FUJIDAN 東かがわ市白鳥
段ボールケース及び特殊三層段ボール・印
刷紙器・包装資材等の製造・販売

段ボール製造職 中途 ○ https://fujidan.jp/

水処理関連現場作業員 新卒 既卒

水処理関連作業員 中途

倉庫管理業務／部品管理 中途

機械設計（リネン設備等） 中途

クリーニング設備の国内営業（産業機
械）

中途

販売・サービス・営業・事務職 新卒 既卒

財務経理職 新卒 既卒

営業職 中途

財務経理職 中途

126 東四国スバル㈱ 高松市木太町
スバル全車種新車販売、中古車販売、部
品・用品販売、自動車整備

○ www.higashishikoku-subaru.co.jp

https://syourinsou.com/

127 ㈱フードテック 三豊市詫間町 冷凍の和・洋・中の総菜製造 ○

三豊市高瀬町 産業用特殊車両の設計・製造 ○

https://www.foodtec.co.jp/

128
社福)福寿会
特別養護老人ホーム松林荘

綾歌郡綾川町
第一種社会福祉事業
要介護高齢者の生活支援

○

https://www.fukumotobody.co.jp

130 富士建設㈱ 三豊市詫間町 総合建設業、不動産業 ○ https://www.fujikensetsu.jp/

129 ㈱福本ボデー

https://fujitabody.co.jp/

131 ㈱フジコー 丸亀市川西町 パッケージの企画・印刷

高松市亀岡町 浄化槽保守点検・施工 ○

http://www.fujiko.jp/

132 フジタ自動車工業㈱ 綾歌郡綾川町 トラックボデー製造・販売・修理 ○

https://www.furein.jp

135 ㈱プレックス 高松市鶴市町
クリーニング工場における省力、省人化機
器の開発、製造、販売

○ https://www.purex.co.jp/

134 ㈱フレイン

136 ㈱ベルモニー 高松市勅使町
（１）互助会事業（２）冠婚事業（３）葬祭事業
（４）関連事業

○ https://www.bellmony.co.jp

https://fujidan.jp/#
https://www.foodtec.co.jp/#
https://www.fujikensetsu.jp/#
http://www.fujiko.jp/#
https://www.furein.jp/#
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●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
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求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

介護職（介護福祉士） 新卒 既卒

介護職 新卒 既卒

生活相談員 新卒 既卒

介護職【特別養護老人ホーム】 中途

介護支援専門員（ケアマネジャー） 中途

理学療法士 中途

テレビ番組制作ディレクター 新卒 既卒

テレビ番組制作ディレクター 中途

製造スタッフ 新卒 既卒

製造スタッフ 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

縫製スタッフ 中途

製造スタッフ（ベルトスリング） 中途

製造機械オペレーター（織物工場） 中途

営業スタッフ 中途

総務・経理事務【高松本社工場】 中途

大型運転手・トレーラ運転手 中途

トラック運転手 中途

工場作業員（坂出工場） 中途

重機運転手（高松本社工場） 中途

組立・結線作業 中途

プリント基板の設計・動作検証 中途

CAD設計技術者 中途

142
㈱三井E＆Sマシナリー　玉野機械工場

岡山県玉野市
各種機械、プラントなどの設計、製造、
エンジニアリング、建設・据付、修理・保
守業務など

舶用ディーゼルエンジンの試運転
技師

中途 ○ https://www.mes.co.jp/machinery/

操業オペレーター 中途

経理業務 中途

設備保全 中途

人事・給与業務 中途

製錬技能員 新卒

情報処理技術者 新卒

設備保全 新卒

総合職（営業職） 新卒

一般職（事務職） 新卒

機械部品の加工 新卒 既卒

機械部品の溶接業務や製缶溶接業
務

新卒 既卒

機械部品の組立 新卒 既卒

機械部品の溶接 中途

機械部品の塗装 中途

146 ㈱村上製作所 さぬき市造田
油圧シリンダ・油圧機器・水門・その他一般
産業機械の製造及び据え付け

総合職（製造・設計・営業いずれか） 新卒 既卒 ○ https://www.murakamiss.co.jp

くるみん http://www.bokuyoukai.or.jp/qhm/

高松市郷東町 テレビ番組・ＣＭの企画制作

137 社福）牧羊会　 高松市香西北町 老人福祉・介護事業

http://box-on.co.jp

139 丸善織物㈱ 善通寺市金蔵寺町 織物・ベルトスリングの製造販売 ○
http://www.maruzen-
orimono.co.jp/

138 ㈱ボックス

140 三木鋼業㈱ 高松市朝日町
鉄スクラップ加工処理業・産業廃棄物処理
業

東京都千代田区 非鉄金属製錬 ○
くるみん
えるぼし

http://miki-steel.co.jp

141 ㈲みずほ 丸亀市土器町
自動制御盤、電子機器、配電盤等の設計
製造販売

○

https://www.mmc.co.jp/naoshima/

144 三豊証券㈱ 観音寺市観音寺町 証券業 ○ http://www.mitoyo-sec.co.jp/

143 三菱マテリアル㈱直島製錬所

145 三村鉄工㈱ さぬき市末
油圧機械器具・油圧機器類を含むASSY製
品・製缶溶接品・小物製品等の製造

○ https://www.mimura-iron.co.jp

岡山県企業

https://www.murakamiss.co.jp/#
http://www.bokuyoukai.or.jp/qhm/#
http://box-on.co.jp/#
http://www.maruzen-orimono.co.jp/#
http://www.maruzen-orimono.co.jp/#
http://miki-steel.co.jp/#
http://www.mitoyo-sec.co.jp/#
https://www.mimura-iron.co.jp/#
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●ユースエール認定企業：若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で若者の雇用管理が優良な中小企業として厚生労働大臣が認定した企業
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●えるぼし認定企業：女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業として厚生労働大臣が認定した企業

求人区分

求人票・PRシートの確認は

こちらから!!

作業療法士・理学療法士 新卒 既卒

介護福祉士 新卒 既卒

看護師 新卒 既卒

作業療法士・理学療法士 中途

介護職員 中途

看護師 中途

製造正社員 新卒 既卒

製造正社員 中途

総合技術職（加工） 新卒 既卒

総合技術職（組立） 新卒 既卒

曲げ加工 中途

溶接工 中途

天井クレーン運転士 中途

自動車整備士 中途

サービスフロント 中途

店舗管理マネージャー 中途

車両販売スタッフ 中途

店長候補 中途

看護・准看護師 中途

介護スタッフ 中途

調剤薬局事務職 新卒 既卒

薬剤師職 新卒 既卒

調剤薬局事務職／志度夏目調剤
薬局

中途

調剤薬局事務職／日本薬局番町
店

中途

調剤薬局事務職／宇多津町 中途

プログラマー、システムエンジニア 新卒 既卒

プログラマー、システムエンジニア 中途

データセンターにおけるオペレー
ター業務

中途

データセンターにおけるオペレー
ター業務

新卒 既卒

150 ㈱ヤマウチ 高松市田村町
ガソリンスタンド・スポーツクラブ・カーメンテ
ナンス事業等

○ https://y-grp.com/

https://care-net.biz/37/aduki/

善通寺市中村町 麺類製造 ○

147
社福)明和会
特別養護老人ホームあづき

小豆郡土庄町 小規模生活対応型特別養護老人ホーム ○

https://www.menbou.co.jp

149 矢野工業㈱ 丸亀市昭和町 船舶造修業・艤装品製作等 ○ https://www.yano-kk.jp/

148 ㈱麺棒

151 ユウ薬品㈱ 綾歌郡宇多津町 医薬品小売業 ○

https://www.unique21.co.jp高松市林町 コンピューターのソフトウェア開発 ○

http://www.jmedical.co.jp

○ https://www.uni-com.com/

152 ㈱ユニーク

153 ユニバーサルコンピューター㈱ 大阪府大阪市
組込制御・オープン系・金融系システム
開発、インフラ系サービス

https://care-net.biz/37/aduki/#
https://www.menbou.co.jp/#
https://www.yano-kk.jp/
https://www.unique21.co.jp/#

