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[サポーター企業名]

(５０音順）

[業種]

[住所]

[HPアドレス]

1

株式会社アートクリエイティブ

情報通信業

高松市松縄町1053番地21

2

アームス株式会社

製造業

さぬき市鴨部4652-6

3

株式会社アール・ラウンド

卸売業、小売業

高松市田村町466-1

4

株式会社あい介護サービス

医療・福祉

高松市一宮町1760番地2

5

アイコーポレーション株式会社 グループホームあい 医療・福祉

高松市川部町1300番地1

6

株式会社アイ・ティー図子

製造業

三豊市豊中町本山甲1245

http://www.it-zushi.com/

7

株式会社アイ・ティー・シー

サービス業（他に分類されないもの）

高松市上林町309-1

http://www.itc-corp.jp

8

株式会社アイピーシー

情報通信業

高松市錦町2-1-28-601

http://www.ip-com.co.jp

9

アオイ電子株式会社観音寺工場

製造業

観音寺市吉岡町262番地

http://www.aoi-electronics.co.jp

10 有限会社青梅自動車教習所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市郷東町587-210

http://www.aoume.jp/

11 青木社会保険労務士事務所

サービス業（他に分類されないもの）

高松市中央町14-16-2F 中央町ビル

http://www.sr-gaku.jp

12 青葉工業株式会社 高松営業所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市桜町1丁目17番3号

http://www.aobacorp.com/

13 あかねケアプランセンター

医療・福祉

高松市西町4番1号

http://www.sw-akane.jp/

14 あかねヘルパーステーション

医療・福祉

高松市西町4番1号

http://www.sw-akane.jp/

15 株式会社安岐水産

製造業

さぬき市津田町津田1402-23

http://www.aki-mp.co.jp

16 朝日税理士法人 高松事務所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市西内町4-6 神原ビル4F

http://sogawa365.sharepoint.com/

17 株式会社アチーヴ・コンサルティング

学術研究、専門・技術サービス業

高松市大工町5-1 松本ビル3F

http://achieve-cg.jp

18 株式会社アトラス

教育、学習支援業

坂出市西大浜北1-2-33

http://kansenshou.com

19 穴吹エンタープライズ株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

高松市観光町547-1 あなぶき観光通りビル4階 http://www.anabuki-enter.jp/

20 アビリティーセンター株式会社 高松オフィス

サービス業（他に分類されないもの）

高松市田町11番5号

http://www.abi.co.jp/

21 天野商事株式会社

卸売業、小売業

丸亀市西平山町257番地

http://amano-syouji.co.jp/

22 アルテ工業株式会社

建設業

高松市木太町3223

23 有限会社アロマ

生活関連サービス業、娯楽業

高松市一宮町230-4

24 有限会社伊賀タイル工業

建設業

高松市木太町2659-14

25 一光電機株式会社

製造業

高松市香南町由佐2082

26 株式会社一誠社

卸売業、小売業

高松市田村町360番地

http://isseisha.co.jp

27 株式会社一灯舎

製造業

高松市勅使町247-1

http://ittohsha.com

28 一般社団法人在宅療養ネットワーク

医療・福祉

高松市松島町2丁目12-4

29

教育、学習支援業

高松市伏石町2028-2 木内ビル2F

http://www.counselor-shikoku.jp

30 医療法人社団 弘誠会 サンシャイン歯科

医療・福祉

高松市多肥下町1562-15

http://sunshine-shika.com/

31 医療法人社団光風会 三光病院

医療・福祉

高松市牟礼町原883番地1

http://www.sanko-hp.com/

32 医療法人社団五色会

医療・福祉

坂出市加茂町963

http://goshikidai.or.jp

33 医療法人社団三愛会

医療・福祉

丸亀市柞原町366

http://www.mifune-hp.jp

34 医療法人社団竹内耳鼻咽喉科医院

医療・福祉

丸亀市川西町南422-12

35 医療法人社団 西山脳神経外科病院

医療・福祉

坂出市加茂町593-1

http://www.kbn.ne.jp/home/neuronis/

36 医療法人歯っぴーごうだ歯科医院

医療・福祉

綾歌郡宇多津町浜八番丁120-7

http://gouda-dental.com

37 株式会社11ネット・インシュアランス

金融業、保険業

高松市郷東町3-1 中原ビル3F

http://www.11-net.jp

38 岩田社会保険労務士事務所

サービス業（他に分類されないもの）

高松市花園町1丁目3-4

39 inNate（イン・ネイト)

生活関連サービス業、娯楽業

高松市高松町2421

一般社団法人日本産業カウンセラー協会 四国支部 香川事務所

http://www.pc-119.co.jp

http://i-groups.co.jp

http://www.aroma-hp.jp/

http://www.innate.jp
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40 株式会社ウエイ企画

サービス業（他に分類されないもの）

高松市塩上町7番地2

http://www.network-way.com

41 AMR綺麗処 艶女

サービス業（他に分類されないもの）

丸亀市垂水町3330-15

http://www.amr-3stars.com

42 有限会社Ａ・Ｍプランニング

医療・福祉

高松市仏生山町甲422番地2

http://ｙgc.am-planning.net

43 株式会社エーエス

サービス業（他に分類されないもの）

善通寺市生野町271-3

44 エーコー精密株式会社

製造業

東かがわ市黒羽176

45 株式会社エスワン

生活関連サービス業、娯楽業

高松市木太町2339-1

http://shimizu-hair.com

46 有限会社NCコーポレーション

サービス業（他に分類されないもの）

高松市内町1-13 日新内町ビル

http://nccorp.jp/

47 株式会社エヌビーエム

サービス業（他に分類されないもの）

綾歌郡宇多津町浜六番丁78番地2

http://www.nbm-ecoservice.com/

48 株式会社えびす石材土木

鉱業、採石業、砂利採取業

高松市牟礼町牟礼1059

49 株式会社EBiSU

製造業

高松市庵治町6390-57

http://www6.ocn.ne.jp/～ebisu/

50 株式会社エフビージー

卸売業、小売業

高松市多肥上町428-3

http://www.fbg.jp

51 株式会社Mig

医療・福祉

観音寺市植田町1400番地

http://mig-hearton.com

52 株式会社エム・イ・テック

製造業

綾歌郡綾川町陶2892番地1

http://www.me-tec.co.jp

53 株式会社エムケーインデクト

建設業

木田郡三木町井上1721-1

54 株式会社エルフ

建設業

高松市新田町甲2087-1

http://www.elf-inc.co.jp/

55 株式会社ＯＡ・システムシャープ

サービス業（他に分類されないもの）

高松市室新町3-7

http://www.oasharp.co.jp

56 大川自動車株式会社

運輸業、郵便業

さぬき市長尾西1061番地

http://www.okawabus.com

57 株式会社大澤工務店

建設業

丸亀市土器町東3丁目531番地

http://www.honesty-homes.co.jp

58 有限会社大前経営研究所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市中央町14-16 中央町ビル3F

http://www.showa-g.biｚ/

59 有限会社岡本石材

製造業

高松市牟礼町牟礼2510-5

http://okamoto-sekizai.com

60 株式会社おがわ

製造業

高松市十川東町2018番地38

61 男のBOND

生活関連サービス業、娯楽業

高松市松縄町43-5

62 有限会社小野塾

教育、学習支援業

丸亀市田村町76番地の7

63 尾原慎也税理士事務所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センター309

http://zeirishi-ohara.tkcnf.com

64 介護付有料老人ホーム メイプルの杜

学術研究、専門・技術サービス業

高松市香川町大野998-1

http://www14.ocn.ne.jp/^maple-m/maple/index.htm

65 介護老人保健施設サンフラワー

医療・福祉

高松市一宮町1556-2

66 カウカウモバイル

卸売業、小売業

丸亀市土器町東4丁目851番地1 ＭＫタウン1

67 有限会社香川健康情報社

卸売業、小売業

高松市屋島東町1095-31

68 香川県交通株式会社

学術研究、専門・技術サービス業

高松市天神前6番32号

69 香川県中小企業家同友会

サービス業（他に分類されないもの）

高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センター 403号

http://www.kagawa-doyukai.com

70 株式会社香川サイエンス

卸売業、小売業

高松市木太町5099-5

http://kagawa-s.ocnk.net

71 香川鋳造株式会社

製造業

さぬき市末371-7

72 笠堂や

宿泊業、飲食サービス業

さぬき市長尾東919-1

73 株式会社カシュ・カシュ

卸売業、小売業

高松市国分寺町福家甲4099-2

74 有限会社金崎建具店

製造業

仲多度郡多度津町大字三井688番地3

75 有限会社カノークス

生活関連サービス業、娯楽業

丸亀市塩飽町48-1 丸亀プラザビル4F

76 株式会社鎌倉総合企画

卸売業、小売業

木田郡三木町大字氷上406番地7

77 株式会社紙の杉山

卸売業、小売業

高松市春日町1606

78 有限会社かりん薬局

卸売業、小売業

丸亀市郡家町242-3

79 有限会社ガレージオスト

学術研究、専門・技術サービス業

高松市国分寺町新居1567-6

80 有限会社川北縫製

製造業

さぬき市大川町田面98番地2

http://www.e-t-shirts.co.jp

81 株式会社川田製麺

製造業

高松市香南町岡396

http://www.kawataudon.com

82 株式会社川西歯車工作所

製造業

観音寺市豊浜町姫浜726番地

83 観音寺自動車学校

学術研究、専門・技術サービス業

観音寺市出作町868-1

http://bond-hair.com

http://www.powerupclub.co.jp

http://www.kaminosugiyama.jp/

http://www.kanonji.co.jp
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84 株式会社関西マシン・キー工業所

製造業

仲多度郡まんのう町吉野下108番地第1

http://www.shokokai.or.jp/37/3740610019/index.htm

85 株式会社喜田建材

建設業

三豊市詫間町詫間890-1

http://www.kita-kenzai.com/

86 株式会社きむら

卸売業、小売業

高松市太田上町1090-1

http://www.skimura.jp

87 株式会社木村水産

製造業

さぬき市津田町津田1333-1

88 有限会社キャスト

学術研究、専門・技術サービス業

観音寺市流岡町595番地

89 有限会社キャット

卸売業、小売業

高松市一宮町1591-3

90 株式会社キャリアステーション

サービス業（他に分類されないもの）

高松市天神前1番28号 メディアステーションビル http://www.cast.ne.jp

91 株式会社ＣＵＲＥ．Ｚ（キュア）

サービス業（他に分類されないもの）

丸亀市郡家町2769-1-902号

http://www.yuyuin.com

92 株式会社求人タイムス社

情報通信業

観音寺市本大町1541-3

http://www.kyujin-times.net

93 株式会社キューブ

情報通信業

丸亀市飯山町東坂元433番地

http://ict-cube.jp

94 共栄建産株式会社

建設業

高松市多肥下町21-7

http://www.kyoei-kensan.co.jp

95 協和産業株式会社

製造業

高松市屋島西町1958-2

http://kyowa-s.co.jp

96 株式会社キョーワ

製造業

三豊市豊中町岡本1207番地

97 株式会社キングフーズ

製造業

さぬき市津田町津田1402-23

http://www.king-foods.com

98 有限会社國村不動産 グループホームあいの里 医療・福祉

高松市上福岡町1240番地

http://www.kz.dion.ne.jp/~ainosato/

99 有限会社熊野モータース

学術研究、専門・技術サービス業

高松市川島東町383-1

100 久米加株式会社

卸売業、小売業

高松市北浜町6-10

http://www.kumeka.jp

101 くらふと風船葛

製造業

高松市庵治町1861-1

http://www.fusenkazura.com

102 Glamour（グラマー）

生活関連サービス業、娯楽業

高松市松縄町1052-1 ラコンテIIA

103 有限会社倉本水産

漁業

仲多度郡多度津町西浜9-20

104 くりや株式会社

卸売業、小売業

さぬき市津田町鶴羽778番地26

http://kuriya.jp

105 株式会社クルー

宿泊業、飲食サービス業

善通寺市金蔵寺町787-1

http://www.koganeseimensyo.com/

106 くるま屋 宮﨑

学術研究、専門・技術サービス業

さぬき市津田町鶴羽1561

107 株式会社クロダ

製造業

東かがわ市三本松722-1

108 有限会社ケイステージ

サービス業（他に分類されないもの）

高松市春日町1337-3

109 有限会社ＫＴチューンテクノショップ

卸売業、小売業

善通寺市吉原町2112-1

110 公益社団法人セカンドハンド

サービス業（他に分類されないもの）

高松市観光通1-1-18

http://2nd-hand.main.jp/

111 株式会社光華生活改善研究所

医療・福祉

高松市伏石町2103-21

http://s-kohka.jp/hikarinohana/

112 株式会社香西物産

卸売業、小売業

さぬき市鴨庄4374-44

http://kouzai-bussan.jp/

113 株式会社合同経営

学術研究、専門・技術サービス業

高松市木太町3396-11

http://www.godo-k.co.jp

114 合同会社ロベリア

医療・福祉

高松市前田西町789-4

115 神戸装備工業(株)

製造業

綾歌郡宇多津町平山2629

116 株式会社幸望ソーイング

製造業

高松市西植田町636番地7

117 こうみょうえヘルパーステーション

医療・福祉

高松市下田井町25番地2

118 光洋産業株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

坂出市築港町二丁目7番12号

119 株式会社幸洋製作所

製造業

高松市仏生山町甲1951番地

120 株式会社興和金属

建設業

高松市郷東町446番地6

121 株式会社コーエイコンピューターシステム

サービス業（他に分類されないもの）

坂出市旭町一丁目1番27号

http://www.i-cat.co.jp

http://www.kuroda.co.jp

http://ｗｗｗ.housei.or.jp

http://www.tera-net.co.jp/koei

122 株式会社cocoti 障害福祉サービス事業所ムック 医療・福祉

高松市円座町615番地2 オフイス1

123 小竹興業株式会社

建設業

高松市福岡町4-28-36

http://www.kotakekogyo.com/

124 後藤設備工業株式会社

建設業

高松市香西東町645番地1

http://www.csgsk.co.jp

125 株式会社琴平国際ホテル八千代

宿泊業、飲食サービス業

仲多度郡琴平町611

126 小西不動産株式会社

不動産業、物品賃貸業 観音寺市柞田町甲55-1

127 株式会社小林鉄工所

建設業

善通寺市善通寺町1971の2

http://www.konishi2103.com
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128 コマツ建機販売株式会社四国カンパニー

卸売業、小売業

坂出市西庄町1255-1

http://www.komatsu-kenki.co.jp

129 有限会社小松屋土産店

卸売業、小売業

仲多度郡琴平町953-1

http://www17.ocn.ne.jp/~taberuyo/

130 株式会社コヤマ・システム

情報通信業

高松市林町2545番地3

http://kym-sys.co.jp/

131 有限会社さいとう

卸売業、小売業

観音寺市木之郷町537番地1

132 齋藤千草税理士事務所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市松島町2丁目18-10

133 有限会社彩美

建設業

高松市三谷町5105番地3

134 サカイ商事株式会社

卸売業、小売業

木田郡三木町大字井戸2048番地1

135 坂出自動車整備事業協同組合

学術研究、専門・技術サービス業

坂出市久米町二丁目3番35号

136 株式会社サクマ

卸売業、小売業

高松市藤塚町1丁目1番4号

137 有限会社佐々木環境工房

学術研究、専門・技術サービス業

高松市藤塚町二丁目1番6号

138 札幌リキッド株式会社

卸売業、小売業

東かがわ市松原1196-7

139 さぬきうどん溜

宿泊業、飲食サービス業

さぬき市造田宮西849-1

140 株式会社讃岐亀城庵

宿泊業、飲食サービス業

綾歌郡宇多津町浜三番丁37番4

141 株式会社さぬき麺心

製造業

坂出市林田町4285-323

142 有限会社様sama

宿泊業、飲食サービス業

高松市福岡町3丁目27-5

143 株式会社さりょう

宿泊業、飲食サービス業

高松市瓦町2丁目8番地27号

144 salon de Feather

サービス業（他に分類されないもの）

高松市春日町812-1

145 有限会社燦

宿泊業、飲食サービス業

高松市仏生山町甲44-1

146 サンエイ・コート株式会社

建設業

さぬき市志度656-1

http://sunei-c.jp

147 三栄産業株式会社

製造業

丸亀市金倉町1115

http://www.saneisangyo.co.jp

148 山英電機株式会社

製造業

高松市香南町横井375-1

http://www.sanei-e.co.jp

149 株式会社三光システム

情報通信業

高松市鬼無町藤井122番地

http://www.sankou-sys.co.jp/

150 サンショク合同会社

卸売業、小売業

高松市牟礼町原1601-3

http://www.sanshoku.net

151 株式会社サンシン

卸売業、小売業

高松市塩上町3丁目4番5号 3F

http://www.ja-sanshin.com/

152 株式会社Sante

医療・福祉

丸亀市飯野町東分683番地1

http://sante-corp.com

153 サントラベラーズサービス有限会社

サービス業（他に分類されないもの）

丸亀市柞原町333-1

http://suntravel.cc

154 株式会社三森

製造業

木田郡三木町大字池戸507-25

http://homepage3.nifty.com/sanmori/

155 三友鋼材株式会社

卸売業、小売業

高松市牟礼町牟礼2084-3

http://www.sunyou-kk.com

156 有限会社三陽自動車

卸売業、小売業

善通寺市上吉田町六丁目3番5号

157 サンヨー自動車工業株式会社

学術研究、専門・技術サービス業

高松市福岡町2丁目17-4

http://sanyo.carports.jp/

158 四国酸素株式会社

卸売業、小売業

高松市朝日町5丁目14-5

http://www.shikoku-sanso.co.jp

159 株式会社四国にぎわいネットワーク

卸売業、小売業

高松市牟礼町原631-7

http://www.genpei-mure.com

160 四国メインテナンス株式会社

建設業

高松市仏生山町甲381

http://kashiwa-sakuma.jp

161 四国オフィスオートメーションシステム株式会社 卸売業、小売業

高松市飯田町747-3

http://www.s-oas.co.jp

162 四国ケーブル株式会社

運輸業、郵便業

高松市牟礼町牟礼3378番地の3

http://www.shikoku-cable.co.jp/

163 四国繊維販売株式会社

製造業

高松市香川町大野2134-6

http://www.shikokuseni.co.jp/

164 株式会社四国総合プランニング

医療・福祉

高松市檀紙町66-1

http://ssp001.sakura.ne.jp/

165 四国タクシー株式会社

運輸業、郵便業

坂出市築港町1丁目8番54号

http://kotosan-taxi.com

166 四国物産株式会社

卸売業、小売業

観音寺市昭和町二丁目4番5号

http://www.shikokubussan.co.jp

167 四国プランニング株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

高松市中央町15-14

168 島産業株式会社

建設業

観音寺市中田井町1番地

169 社会福祉法人香川県手をつなぐ育成会

医療・福祉

高松市勅使町398-18

http://www.shimasangyo.co.jp/

170 社会福祉法人カナン福祉センター カナン保育園 医療・福祉

高松市仏生山町甲745番地2

http://kananfukushi.com

171 社会福祉法人光寿会

高松市西町4番1号

http://www.sw-akane.jp/

医療・福祉
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172 社会福法人香東園 特別養護老人ホーム 絹島荘 医療・福祉

東かがわ市馬篠1227-20

http://www.koutouen.com/kinujimasou/index.html

173 社会福祉法人香東園 特別養護老人ホーム香東園 医療・福祉

さぬき市寒川町石田西680-1

http://www.koutouen.com

174 社会福祉法人 浩福会

丸亀市飯山町川原185-1

医療・福祉

175 社会福祉法人さぬき 特別養護老人ホーム 玉藻荘 医療・福祉

高松市北浜町7-10

176 社会福祉法人燦々会 特別養護老人ホーム さんさん荘 医療・福祉

高松市香川町川内原1003番地1

http://www.sansan-kai.com/sansanso/access.html

177 社会福祉法人四恩の里

医療・福祉

高松市中山町1501-192

http://www.kappa.or.jp

178 社会福祉法人松寿会

医療・福祉

坂出市大屋冨町3100番地13

http://care-net.biz/37/shoujyukai/

179 社会福祉法人大寿庵 特別養護老人ホーム大寿苑 医療・福祉

高松市鬼無町鬼無882番地2

http://www.daijyuan.com/

180 社会福祉法人 東光福祉会

医療・福祉

高松市十川東町556-1

http://www.ans.co.jp/n/ksumire/

181 社会福祉法人真理亜福祉会

医療・福祉

丸亀市垂水町川原16-50

182 社会福祉法人やまびこ会 Do やまびこ

医療・福祉

高松市田村町1010番地

183 社会福祉法人洋々会

医療・福祉

高松市庵治町4151番地7

184

医療・福祉

坂出市加茂町628-6

http://www.kbn.ne.jp/home/neuronis/grand/

185 社会保険労務士事務所 アチーヴ

学術研究、専門・技術サービス業

高松市大工町5-1 松本ビル3F

http://achieve-cg.jp

186 社会保険労務士法人木内事務所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市伏石町2028-2

187 社会保険労務士事務所 C&C

サービス業（他に分類されないもの）

高松市上天神町403-4

188 社会保険労務士行政書士 奈良事務所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市東田町4-26

189 株式会社ジュネス

医療・福祉

丸亀市土器町東7-886

http://www.hanamizuki-dokicho.com/

190 株式会社春風堂

製造業

高松市丸亀町4-7

http://www.la-famille.com

191 昭和電装株式会社

製造業

高松市寺井町1079

http://showadenso.co.jp/

192 株式会社シロトリ

製造業

東かがわ市伊座798-2

http://www.shirotori.jp

193 株式会社塵芥センター

サービス業（他に分類されないもの）

高松市一宮町1686番地6

http://www.jinkaicenter.co.jp

194 株式会社Jink hair

学術研究、専門・技術サービス業

坂出市池園町4-32

http://www.jinkhair.com/

195 新弘化建株式会社

建設業

善通寺市木徳町1155

196 新光電装株式会社

建設業

丸亀市飯野町東二1486番地

http://www.shinkodenso.co.jp

197 新日本ツーリスト株式会社

生活関連サービス業、娯楽業

高松市朝日町5-4-18-1F

http://www.sn-t.com

198 有限会社新町自動車商会

学術研究、専門・技術サービス業

さぬき市津田町津田1611番地4

199 有限会社末沢写真館

学術研究、専門・技術サービス業

坂出市元町1-9-7

200 菅社会保険労務士事務所

学術研究、専門・技術サービス業

善通寺市金蔵寺町840-1 真部テナント2F西 http://www.suga-sr-office.com/

201 主基産業株式会社

製造業

綾歌郡綾川町萱原791番地の1

202 株式会社スマイル

製造業

高松市香南町西庄2035番地

http://www.smile-world.co.jp

203 株式会社スミレタクシー

運輸業、郵便業

坂出市元町1丁目5番27号

http://www.kbn.ne.jp/home/sumile

204 株式会社スワキャンバス

製造業

高松市春日町1645-12

205 株式会社スワニー

卸売業、小売業

東かがわ市松原981

206 株式会社生活水道

建設業

さぬき市志度547番地1

207 株式会社成光社

製造業

高松市朝日町5丁目14-2

208 有限会社西讃交通

運輸業、郵便業

丸亀市城東町二丁目14番27号

209 株式会社セキヤ

サービス業（他に分類されないもの）

高松市春日町705-1

http://www.sekiya.ne.jp

210 積和建設四国株式会社

建設業

綾歌郡綾川町滝宮214-1

http://sekiwakensetsu.com

211 有限会社ZOCCON

卸売業、小売業

高松市松福町1丁目7-17

http://zoccon.net

212 ダートコーヒー株式会社

卸売業、小売業

高松市国分寺町福家甲1268番地17

http://www.shikoku-dart.com

213 大栄設計

建設業

さぬき市志度1045-3 大栄ビル204号

214 株式会社ダイエイハウス

建設業

丸亀市飯野町東二599-1

http://www.daiei-house.jp

215 大企建設株式会社

建設業

善通寺市櫛梨町500-1

http://www.taikikensetu.jp

社会福祉法人和光福祉会 特別養護老人ホームグランドガーデン

http://www.cocon88.com/

http://www.swany.co.jp/

http://www.seiko-sha.co.jp
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216 株式会社ダイコープロダクト

製造業

さぬき市大川町田面17番地4

http://www.daiko-product.com

217 大三機工株式会社

製造業

木田郡三木町大字井戸1738-2

http://www.daisankikou.co.jp

218 大成段ボール株式会社

製造業

東かがわ市湊1945

http://www.taisei-daｎ.com

219 大成薬品工業株式会社

製造業

観音寺市豊浜町箕浦2518-2

http://www15.ocn.ne.jp/~taisei-h/

220 株式会社田井タップ製作所

製造業

三豊市豊中町笠田笠岡2番地の46

221 株式会社タイホー

製造業

東かがわ市黒羽176番地

222 株式会社平本店

宿泊業、飲食サービス業

高松市春日町442

http://taira-honten.jp

223 泰和株式会社坂出工場

製造業

坂出市昭和町2丁目2-1

http://www.taiwa-sakaide.co.jp

224 株式会社タカネ設計

学術研究、専門・技術サービス業

高松市松並町968番地5

http://a-takane.biz

225 高橋石油株式会社

卸売業、小売業

高松市三条町50番地3

http://www.takahashi-energie.com

226 髙橋農園

農業・林業

丸亀市飯山町川原5番地

227 株式会社高松セラミックス

建設業

綾歌郡綾川町陶1029-3

228 株式会社高松中央保険サービス

金融業、保険業

高松市伏石町2083番地14

229 高松トーヨー住器株式会社

卸売業、小売業

高松市木太町5039-6

230 高松兵庫町商店街振興組合

サービス業（他に分類されないもの）

高松市兵庫町1番地15

231 高松丸亀町商店街振興組合

複合サービス事業

高松市丸亀町13番地2

232 高松南新町商店街振興組合

複合サービス事業

高松市亀井町8番地1 統知ビル6F

233 武田建設株式会社

建設業

木田郡三木町大字井上3000番地45

http://www.takeda-const.co.jp

234 株式会社多田文房堂

卸売業、小売業

高松市末広町7-16

http://www.tada-b.co.jp

235 谷口建設興業株式会社

建設業

高松市上林町473-1

http://www.tad-group.co.jp

236 谷口鉄工有限会社

製造業

木田郡三木町大字井上791番地

237 株式会社谷本興業

建設業

高松市御厩町156-1

238 玉藻塗装株式会社

建設業

高松市福岡町2丁目29番28号

239 有限会社たも屋

製造業

高松市春日町1408-4

240 株式会社中部コンサルタント

学術研究、専門・技術サービス業

高松市香川町川内原163-2

241 株式会社ツーショー

卸売業、小売業

高松市松島町2丁目11-14

242 有限会社ツチヤワークス

製造業

高松市築地町3-8

http://www.tsuchiya-name.jp

243 株式会社都村製作所

製造業

仲多度郡琴平町榎井590番地

http://www.tsumura-f.co.jp

244 鶴見社会保険労務士事務所

サービス業（他に分類されないもの）

高松市鶴市町745-4

http://www.ocn.ne.jp/~sr-tsuru/

245 手打うどん龍

宿泊業、飲食サービス業

丸亀市津森町407-1

246 TEXNE（テクネ）

学術研究、専門・技術サービス業

高松市春日町1055-4

http://www.texne.jp

247 東交バス株式会社

運輸業、郵便業

高松市朝日新町32番10号

http://www.toko-bus.jp

248 東讃自動車工業株式会社

学術研究、専門・技術サービス業

東かがわ市三本松1730-2

http://www.lotas37.com/tousan

249 株式会社東洋コンサルタント

学術研究、専門・技術サービス業

高松市出作町556番地6

250 株式会社トーキン

製造業

さぬき市昭和1334-5

http://to-kin.co.jp

251 株式会社トーコー

製造業

東かがわ市横内689-1

http://www.k-toko.com

252 株式会社トクシンテクノ

製造業

仲多度郡多度津町西港町29-4

http://www.tokusin.jp

253 特定非営利活動法人あいあい

医療・福祉

綾歌郡宇多津町浜六番丁89-15

254 特定非営利活動法人アイルコート

医療・福祉

高松市十川西町1304番地2

255 特定非営利活動法人エール

医療・福祉

善通寺市上吉田町二丁目5番9号

256 特定非営利活動法人障害者等就労サポートセンター

サービス業（他に分類されないもの）

高松市鶴市町745-4

257 特定非営利活動法人ほっと支援キラキラ

医療・福祉

高松市庵治町6391-77

258 株式会社ドラゴン

製造業

東かがわ市三本松69番地

259 TRATTORIA MOMO

宿泊業、飲食サービス業

高松市宮脇町1-2-29 尾﨑ビル1F

http://www.tostem-fc.jp/5000130/

http://www.kame3.jp

http://www.tamoya.com

http://www6.ocn.ne.jp/^sr-tsuru/npo.html
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260 株式会社 dolce enterprise

学術研究、専門・技術サービス業

丸亀市今津町725-1

http://www.j-tradenet.com/dolce/

261 株式会社ナガイ

製造業

高松市本町12番4号

262 仲井京子社会保険労務士事務所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市東山崎町276-5

http://www.e-team.jp

263 中野産業株式会社

製造業

高松市朝日新町33-25

http://www.w-sorghum.com

264 株式会社長峰製作所

製造業

仲多度郡まんのう町岸上1725-26

http://www.nagamine-manu.co.jp

265 南里社会保険労務士事務所

サービス業（他に分類されないもの）

三豊市三野町吉津甲990-1

http://www.ac.auone-net.jp/~nanri

266 西日本パック株式会社

製造業

観音寺市大野原町丸井817番地27

http://www.nishi-pack.co.jp

267 株式会社日栄

建設業

丸亀市郡家町443-8

268 株式会社日協堂医療器

卸売業、小売業

観音寺市柞田町甲43-1

269 有限会社日本ガス圧接四国

建設業

高松市楠上町1-4-15

270 新日本建工株式会社

建設業

高松市木太町4282-1

271 ヌーベルマリエ丸福（株式会社丸福衣装店）

サービス業（他に分類されないもの）

高松市伏石町2174番地3

http://www.nm-marufuku.com

272 有限会社パイプライン

製造業

綾歌郡綾川町羽床下307-1

http://yakibuta-p.com

273 有限会社ハウステック矢部

建設業

高松市屋島西町1734-13

274 株式会社白洋舍

サービス業（他に分類されないもの）

高松市郷東町135-1

http://www.hakuyosha-gp.co.jp/

275 株式会社橋輝

製造業

東かがわ市松原990番地

http://www.hashitel.co.jp

276 株式会社蓮井鉄工

製造業

さぬき市津田町津田75番地

277 株式会社パスポート

卸売業、小売業

善通寺市中村町1769番地の1

http://www.pass-port.co.jp

278 ハッピードライビングスクール

教育、学習支援業

高松市成合町931-1

http://www.happy-ds.co.jp

279 有限会社花工房

卸売業、小売業

坂出市中央町6-1

http://www.flowergarden-hanakoubou.com

280 有限会社濱田電気

卸売業、小売業

高松市桜町1-10-3

281 株式会社パル技研

製造業

高松市林町2217-2

282 樋口卓也税理士事務所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市一宮町766-1 宮本ビル1F

283 株式会社久本酒店

卸売業、小売業

高松市上天神町768番地2

284 株式会社毘沙門天商事

金融業、保険業

高松市屋島西町1879番地10

285 株式会社Bisous

教育、学習支援業

高松市伏石町2078番地1

286 有限会社火の鳥四国

医療・福祉

高松市元山町1164-8

287 株式会社ヒューマンネット

卸売業、小売業

高松市木太町4284番地8

288 ビューティーアンドケア株式会社

サービス業（他に分類されないもの）

高松市屋島西町2492番地27 ミツナリビル2F http://beautyandcare.jp

289 有限会社美容室ルーデンス

学術研究、専門・技術サービス業

丸亀市垂水町3330-15

http://www.amr-3stars.com

290 有限会社ファイトロニクス

製造業

高松市太田下町1877番地3

http://www.phytronix.co.jp

291 有限会社フードセンター河野

卸売業、小売業

高松市仏生山町甲44-1

292 株式会社フードテック

製造業

三豊市詫間町詫間2112番地144

http://www.foodtec.co.jp/

293 株式会社フェアリー・テイル

サービス業（他に分類されないもの）

高松市瓦町2丁目2番地8

http://www.fairytale.co.jp

294 有限会社福井工作所

製造業

坂出市府中町5377番地1

http://www.fukuikousakusho.sakura.ne.jp/

295 株式会社福一

製造業

木田郡三木町氷上14-1

http://www.fuku1.co.jp

296 株式会社福岡商会

卸売業、小売業

丸亀市綾歌町栗熊西1804

297 株式会社フクシン

製造業

東かがわ市白鳥78-1

http://www.fukushin.co.jp/

298 株式会社福田高周波工業所

製造業

高松市上林町529-4

http://f-co.co.jp

299 福田熱処理工業有限会社

製造業

高松市上林町529-6

http://f-co.co.jp

300 株式会社藤井製麺

製造業

木田郡三木町下高岡2575-6

http://www.fujimen.com

301 株式会社富士カガク

製造業

高松市生島町479番地

http://www.kk-fujikagaku.co.jp/

302 株式会社フジコー

製造業

丸亀市川西町南甲284-2

http://www.fujiko.jp

303 有限会社藤重電機

建設業

綾歌郡綾川町萱原803-3

http://www.nikkyoudo.co.jp

http://www.palgiken.co.jp/

http://www.hisamoto.co.jp

http://www.kagawa-study.com/

http://humannet-aj.co.jp
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304 藤田プラントサービス株式会社

製造業

仲多度郡多度津町西港町29番地5

http://fujita-ps.jp

305 有限会社藤田木工所

製造業

高松市池田町1254-5

306 株式会社フジプラン

卸売業、小売業

高松市国分寺町新名760-1

307 扶桑興産株式会社

建設業

綾歌郡宇多津町浜八番丁134-7

308 有限会社舞楽

学術研究、専門・技術サービス業

高松市東山崎町1098

309 株式会社プランチャ

宿泊業、飲食サービス業

高松市丸亀町11-3 スミレビル2Ｆ

310 株式会社プランニングオフィス里映

卸売業、小売業

坂出市元町1丁目4番13号

311 株式会社フリーエージェント

金融業、保険業

高松市伏石町2028-2

312 株式会社ブロス高松

卸売業、小売業

高松市田村町176-1

http://bross-web.com

313 有限会社ヘアーサロン宮武

学術研究、専門・技術サービス業

丸亀市垂水町3330-15

http://www.amr-3stars.com

314 hair circus

学術研究、専門・技術サービス業

高松市今里町2-12-2

http://www.circacircacircus.com

315 ｈair make ｔｕｔｔｉ

生活関連サービス業、娯楽業

丸亀市天満町1丁目12-18

316 ポーラ化粧品エステフロンティア

サービス業（他に分類されないもの）

丸亀市柞原町字下久保1001番地1

317 株式会社ホーリー

卸売業、小売業

高松市林町1308-11

http://cbc.ashita-sanuki.jp/

318 有限会社前川通信工業

建設業

高松市木太町608番地104

http://www.maekawa-tsushin.com

319 前田等建築設計事務所

学術研究、専門・技術サービス業

さぬき市志度418-11

http://www.abc-co.net

320 松浦産業株式会社

製造業

善通寺市上吉田町270-1

http://www.matsuura-sangyo.co.jp

321 株式会社松浦唐立軒

卸売業、小売業

高松市松並町1009-4

http://www.matsuura.net

322 有限会社茉莉華

生活関連サービス業、娯楽業

高松市松島町2丁目7-39

http://www.matsurica.jp/

323 有限会社真部総合建築

建設業

観音寺市大野原町大野原5334-2

http://manabe-sk.com

324 株式会社マリステック

建設業

高松市田村町463番地1

325 マルカ食品株式会社

製造業

坂出市林田町4265-10

http://www.maruka-foods.co.jp

326 丸亀ごうだ歯科医院

医療・福祉

丸亀市土器町東四丁目850

http://marugame-gouda.com

327 丸善工業株式会社

製造業

綾歌郡綾川町陶6734

http://p-maruzen.co.jp

328 株式会社丸善

製造業

三豊市三野町大見甲3308番地

http://www.p-maruzen.com

329 株式会社マルトク

卸売業、小売業

高松市郷東町796-50

http://shop.woodworks-marutoku.com

330 株式会社マルモ印刷

製造業

三豊市豊中町笠田笠岡3915-5

http://www.marumo-print.co.jp

331 株式会社マルヨシセンター

卸売業、小売業

高松市国分寺町国分367-1

http://ww2.maruyoshi-center.co.jp

332 三木タクシー株式会社

運輸業、郵便業

木田郡三木町大字鹿伏335番地4

333 株式会社三木山田清掃

サービス業（他に分類されないもの）

木田郡三木町大字池戸2960番地

334 岬産業

学術研究、専門・技術サービス業

高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル305

335 有限会社みずほ

製造業

丸亀市土器町西2丁目219番地

336 株式会社ミセス花子

卸売業、小売業

高松市鍛冶屋町4-1

337 有限会社みち潮

宿泊業、飲食サービス業

さぬき市津田町鶴羽2920-6

338 株式会社みつば

卸売業、小売業

高松市屋島西町1950-14

http://www.f328.com

339 美馬シャッター株式会社

製造業

高松市三谷町3258-5

http://www.mima-shtter.co.jp

340 株式会社ミモト

製造業

坂出市沖の浜1番136

341 宮武税理士事務所

学術研究、専門・技術サービス業

高松市林町2570-11

342 株式会社三好エレベータ

サービス業（他に分類されないもの）

高松市中央町15-2

http://www.miyoshi-elevator.co.jp/

343 株式会社三好鉄工所

製造業

仲多度郡多度津町西港町16番地10

http://miyoshi-ironworks.co.jp/

344 株式会社ミンク

医療・福祉

丸亀市城東町2-1-16

http://www.raku2.co.jp

345 みんなの笑顔応援団有限責任事業組合

サービス業（他に分類されないもの）

高松市屋島東町1095-32

346 株式会社村上製作所

製造業

さぬき市造田野間田538-1

347 有限会社村川計算センター

サービス業（他に分類されないもの）

高松市亀岡町2-17

http://fj-plan.com

http://www.shinmeiden.co.jp

http://www.po-r.jp/

http://www.mikiyamada.co.jp

http://www.mrs-hanako.com

http://www.murakamiss.co.jp
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348 株式会社メック

サービス業（他に分類されないもの）

善通寺市原田町1442番地2

http://www.mec-j.co.jp

349 株式会社メディフィットプラス

医療・福祉

丸亀市土器町東9丁目135番地1

350 森崎工業株式会社

建設業

坂出市築港町一丁目4番6号

351 有限会社森本建具店

製造業

高松市三谷町176-1

http://www.mono-koubou.jp

352 株式会社モンテサービス

複合サービス事業

丸亀市柞原町375番地

http://www.bm-monte.jp

353 株式会社八栗

製造業

高松市春日町1638-1

http://www.yakuri.com

354 保井鋼業有限会社

製造業

木田郡三木町井上718の4

355 有限会社矢野電気工事

建設業

高松市香川町大野1171-10

356 株式会社ヤマウチ

卸売業、小売業

高松市田村町397

http://www.y-grp.com

357 有限会社山下畳商店

製造業

高松市国分寺町新居1649番地5

http://www.love-tatamilife.com/company.html

358 山城金属株式会社

製造業

丸亀市綾歌町岡田上1785

http://yama-shiro.co.jp/

359 株式会社山田家物流

製造業

高松市牟礼町牟礼3186

http://www.yamada-ya.com/

360 有限会社山田家

宿泊業、飲食サービス業

高松市牟礼町牟礼3186

http://www.yamada-ya.com/

361 株式会社U.D.S

建設業

高松市円座町1064-10

362 株式会社ユーミック

製造業

高松市新田町甲91-1

http://www.u-mic.co.jp

363 悠悠有限会社

医療・福祉

高松市香南町西庄692-1

http://yuyu.client.jp

364 株式会社夢菓房たから

製造業

高松市春日町214

http://e-takara.jp

365 有限会社洋装ヘンミ北店

卸売業、小売業

高松市片原町10-9

366 吉原食糧株式会社

製造業

坂出市林田町4285-152

http://www.flour-net.com

367 株式会社四航コンサルタント

学術研究、専門・技術サービス業

高松市上福岡町2057番地6

http://www.sairs.co.jp/

368 ラモナー株式会社

製造業

綾歌郡宇多津町1045番地1

http://www.lamona.co.jp/

369 株式会社リソーシズ

サービス業（他に分類されないもの）

高松市室町1907番地36

http://www12.ocn.ne.jp/^resource/

370 株式会社REVIVAL

学術研究、専門・技術サービス業

さぬき市大川町富田西1333番地1

http://www.e-revival.com

371 株式会社リンクアカデミー 高松校

教育、学習支援業

高松市常磐町2-13-4

http://www.daiei-ed.co.jp/

372 有限会社リンゴスクール

教育、学習支援業

高松市亀井町11-6

http://www.lingoschool.co.jp

373 株式会社レガン

製造業

木田郡三木町大字上高岡356-1

http://www.lesgants.co.jp

374 株式会社レクザム電子四国

製造業

丸亀市川西町北2222

375 レストラン香松

宿泊業、飲食サービス業

高松市福岡町3-26-1

376 レフ・マツムラ株式会社

製造業

東かがわ市西山工業団地431-8

377 ロハスヘア

生活関連サービス業、娯楽業

高松市木太町3375-19 河内ビル101

378 株式会社ワークサービス

建設業

高松市東ハゼ町881-1

379 若松

宿泊業、飲食サービス業 高松市牟礼町牟礼2523-3 マリオン八栗201

http://www.kasyo.co.jp

