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土木技術者（香川） 新卒 既卒

土木技術者（丸亀） 中途

販売職 新卒 既卒

販売職 中途

店舗店長 新卒 既卒

OS 新卒 既卒

店舗店長 中途

OS 中途

4 22日午前 葵機工㈱ 高松市朝日町
自動車安全装置部品、モーターシャフト
等精密機能部品の製造

金属製品工作機械オペレーター及び
それに付帯する作業

新卒 既卒 https://www.aoikikou.co.jp/

5 22日午前 ㈱アクシス 高松市錦町
テレビ番組の企画制作・テレビ、ラジオ
CM企画制作・各種映像コンテンツ制作

映像カメラマン 新卒 既卒 http://ax-web.com

一般事務 中途

企画編集営業 中途

7 22日午前 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/

営業職（総合職） 新卒

技術職（鉄鋼・機械分野/総合職） 新卒

技術職（建築分野/総合職） 新卒

技術職（環境分野/総合職） 新卒

営業職（機械設備・工事改修） 中途

技術職（現場管理者） 中途

製造職（鋼材加工） 中途

介護職員 新卒 既卒

介護職員 中途

介護職員 中途

営業職 新卒 既卒

技術職 新卒 既卒

営業職 中途

技術職 中途

設計・施工管理 新卒 既卒

新築住宅の営業 新卒 既卒

建築施工管理 中途

12 22日午前 ㈱ヰセキ中四国 広島県東広島市 農業機械の販売及び修理 総合職 新卒 https://www.iseki-chushikoku.co.jp/

新商品の開発業務 新卒 既卒

品質保証部 新卒 既卒

生産ラインのオペレーター（詫間工場） 中途

新商品の開発業務 中途

製造部員（豊浜） 中途

製造部員（詫間） 中途

https://i-dessin-takamatsu.com/ig/

13 22日午前 伊勢丸食品㈱ 三豊市三野町 冷凍食品製造 http://www.isemaru.co.jp

11 22日午前 ㈱石川組 観音寺市吉岡町 総合建設業

http://www.rakuraku-group.jp

10 22日午前 石井事務機㈱ 高松市松福町
事務用機器、事務用家具、事務用品の
販売およびメンテナンス

https://www.ishii-jimuki.co.jp/

9 22日午前 ㈲EAST 高松市室町
有料老人ホーム、通所介護事業所等の
運営

https://www.asahi-os.com

8 22日午前 ㈱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

https://www.amron.co.jp

6 22日午前 ㈱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.itx-com.co.jp/

3 22日午前 アイル・パートナーズ㈱ 高松市花園町 小売業、セブンーイレブンの店舗運営 http://www.isle-p.com/

2 22日午前 ITXコミュニケーションズ㈱ 神奈川県横浜市
全国にauショップを展開。香川県内11店
舗。業界NO1店舗数

4/22.23開催かがわーくフェア（地元企業就職フェア）参加企業一覧

1 22日午前 アイエン工業㈱香川支店 丸亀市土器町 建設業（主として港湾土木） http://aien.biz/

1



番号 出展日時 事業所名 所在地 事業内容 職種
求人
区分

求人
区分

求人
区分

ホームページアドレス

4/22.23開催かがわーくフェア（地元企業就職フェア）参加企業一覧

営業（消耗品の受注、納品） 中途

広告営業（フリーペーパー） 中途

15 22日午前 ㈱イノベイト 高松市末広町
コンピューターシステムの受託開発、情
報通信機器の販売

システムエンジニア 中途 https://www.enovate.co.jp/

営業職 新卒 既卒

営業職 中途

運輸専門職 新卒 既卒

総合職 新卒 既卒

一般職 新卒 既卒

服飾加工に係る加工・生産機械の操
作

新卒 既卒

繊維製品に対するOEM加工の営業業
務および企画業務

新卒 既卒

技術職(ディテイリング) 新卒 既卒

技術職(自動車整備) 新卒 既卒

事務職(フロント受付) 新卒 既卒

営業職(自動車販売) 新卒 既卒

技術職(ディテイリング) 中途

セールスエンジニア 新卒 既卒

プログラマー 新卒 既卒

プログラマー・システムエンジニア 中途

21 22日午前 開成工業㈱ 綾歌郡宇多津町 建設業（交通安全施設設置業） 工事施工管理 新卒 既卒 http://www.kaisei-k.co.jp

営業職 新卒 既卒

整備職 新卒 既卒

営業職 中途

整備職 中途

営業系総合職 新卒 既卒

技術系総合職 新卒 既卒

システム系総合職 新卒 既卒

製造（電子基板） 中途

実装設備管理オペレーター 中途

電子部品の入出庫作業 中途

24 22日午前 かどや製油㈱小豆島工場 小豆郡土庄町 ごま油製造 機器保守メンテナンス 中途 https://www.kadoya.com/

菓子販売員（和・洋） 新卒 既卒

わらび餅製造職 新卒 既卒

菓子販売員（和・洋） 中途

わらび餅製造職 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

https://www.elp.co.jp/
IT機器の提案販売、ドローン事業、ソフト
ウェア開発他

高知県高知市㈱エレパ22日午前16

https://www.kanesue.net

26 22日午前 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

https://www.kamacho.co.jp/

25 22日午前 ㈱かねすえ 高松市扇町 和洋菓子製造販売業

http://www.mmckagawa.co.jp/

23 22日午前 カトーレック㈱ 高松市朝日町
①エレクトロニクス事業（電子機器の設
計・製造）②ロジスティクス事業（物流）

https://www.katolec.com/

22 22日午前 香川三菱自動車販売㈱ 高松市観光通
新車、中古車の販売　自動車の修理、検
査　自動車部品用品の販売　損害保険
代理業務

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

20 22日午前 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 http://www.okitu.co.jp

19 22日午前 オートモールジャパン㈱ 高松市太田上町
自動車小売（新車・中古車）・自動車整
備・生命損害保険代理店

https://www.okawabus.com/

18 22日午前 ㈱オーキッド 高松市六条町
繊維製品に対する２次加工全般、無地繊
維商材の販売

https://www.orchid.factory-
shop.info/index.html

17 22日午前 大川自動車㈱ さぬき市長尾西
旅客自動車運送事業、旅行業、その他
不動産業

https://isseisha.co.jp/14 22日午前 ㈱一誠社 高松市田村町 印刷関連機材卸売業
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サービスドライバー
（LPガス・灯油等のルート配送）

新卒 既卒

サービスエンジニア
（各種メンテナンス・工事）

新卒 既卒

サービスドライバー
（LPガス・灯油等のルート配送）

中途

サービスエンジニア
（各種メンテナンス・工事）

中途

営業職（初任地選択可） 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

製造職 新卒 既卒

技術職 新卒 既卒

事務職 中途

製造職 中途

営業職 中途

技術職 中途

フロントスタッフ（夜勤） 新卒 既卒

フロントスタッフ（日勤） 新卒 既卒

フロントスタッフ（夜勤） 中途

総合職 新卒 既卒

一般職 新卒 既卒

営業職（金融外交員） 中途

スポーツクラブ総合職 新卒 既卒

受付・事務スタッフ 新卒 既卒

レストラン店長候補職 新卒 既卒

店舗管理・価格管理 新卒 既卒

自動車整備士 新卒 既卒

店舗管理・価格管理 中途

受付・事務スタッフ 中途

レストラン店長候補職 中途

車両販売・営業 中途

自動車整備士 中途

店舗販売スタッフ 新卒 既卒

品質管理スタッフ 新卒 既卒

スーパーの店員 中途

店長・チーフ・バイヤー 中途

土木技術者 新卒 既卒

事務総合職 新卒 既卒

ICTによるPG.SE.事務入力作業 新卒 既卒

ICTによるPG.SE.事務入力作業 中途

http://www.skimura.jp/

34 22日午後 ㈱クールジャパン 高松市鍛治屋町 ICT事業 https://www.cooljpn.co.jp/index.php

32 22日午後 ㈱きむら 高松市太田上町 飲食料品小売業　スーパーマーケット

https://y-grp.com/

33 22日午後 協拓建設㈱ 高松市松縄町 土木建設業 https://www.kyotaku.co.jp/

31 22日午前 ㈱ヤマウチ 高松市田村町
ガソリンスタンド・外食・車検・フィットネス
事業

https://kawaroku.co.jp/

30 22日午前 観音寺信用金庫 観音寺市観音寺町 金融業 http://www.kanshin.co.jp

29 22日午前 ㈱川六 高松市百間町 宿泊特化型ホテル

https://www.kameyama-sekiyu.com/

28 22日午前 ㈱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

27 22日午前 亀山石油㈱ 丸亀市昭和町
エネルギー業（LPガス、灯油、太陽光発
電、自然エネルギー機器等）
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営業職 新卒

キャリアコンサルタント職 中途

営業職 中途

営業サポート事務職 中途

総務事務職 中途

ルームアドバイザー（賃貸仲介営業
職）

新卒

WEBマーケティング職 新卒

売買仲介営業職 新卒

資産コンサルティング職 新卒

インテリアコーディネーター 新卒

施工管理 新卒

事務職 中途

営業職 中途

裁断・縫製職 中途

児童指導員 新卒

保育士 新卒

生活支援員 新卒 既卒

児童指導員（恵愛学園・白鳥園） 中途

調理員《白鳥園わこう》 中途

クラス担任講師（一斉授業講師） 新卒 既卒

クラス担任講師（一斉授業講師） 中途

総合職 新卒 既卒

介護職員（きやま） 中途

介護職員（城山苑） 中途

介護職員(高松・円座拠点) 新卒 既卒

介護職員(丸亀拠点) 新卒 既卒

介護職員(デイサービスセンター) 中途

看護職員(デイサービスセンター) 中途

総合職(ﾙｰﾄ営業) 新卒 既卒

一般職(事務) 新卒 既卒

総合職(ﾙｰﾄ営業) 中途

一般職(事務) 中途

43 22日午後 ㈱幸燿 高松市田村町 医薬品卸売業 営業職 新卒 http://www.web-koyo.co.jp/

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

http://www.godashoji.co.jp/index.html

44 22日午後 光洋産業㈱ 坂出市築港町 鉄リサイクル業 https://www.koyo-recycle.co.jp

42 22日午後 合田商事㈱ 高松市春日町 専門商社

nagai-group.com

41 22日午後 社福）光志福祉会 丸亀市川西町
介護施設(特養、グループホーム、デイ
サービス等)、児童施設(児童デイ、保育
園)の運営

http://www.koushi-
f.or.jp/recruit/index.php

40 22日午後 社福）敬世会 坂出市川津町 社会福祉事業

https://www.keiaifukushi.jp/

39 22日午後 ㈱ケイシン 高松市屋島西町
総合学習塾　啓真館の運営を中心とした
教育サービスの展開

https://www.juku-keishinkan.com/

38 22日午後 社福）　恵愛福祉事業団 東かがわ市白鳥 児童福祉・障害者福祉事業

http://www.global-center.co.jp/

37 22日午後 ㈱クロダ 東かがわ市三本松 手袋の企画・製造・販売 https://www.kuroda.co.jp/

36 22日午後 ㈱グローバルセンター 高松市伏石町
総合不動産業（不動産の賃貸・売買の仲
介業務・賃貸不動産管理業務・リノベー
ション施工・提案事業等）

35 22日午後 ㈱クリエアナブキ 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.crie.co.jp/
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45 22日午後 ㈱光洋設計 仲多度郡多度津町
土木測量・建設コンサルタント・補償コン
サルタント

測量・土木設計技術者 新卒 既卒 https://www.koyo-s.jp

印刷オペレーター 中途

加工オペレーター 中途

調達・工程管理・物流管理 中途

営業職 新卒 既卒

営業職（善通寺東店） 新卒 既卒

営業職（善通寺西店） 新卒 既卒

営業職（宇多津店） 新卒 既卒

自動車整備士（善通寺東店） 新卒 既卒

自動車整備士（善通寺西店） 新卒 既卒

自動車整備士（宇多津店） 新卒 既卒

事務（善通寺東店） 新卒 既卒

事務（善通寺西店） 新卒 既卒

事務（宇多津店） 新卒 既卒

営業職（善通寺西店） 中途

営業職（善通寺東店） 中途

営業職（宇多津店） 中途

事務（善通寺東店） 中途

事務（善通寺西店） 中途

事務（宇多津店） 中途

自動車整備士（善通寺西店） 中途

自動車整備士（善通寺東店） 中途

自動車整備士（宇多津店） 中途

機械設計・電気設計 新卒 既卒

機械設計 中途

技術営業 中途

機械組立 中途

電気設計 中途

営業職 新卒 既卒

営業職 中途

品質管理職 中途

溶接工 新卒 既卒

製缶工 新卒 既卒

製缶工 中途

企画・営業 新卒 既卒

研磨技術員 新卒 既卒

https://suntech.link/

51 22日午後 三有研器㈱ 高松市多賀町 工業用刃物卸売・再研磨加工
https://sanyukenki.com/recruit/new/inde
x.html

50 22日午後 ㈱サンテック 綾歌郡綾川町
産業機器（熱交換器・真空機器装置な
ど）の設計、製造

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

49 22日午後 サンコー㈱ 高松市朝日新町 ねじ及び関連商品の取扱い・販売 https://www.sanko-kk.net/

48 22日午後 讃光工業㈱ さぬき市長尾西
各種計量器　自動配合・電子計量システ
ムの開発から設計、製造

https://www.uc-cosmotec.co.jp/

47 22日午後 サカイ自動車販売㈱ 善通寺市上吉田町
ホンダディーラーとして新車・中古車販
売、車検点検修理

https://www.hondacars-zentuji.jp/

46 22日午後 コスモテック㈱ 善通寺市弘田町 合成樹脂フイルムの印刷・加工・販売
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製缶（組立）/坂出工場 中途

製缶（切断・組立・溶接・熱処理・塗
装）/高松

中途

設計 中途

工程管理 中途

設計 新卒 既卒

工程管理 新卒 既卒

製缶（切断・組立・溶接・熱処理・塗
装）/高松

新卒 既卒

製缶（組立）/坂出工場 新卒 既卒

ルート営業職 新卒 既卒

理化学機器の営業職 中途

理系総合職 新卒 既卒

管理系総合職 新卒 既卒

店舗運営職 新卒 既卒

店舗運営職 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

三豊支店/総合事務職 新卒 既卒

坂出支店/総合事務職 新卒 既卒

高松支店/総合事務職 新卒 既卒

システムエンジニア、インフラエンジニ
ア、カスタマエンジニア、セールスエン
ジニア（営業）

新卒 既卒

システムエンジニア 中途

インフラエンジニア 中途

営業職 中途

営業事務職 中途

製造管理 新卒

管理課 中途

製造課 中途

商品開発 中途

品質管理課 中途

工務課 中途

営業課 中途

事務 新卒 既卒

自動車整備 新卒 既卒

営業 新卒 既卒

事務 中途

自動車整備 中途

営業 中途

営業職（法人向けメイン） 新卒 既卒

営業職（法人向けメイン） 中途

http://dealer.honda.co.jp/hondacars-
tadotsu/

62 22日午後 ㈱ミヤプロ 高松市朝日新町

企画、デザイン、印刷[名刺、ハガキ、ポ
スター、カタログ、その他全般]、 ICT関連
[ホームページ関連・マルチメディアコンテ
ンツ関連・デジタルサイネージ関連・サー
バー運用管理]、マーケティング

https://www.miyapro.co.jp/

61 22日午後 Honda Cars 多度津（(有)讃光マイカーセンター） 仲多度郡多度津町
ホンダ四輪新車、中古車販売、整備、保
険業務及び付随する業務

60 22日午後 シノブフーズ㈱四国工場 大阪府大阪市
大手コンビニのお弁当・おにぎり・惣菜等
の製造調理

http://shinobufoods.co.jp

http://www.scc21.co.jp/

59 22日午後 ㈱シティライト 岡山県岡山市
自動車販売・買取・オークション・リサイク
ル等

https://www.citylight.co.jp/

58 22日午後 ㈱四国電子計算センター 高松市古新町 情報処理サービス

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

57 22日午後 四国西濃運輸㈱ 愛媛県東温市 貨物自動車運送事業 https://www.seino.co.jp/sikoku/

56 22日午後 四国警備保障㈱ 高松市六条町 サービス業

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

55 22日午後 四国キヨスク㈱ 高松市西の丸町
JR四国駅構内でのセブンイレブン店舗、
お土産店舗の運営

https://www.s-kiosk.jp/

54 22日午後 四国化工㈱ 東かがわ市西山 高機能性フィルムの製造及び販売

https://www.sanwa-tesco.co.jp/

53 22日午後 四国医療器㈱ 高松市錦町 医療機器・理化学機器の卸売業 https://shikokuiryoki.com/

52 22日午後 ㈱三和テスコ 高松市朝日町
ｴﾝｼﾞﾝﾍﾞｯﾄﾞ、ﾌﾟﾚｰﾄ&ｼｪﾙ熱交換器他設
計・製作
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整備職 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

整備職 中途

営業職 中途

オリーヴ栽培技術 新卒

お客様係 中途

営業事務 中途

販売管理、営業事務 中途

オリーブ栽培管理・農地環境整備 中途

エステティシャン 中途

フルフィルメント責任者候補 中途

お客様係 中途

オンラインショップ運営・ＷＥＢ企画 中途

品質管理業務 新卒 既卒

一般事務 中途

製品出荷業務 中途

ウェットティッシュ製造工 中途

営業・企画 中途

品質管理業務 中途

介護職（資格不問） 新卒 既卒

介護職（満濃荘）《夜勤あり》 中途

介護福祉士（満濃荘）《夜勤あり》 中途

介護職（仲南荘）《夜勤あり》 中途

介護福祉士（仲南荘）《夜勤あり》 中途

営業 新卒 既卒

内装工事施工管理 新卒 既卒

什器レンタルの営業 中途

内装工事施工管理 中途

電気制御技術者 中途

機械設計技術者 中途

電気制御設計 新卒 既卒

秘書 新卒 既卒

機械設計 新卒 既卒

介護職 新卒 既卒

介護職（ホームヘルパー高松） 中途

介護職（ホームヘルパー丸亀） 中途

http://www.saint-care.com69 23日午前 セントケア四国㈱ 高松市中新町

在宅介護サービス,在宅入浴サービス,居
宅支援事業,小規模多機能型居宅介護,
訪問看護サービス,看護小規模多機能型
居宅介護,福祉用具機器／介護用品販
売レンタル

http://sekiya.ne.jp

68 23日午前 ㈱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 http://serix.jp

67 23日午前 ㈱セキヤ 高松市春日町
イベント会場の企画・設営・運営
什器レンタル、店舗内装工事

http://www.showa-shiko.co.jp/

66 23日午前 社福)正友会 仲多度郡まんのう町
特別養護老人ホーム・グループホーム・
ショートステイ・デイサービス・支援セン
ター

https://www.seiyuukai.jp

65 23日午前 昭和紙工㈱ 観音寺市豊浜町 ウェットティッシュ製造業

https://www.mercedes-benz-marugame.jp

64 23日午前 小豆島ヘルシーランド㈱ 小豆郡土庄町
オリーヴを使用した化粧品・食品・健康
食品の製造と通信販売

https://shl-olive.co.jp/olive/

63 23日午前 ㈱シュテルン丸亀 綾歌郡宇多津町
新車・中古車の販売、修理、検査、自動
車部品用品の販売、損害保険代理業務
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技術職 新卒 既卒

技術職 中途

段ボール・紙器の営業 新卒 既卒

段ボールケース製造 新卒 既卒

段ボール資材配送 中途

総合職 新卒 既卒

工場作業員（ゴムホース成形作業） 中途

工場作業員
（ゴムホースの組み立て・補助）

中途

法人営業・技術営業・営業企画 新卒

インフラ資材の提案営業 中途

制御・測定機器及びサービスの提案
営業

中途

社内SE 中途

74 23日午前 ㈱たかせんテレコム 高松市室新町 携帯電話販売 モバイルアドバイザー 新卒 既卒 http://www.takasentelecom.co.jp/

車掌／運転士候補 新卒 既卒

鉄道設備の保守（電気・保線・車両） 新卒 既卒

一般事務 中途

電車乗務員 中途

鉄道設備の保守（電気・保線・車両） 中途

営業（青果物卸売） 新卒 既卒

営業（青果物卸売） 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

電気機械設計 新卒

資材調達 新卒

電気機械組立 新卒

品質管理 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

技能職 新卒 既卒

溶接工 中途

塗装工 中途

http://sys.tadano.co.jp/ilec/79 23日午前 ㈱タダノアイレック 仲多度郡多度津町 製造業（クレーン部品製造）

www.takara-s.co.jp

78 23日午前 宝田電産㈱ 三豊市財田町
各種配電盤、制御盤の設計・製作及び
現地改修工事

https:www.takarada-net.co.jp

77 23日午前 宝食品㈱ 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/

76 23日午前 高松青果㈱ 高松市瀬戸内町 青果卸売業 https://takamatsuseika.co.jp/

75 23日午前 高松琴平電気鉄道㈱ 高松市栗林町 鉄道事業

73 23日午前 大豊産業㈱ 高松市寿町
インフラ・省力化・新エネルギーIoT事業
の販売、施工、保守等

http://www.taihos.co.jp/

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

72 23日午前 大同ゴム㈱ 丸亀市蓬莱町 工業用ゴムホース製造・販売 https://www.daido-rubber.co.jp/

71 23日午前 大成段ボール㈱ 東かがわ市湊 段ボール・紙器の製造・販売

70 23日午前 ㈱総合技建コンサルタント 仲多度郡琴平町
道路や河川・橋梁等の調査、測量、土木
設計及び電気機器製造業務

https://sogogiken.co.jp/
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油圧機械の設計業務 中途

マニュアル制作業務 中途

営業 新卒 既卒

事務 新卒 既卒

営業 中途

事務作業・消耗品の配送 中途

82 23日午前 ㈱タニモト 高松市国分寺町 食品容器、包装資材の企画及び販売 営業職 新卒 既卒 https://www.kk-tanimoto.co.jp/

営業職 中途

栄養士　管理栄養士 中途

営業【東かがわ】 新卒 既卒

開発職【香川県東かがわ市】 新卒 既卒

社内システムエンジニア 新卒 既卒

営業【東かがわ】 中途

開発職【香川県東かがわ市】 中途

機械設計、メンテナンス 中途

社内システムエンジニア 中途

技術系総合職 新卒 既卒

施工管理補助 中途

技術系総合職 新卒

製造オペレーター 中途

社内SE 中途

営業スタッフ 新卒 既卒

フロアスタッフ 新卒

営業職 新卒 既卒

事務管理職 新卒 既卒

営業職 中途

事務職 中途

建築工事管理 新卒 既卒

大工・左官・土工 新卒 既卒

建築工事管理、営業 中途

建設作業員（管理者候補） 中途

大工・左官・土工 中途

技術職（土木・造園系） 新卒 既卒

技術職（電気・機械系） 新卒 既卒

https://www.w-e-shikoku.co.jp/90 23日午前 西日本高速道路エンジニアリング四国㈱ 高松市花園町 四国の高速道路の建設・点検・維持管理

https://www.nishio-rent.co.jp/

89 23日午前 ㈱西崎組 小豆郡土庄町
総合建設業、一級建築士事務所、不動
産業

https://www.nishizaki-gumi.co.jp

88 23日午前 西尾レントオール㈱ 神奈川県横浜市 建設機械を中心とした総合レンタル業

https://www.toyotanso.co.jp/

87 23日午前 トヨタカローラ香川㈱ 高松市鬼無町
トヨタの新車販売、自動車修理・点検、各
種損害保険、クレジット扱い

https://www.orangetoyota.jp/

86 23日午前 東洋炭素㈱ 三豊市詫間町 高機能カーボン製品の製造・販売

http://www.tyco-acty.co.jp/

85 23日午前 筒井工業㈱ 木田郡三木町 建設業（土木・舗装）の元請工事 https://tsutsui-kogyo.co.jp/

84 23日午前 ㈱ツチヨシ　アクティ 東かがわ市大内 鋳造用資材の製造・販売

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

83 23日午前 ㈱中央 高松市香川町
高齢者施設給食事業、企業給食事業、
幼児給食事業、仕出し事業など

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

81 23日午前 ㈱多田文房堂 高松市上林町
オフィス家具やOA機器・文具等の取り扱
い、事務所や施設の新設・リニューアル
に伴う空間創りをトータルプロデュース

80 23日午前 ㈱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

https://www.tadanoeng.co.jp/
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営業職 新卒 既卒

生産管理職 新卒 既卒

生産職 新卒 既卒

品質管理職 新卒 既卒

製造作業（機械オペレーター） 中途

生産管理職 中途

販売スタッフ 新卒 既卒

販売アシスタント 新卒 既卒

営業 新卒 既卒

ケアマネジャー 中途

住宅改修工事スタッフ 中途

総合職（技術系） 新卒 既卒

総合職（管理系） 新卒 既卒

総合職（化学技術者） 中途

総合職（高周波電子回路技術者） 中途

総合職（海外営業） 中途

総合職（システムエンジニア） 中途

現地技術員 新卒 既卒

現地技術員 中途

総合職 新卒 既卒

設計・構図業務 中途

施工管理 中途

97 23日午後 日産プリンス香川販売㈱ 善通寺市稲木町 普通・小型自動車の販売及び修理業 カーライフアドバイザー（営業職） 新卒 既卒 https://np-kagawa.nissan-dealer.jp/

98 23日午後 ㈱日進堂 高松市伏石町
①戸建て住宅の販売、施工②土地分譲
③リフォーム④不動産売買仲介

住宅営業 新卒 https://nissindo.net

営業スタッフ 新卒 既卒

営業スタッフ 中途

自動車整備士 中途

現場監督 新卒

現場監督補 新卒

総合事務 新卒

事務 新卒

現場監督 中途

現場監督補 中途

総合事務 中途

事務 中途

現場作業員 中途

営業職 新卒

営業職 中途

http://house-yume.co.jp

101 23日午後 ㈱ハマダフードシステム 高松市松並町
食品加工工場へ原料、副資材、衛生資
材等の販売と技術指導

http://hamadafs.co.jp/

100 23日午後 ㈱ハウスサービス 東かがわ市小磯
住宅・事務所・社寺・店舗建築等の新築・
リフォームの設計・施工

https://www.nikko-ltd.jp

99 23日午後 ネッツトヨタ高松㈱ 高松市香西南町
自動車小売・卸売　自動車整備　損保・
生保代理店　携帯電話販売他

https://happynetz.co.jp

96 23日午後 ㈱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
アおよび各種建築金物の設計製造販売
ならびに施工

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

95 23日午後 ㈱ジャスト西日本 坂出市築港町 非破壊検査業 http://www.just-nishinihon.jp/

94 23日午後 アオイ電子㈱ 高松市香西南町 電子部品の製造

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

93 23日午前 ㈱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/

92 23日午前 西村ジョイ㈱ 高松市成合町
ホームセンター事業 住生活関連用品販
売

91 23日午前 西日本パック㈱ 観音寺市大野原町 軟包装資材の加工・販売 http://www.nishi-pack.co.jp
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自動車整備 中途

自動車整備 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

営業系 新卒 既卒

事務・管理系 新卒 既卒

104 23日午後 ㈱ヒューマンアイズ 高松市太田上町
大手製造企業様に特化した人材派遣業
と業務請負業

総合職 新卒 既卒 https://www.humaneyes.co.jp/

グラビア印刷オペレーター 中途

加工機オペレーター 中途

製造準備・製造補佐（丸亀工場） 中途

製造準備・補佐（まんのう工場） 中途

営業 新卒 既卒

設計技術職 新卒 既卒

組立技術員 新卒 既卒

資材管理業務 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

施工管理職 新卒 既卒

営業職 新卒 既卒

108 23日午後 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱ 東京都中央区
タイヤおよび自動車関連用品の卸売（日
本国内）

営業職 新卒
https://www.bridgestone.co.jp/group/btsj/
index.html

水処理関連作業員 新卒 既卒

水処理関連作業員 中途

総合職 新卒 既卒

セレモニーアドバイザー 中途

経理職 中途

移動式クレーン運転士 新卒 既卒

営業職・営業事務職 新卒 既卒

移動式クレーン運転士 中途

トレーラー運転手 中途

整備士 中途

トラック運転手（10ｔ） 中途

営業職 中途

https://www.bellmony.co.jp

111 23日午後 丸喜運輸機工㈱ 高松市国分寺町
・ｸﾚｰﾝﾘｰｽ業 ・貨物運送業 ・機械等据
付

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

110 23日午後 ㈱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.fuso-inc.co.jp/

109 23日午後 ㈱フレイン 高松市亀岡町
 浄化槽保守点検､施工 ･排水管清掃､下
水管管理等 ･仮設ﾄｲﾚ ﾚﾝﾀﾙ､販売 ･ﾄｲﾚ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

https://www.furein.jp/

107 23日午後 ㈱フソウ 東京都中央区 綜合水処理業

http://www.fujiko.jp/

106 23日午後 フジタ自動車工業㈱ 綾歌郡綾川町
各種トラックボデーのオーダーメイド製
造・販売・修理

https://fujitabody.co.jp/

105 23日午後 ㈱フジコー 丸亀市川西町
グラビア印刷技術によるフィルム印刷及
び加工

www.higashishikoku-subaru.co.jp

103 23日午後 百十四リース㈱ 高松市亀井町 総合リース業 http://www.114lease.co.jp

102 23日午後 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
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112 23日午後 丸八商工㈱ 高松市朝日町 古紙卸売業 営業・事務・収集・運搬・選別加工 新卒 既卒 https://www.maruhachi-web.com/

店舗販売スタッフ・店舗レジスタッフ 新卒 既卒

食品製造スタッフ（精肉・海産物） 新卒 既卒

食品販売店員 中途

設計 新卒 既卒

組立・結線作業員 中途

CAD設計技術者 中途

プリント基板の設計・動作検証 中途

115 23日午後 ㈱村上ホールディングス 高松市東ハゼ町 総合建設工事業他 土木施工管理 新卒 既卒 http://www.murakamigumi.co.jp/

技術職 新卒 既卒

技術営業 新卒 既卒

総務経理事務 中途

システム担当 中途

技術職（経験者） 中途

技術職（未経験者応募可能） 中途

営業 新卒 既卒

営業 中途

機械加工（生産） 新卒 既卒

生産管理 新卒 既卒

研究開発・品質環境管理 新卒 既卒

119 23日午後 ㈱ユニーク 高松市林町 コンピュータソフトウェア開発 システムエンジニア、プログラマー 新卒 既卒 https://www.unique21.co.jp/

120 23日午後 ㈱吉田石油店 三豊市詫間町
石油製品卸売小売、ＬＰガス・太陽光パ
ネル販売、電力小売ほか

総合職 新卒 既卒 https://www.yoshida-oil.co.jp/

営業 中途

配送員 中途

122 23日午後 ㈱読宣四国 高松市太田上町
WEB広告、新聞折込広告、ヨミポスト等
各種広告提案

営業職 中途 http://www.yomisen-shikoku.jp/

技術職 新卒

技術職 中途

製造職（生産系） 新卒 既卒

物流管理スタッフ（仕分け） 新卒 既卒

営業スタッフ 中途

仕分けスタッフ 中途

生産スタッフ（機械設備系） 中途

事務スタッフ 中途

生産スタッフ（生産系） 中途

総務・経理スタッフ 中途

https://www.yondenko.co.jp/

124 23日午後 ㈱YKタイヨー 坂出市江尻町 パンの製造及び販売 https://yktaiyo.co.jp/

123 23日午後 ㈱四電工 高松市花ノ宮町 建築設備工事、電力供給設備工事

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

121 23日午後 ㈱吉塚仏壇店 丸亀市塩飽町 仏壇・仏具・寺院用仏具の製造・小売業 https://www.yoshiduka-butsudan.com

118 23日午後 ㈱ユーミック 高松市新田町
産業用機械部品・電子部品・医療用具等
への機能性表面処理

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

117 23日午後 安田食品工業㈱ 小豆郡小豆島町 佃煮・惣菜等の調理食品の製造販売 http://yasudanotukudani.com/

116 23日午後 ㈱メック 善通寺市原田町
プラント設備の工事・点検、保守管理、リ
モート支援システム他

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

114 23日午後 ㈲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

https://www.marugame.or.jp/shoukai/mizu
ho/index.html

113 23日午後 ㈱マルヨシセンター 高松市国分寺町 食品スーパーマーケットの運営
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