
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年度　第１弾　障がい者就職面接会　参加事業所情報 平成２２年９月１日現在

番号 事　業　所　名 職　　種 人数 年　　齢 賃　　金 勤　務　地 休　日　等

1 ㈱アイ・ディー・エム 介護スタッフ（パート） １ 不　問 時給680～750円 東かがわ市三本松 他（週３日程度の勤務）

2 アオイ電子㈱ 製品検査・軽作業（正社員） １ ～３５歳 月給133,550～162,200円 高松市香西南町 他（年間休日１１５日）

3 社会福祉法人　朝日園

印刷機オペレーター（契約社員） ２ 不　問 時給660～700円 木田郡三木町 土日祝

オンデマンド印刷機オペレーター（契約社員） ２ 不　問 時給660～700円 木田郡三木町 土日祝

4 ㈱アドバンスサポート

コールスタッフ（正社員） ３ ～６１歳 月給180,000～250,000円 高松市寿町 水・他（年間休日９５日）

一般事務（正社員） ２ 不　問 月給145,000～200,000円 高松市寿町 日祝・他（年間休日１１２日）

5 ㈱アドバンスソリューション

ショップ販売員（正社員） １ ～６１歳 月給150,000～280,000円 高松市内各店舗 他（年間休日１０６日）

一般事務（正社員） ２ 不　問 月給145,000～200,000円 高松市寿町 日祝・他（１１２日）

6 ㈱アドバンスモバイル 一般事務（正社員） ２ 不　問 月給145,000～200,000円 高松市寿町 日祝・他（１１２日）

7 穴吹エンタープライズ㈱ 施設管理担当者（パート） １ 不　問 時給700～800円 さぬき市津田町 他(週４日以上の勤務）

8 ㈱穴吹ハウジングサービス 事務員 １ 不　問 月給115,200円 高松市紺屋町 日月祝

9 あなぶきパートナー㈱ 清掃・軽作業（契約社員） １ 不　問 月給115,200円 高松市鍛冶屋町・紺屋町 日月祝

10
アメリカンライフ　インシュアランス
カンパニー　（アリコジャパン）

一般事務及び営業事務（契約社員） １ 不　問 月給162,000円～200,000円 高松市番町 土日祝

11 香川県農業協同組合 一般事務（臨時職員） ２ 不　問 時給750～850円 香川県下各事業所 土日祝

12 国立大学法人　香川大学

事務補佐員（パート） １ 不　問 時給940円 高松市幸町 土日祝

用務員（パート） １ 不　問 時給870円 さぬき市昭和 土日祝

13 ㈱カワニシ

一般事務（契約社員） １ 不　問 月給160,000円 高松市西ハゼ町 土日祝

営業（正社員） １ 不　問 月給160,000円～200,000円 高松市西ハゼ町 土日祝

14 ㈱キタムラ 販売スタッフ（パート） １ 不　問 時給780円 高松市高松町 他(週５日程度の勤務）

15 讃岐リース㈱ 備品の整理・清掃（パート） １ 不　問 時給700円 綾歌郡綾川町 日祝・他（週５日程度の勤務）

16 社会福祉法人　守里会 介護士の補助（パート） １ 不　問 時給750円 高松市牟礼町 他（週４日程度の勤務）



17 新日本印刷㈱ 受付事務及び製作 １ 不　問 月給210,000～260,000円 高松市木太町 日祝・他（年間休日105日）

18 ㈱セシールコミュニケーションズ 電話発信業務（パート） １ 不　問 時給800～1,290円 高松市観光町 他（週４日以上の勤務）

19 ㈱損害保険ジャパン 一般嘱託（契約社員） ２ 不　問 月給160,500円 高松市紺屋町 土日祝

20 中央三井信託銀行㈱高松支店 事務職（常勤嘱託） １ 不　問 月給160,000円 高松市紺屋町 土日祝

21 ㈱Ｔ－ＮＥＴ　vigla 一般事務(正社員） １ 不　問 時給950円 高松市成合町 土日祝

22 ドコモサービス四国㈱ 一般事務（契約社員） １ 不　問 月給180,000円 高松市錦町 土日祝

23 日清医療食品㈱四国支店

調理員（栗林町・嘱託社員） 1 不　問 時給652～700円 高松市栗林町 他（年間休日１０５日）

調理員〔下田井町・嘱託社員） 1 不　問 時給652～700円 高松市下田井町 他（年間休日１０５日）

24 ㈱日本ドルフィンセンター 飼育補助スタッフ １ 不　問 時給700～750円 さぬき市津田町 他（週５日程度の勤務）

25 ハウス美装工業㈱ 清掃作業（パート） １ 不　問 時給700～850円 香川県内契約先 日祝（就業場所により異なる）

26 ㈱ヒューマンアイズ

人事サポート管理補助（正社員） 1 不　問 時給900円 高松市桜町 土日祝

経理事務（常用型派遣） １ 不　問 時給850円 高松市西部 土日（年間休日１０５日）

27 ブリヂストン化成品㈱ 梱包作業員（パート） １ 不　問 時給700円 木田郡三木町 日祝・他（週５日勤務）

28 ㈱ベルモニー テレフォン案内（パート） １ 不　問 時給700円 高松市勅使町又は元山町 土日祝

29 ㈱マルナカ 販売（パート） ３ 不　問 時給652円～680円 香川県内各店舗 他(月間休日8日)

30 三井生命保険㈱高松支社 一般事務（嘱託） 1 不　問 月給138,330円  高松市磨屋町 土日祝

31 牟禮印刷㈱

ＤＴＰオペレーター（パート） 1 不　問 時給750円～810円 高松市朝日町 日祝・他（週５日程度の勤務）

印刷物の製本補助員（パート） １ 不　問 時給750円～810円 高松市朝日町 日祝・他（週５日程度の勤務）

印刷物の文字校正員（パート） 1 不　問 時給750円～810円 高松市朝日町 日祝・他（週５日程度の勤務）

32
ヤマトホームコンビニエンス㈱
四国統括支店

事務職（契約社員） １ 不　問 月給115,500円～123,200円 高松市春日町 他(年間休日104日)

33
出光リテール販売㈱
四国カンパニー

セルフＳＳスタッフ（パート） ２ ５９歳以下 時給750～849円
高松市木太町、東ハゼ町又
は十川町

他（週4日程度の勤務）

34 中商事㈱ 製造部員 １ 不　問 日給月給135,000～160,000円 高松市庵治町 日祝・他（年間休日１００日）

35 ㈱ダイナム　高松統括事務所 事務補助担当者（パート） ２ 不　問 時給750円
高松市上林町
木田郡三木町

他（週４日以上の勤務）
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