
【求人区分】
学卒　－　新規学校卒業者対象求人（既卒者の応募可能求人を含む）
中途　－　中途採用者対象求人（ＵＪＩターン希望者の応募可能求人を含む） （５０音順）

№ 事　業　所　名 № 事　業　所　名

1 学卒 中途 ㈱アイ・ディー・エム 25 学卒 中途 コスモテック㈱

2 学卒 中途 アイ電機㈱ 26 学卒 ㈱琴平グランドホテル

3 学卒 葵機工㈱ 27 学卒 中途 医療法人　圭良会　永生病院

4 中途 アオイ電子㈱ 28 中途 小松印刷㈱

5 学卒
㈱味匠（味匠お届け料理センター、坂出グランドホテル、プレイパークゴールド
タワー） 29 学卒 ㈱サクセス

6 中途 アリコジャパン　高松エイジェンシーオフィス 30 学卒 医療法人社団　健仁会

学卒 ㈱イケダコーポレーション 31 学卒 讃岐鋳造鉄工㈱

学卒 四国寺岡オートドア㈱ 32 中途 三本松ﾛｲﾔﾙホテル（大洋商事㈱）

8 学卒 石井事務機㈱ 33 学卒 医療法人社団　五色会

9 学卒 伊勢丸食品㈱ 34 中途 ㈱ジェネス　高松支社

10 学卒 ㈱一鶴 35 学卒 四国機器㈱

11 学卒 ㈱エスビーエフ 36 学卒 医療法人社団　三和会　しおかぜ病院

12 学卒 大川自動車㈱ 37 学卒 四国通商㈱

13 学卒 ㈱岡會計事務所 38 学卒 四国ドック㈱

14 学卒 ㈱香川ダイハツモータース 39 学卒 中途 四国福山通運㈱高松支店

15 学卒 カトーレック㈱ 40 学卒 シノブデリカ㈱

16 学卒 中途 ㈱川西水道機器 41 学卒 ㈱春風堂

17 学卒 香川マツダ販売㈱ 42 学卒 社会福祉法人　松寿会

18 学卒 中途 観音寺信用金庫 43 学卒 中途 ㈱シロトリ

19 中途 社会福祉法人　喜勝会　特別養護老人ホーム　一宮の里 44 中途 医療法人社団　聖心会　阪本病院

20 学卒 ㈱きむら（新鮮市場きむら） 45 中途 瀬戸内エンジニアリング㈱四国地区高松設計事務所

21 学卒 ㈱キャリアステーション 46 学卒 ㈲瀬戸内スイミング・スクール

22 学卒 久米加石油㈱ 47 学卒 中途 ㈱セリックス

23 学卒 中途 ㈱グリーンクロス　高松営業所 48 学卒 社会医療法人財団　大樹会　総合病院　回生病院

24 中途 医療法人　慶昭会　おおにし病院 49 学卒 大成段ボール㈱
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50 中途 大東建託㈱高松支店 75 学卒 中途 社会福祉法人　真理亜福祉会

51 学卒 ㈱タイヨー神戸屋 76 学卒 ㈱丸亀給食センター

52 学卒 中途 医療法人社団　たけお会　岩佐病院 77 学卒 三豊証券㈱

53 学卒 中途 ㈱タケダ 78 学卒 中途 みんなの笑顔応援団　有限責任事業組合

54 学卒 ㈱タダノシステムズ 79 学卒 中途 ㈱森川ゲージ製作所

55 学卒 中途 タチバナ工業㈱ 80 学卒 中途 ㈱ユーリックホーム

56 学卒 壺谷建設㈱ 81 中途 ㈱ユタカ

57 学卒 ㈱ティーネットジャパン 82 学卒 中途 ㈱ユニオン・グラビア

58 学卒 ティーメックス㈱ 83 学卒 ㈱ユメックス

59 中途 東京コンピュータサービス㈱高松支店 84 学卒 ㈲ヨシカワ企画

60 中途 東建コーポレーション㈱高松支店 85 学卒 楽生会（ケアハウス屋島）

61 学卒 徳島石油㈱高松支店 86 中途 ㈱ワイエスケミテック

62 学卒 西野金陵㈱ 87 学卒 ㈱ワイジーテック

63 学卒 ㈱二蝶

64 学卒 日産プリンス香川販売㈱

65 学卒 日生化学㈱

66 中途 日本電通㈱高松営業所

67 学卒 ネッツトヨタ高松㈱

68 学卒 社会福祉法人　博安会

69 学卒 ㈲広野牧場

70 中途 ㈱フードリサーチ

71 学卒 中途 ㈱フォワイエ

72 学卒 富士鋼材㈱

73 学卒 ㈱フジコー

74 学卒 中途 ㈱プランナー
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