
◆中途採用希望者対象

№ 事業所名 所在地 事業内容 職種
求人数
（人）

ホームページアドレス

1
デイサービススタッフ（看護
職員）

5

2
デイサービススタッフ（介護
職員送迎含む）

5

3 介護スタッフ 2

4 配線工（配電盤） 1

5 配電盤・溶接組立工 1

6 総合職（製品設計・開発） 3

7 総合職（工程管理） 1

8 アリコジャパン高松エイジェンシーオフィス 高松市番町
個人・法人の様々なﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ及び資産形成の
ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞをご提案

コンサルティング営業 3 http://www.alico.co.jp

9 設計・開発員 1

10 営業 1

11 営業職（金融外交員） 3

12 営業職 2

13 介護職員 2

14 正看護職員 1

15 ㈱グリーンクロス　高松営業所 高松市木太町
安全機材用品の販売及びレンタル。サインメディア、
イメージグラフィックスの制作、販売。

営業 3
http://www.green-
cross.co.jp/

16 介護職員 3

17 正看護師 3

18
准看護師（介護支援専門
員）

1

19
介護職員（介護支援専門
員）

1

20 コスモテック㈱ 善通寺市弘田町 合成樹脂フィルムの印刷・加工・販売 営業員 1
http://www.uc-
cosmotec.co.jp/

21 医療法人　圭良会　永生病院 仲多度郡まんのう町
一般病棟・介護療養型病棟・透析・介護事業･グ
ループホーム・小規模多機能型居宅介護施設

看護師（永生病院・外来） 1 http://www.eisei-hp.or.jp/

医療法人　慶昭会　おおにし病院 仲多度郡琴平町
病院（看護・介護）業務、外来（産婦人科・内科・整形
外科）

社会福祉法人　喜勝会
特別養護老人ホーム　一宮の里

高松市一宮町
特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービ
ス、ホームヘルパー訪問介護、老人介護支援セン
ター、居宅介護支援事業所の運営

観音寺信用金庫 観音寺市観音寺町
預金業務・融資業務・為替業務、その他付随業務、
政府系金融機関の代理業務,国債の窓口販売、投
資信託・損害保険の窓口販売。

http://www.kanshin.co.jp

㈱川西水道機器 綾歌郡綾川町 水道用管継ぎ手の製造販売
http://www.sk-
kawanishi.com

アオイ電子㈱ 高松市香西南町
ＩＣパッケージ、光デバイス、リチウムポリマー電池、
その他エレクトロニクス製品の製造・販売

かがわーくフェア（夏の就職面接会）参加事業所求人情報一覧（50音順）

㈱アイ・ディー・エム 高松市桜町 高齢者介護 http://www.idm-hcg.co.jp/

アイ電機㈱ 高松市一宮町
・配電盤、制御盤製造
・電気工事
・回転機修理

1
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22
看護師（通所介護いこいの
家）

2

23 看護師（永生病院・病棟） 2

24
准看護師（永生病院・病
棟）

2

25
准看護師（永生病院・外
来）

1

26
准看護師（通所介護いこい
の家）

2

27 介護福祉士（永生病院） 2

28
介護福祉士（グループホー
ムこんぴら）

2

29
介護福祉士（通所介護いこ
いの家）

2

30 介護人（永生病院） 2

31
介護人（グループホームこ
んぴら）

2

32
介護人（通所介護いこいの
家）

2

33 臨床工学技士 1

34 小松印刷㈱ 高松市香南町 印刷・紙器加工業 営業・工程管理 1
http://www.komatsuprinting.
co.jp/

35 三本松ﾛｲﾔﾙホテル（大洋商事㈱） 東かがわ市三本松 ホテル・宴会場・レストラン 料飲課スタッフ 1

36 ㈱ジェネス　高松支社 高松市内町
電気通信事業の受託業務・代理店業務、情報通信サービス、回
線・インターネット接続業務の受託及びコンサルティング 企画営業職 5

37 四国福山通運㈱高松支店 高松市郷東町 一般貨物運送事業 事務総合職 2 http://www.fukutsu.co.jp

38 営業 2

39 機械オペレーター 1

40 看護師（病棟） 3

41 看護師（外来） 1

42 准看護師（病棟） 3

医療法人社団　聖心会　阪本病院 東かがわ市川東 病院
http://www.idm-
hcg.co.jp/sakamoto/

㈱シロトリ 東かがわ市伊座 紙器パッケージ・一般美術印刷・スクリーン印刷 http://www.shirotori.jp

医療法人　圭良会　永生病院 仲多度郡まんのう町
一般病棟・介護療養型病棟・透析・介護事業･グ
ループホーム・小規模多機能型居宅介護施設

http://www.eisei-hp.or.jp/
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43
瀬戸内エンジニアリング㈱
四国地区高松設計事務所

高松市塩屋町
機械設計・プラント設計・土木建築設計・電気設計・
SE

機械設計・プラント設計設
備

3
http://www.setouchi-
eng.co.jp

44 機械技術者 3

45 電気技術者 3

46 大東建託㈱高松支店 高松市上天神町
土地活用の企画・立案から賃貸建物の設計・施工、賃貸建物へ
の入居者斡旋・運営・管理まで、土地活用のトータルサービス。

テナント営業
賃貸仲介スタッフ

3 http://www.kentaku.co.jp

47 理学療法士 2

48 作業療法士 1

49 看護師 2

50 准看護師 2

51 介護職員 2

52
販売（携帯電話）（ドコモ
ショップ木太店）

1

53
販売（携帯電話）（ドコモ
ショップ小豆島店）

1

54 土木技術職 3

55 機械電気技術職 1

56 船舶職 2

57 プログラマー 1

58 システムエンジニア 1

59 東建コーポレーション㈱高松支店 高松市伏石町
アパート、賃貸マンションのご提案から、設計・施工・入居募集・各種保障・メンテナンス
に至るまでを一貫して、土地オーナー様へ「土地の有効活用」の為のトータルサポート
を提供しています。

建築営業 5 http://www.token.co.jp/

60 日本電通㈱高松営業所 高松市塩上町
法人を対象とした、ネットワーク並びにセキュリティ分野のコンサ
ルティング、及び関連商品の販売・施工・保守・メンテナンス ルート営業（正社員） 3

http://www.nihondentsu.co
m/

61 冷凍食品の生産管理 1

62 品質管理（幹部候補生） 2

63 ㈱フォワイエ 高松市瓦町 服飾販売
服飾販売（婦人服・紳士
服）

3 http://www.foyer.co.jp

㈱フードリサーチ 丸亀市港町 冷凍食品販売、食品開発

東京コンピュータサービス㈱高松支店 高松市紺屋町
アプリケーションソフト開発、ベーシックソフトウェア
開発、ハードウェア設計開発、電子回路設計開発、
システムコンサルテーション

http://www.tcs-ipnet.co.jp/

㈱タケダ 高松市松島町 店舗設計・施工・不動産業

医療法人社団　たけお会　岩佐病院 仲多度郡琴平町

病院運営（診療科）内科・外科・整形外科・脳神経外
科・放射線科・リハビリテーション科・ペインクリニック
科・皮膚科・泌尿器科・呼吸器内科・消化器内科・糖
尿病内科・消化器外科・乳腺外科・肛門外科・胆のう
外科（病床数）63床：一般病床29／療養病床34床
「デイサービスなごみの家」の運営

http://www.iwasa.or.jp

㈱セリックス 木田郡三木町
半導体製造搬送、ロボット等開発、自動機製作、設
計、製造

http://www.serix.jp/

タチバナ工業㈱ 高松市城東町 土木技術職
http://www.tachibanakogyo.
co.jp

3
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64 正看護師 1

65 介護福祉士 7

66 看護師 1

67 介護職員 1

68 保育士 1

69 管理職（営業全般） 1

70 企画営業 1

71 営業（介護福祉） 1

72 パソコンオペレーター 1

73 一般事務 1

74 ㈱森川ゲージ製作所 木田郡三木町 はん用機械器具製造業
溶接・組立作業（溶接・部品手
入れ・組立仕上げなど） 1

75 企画営業 1

76 建築設計者 1

77 営業 2

78 一般事務員 1

79 ㈱ユタカ 善通寺市中村町 タオル及Tシャツのシルクプリント加工、販売 製造従事者 1
http://www.yutaka-
towel.com

80 ㈱ユニオン・グラビア 丸亀市港町
印刷物のデザイン及び写真製版（食品用等グラビア
印刷用版ロールの製造販売）

営業外勤（大阪営業所） 1

81 ㈱ワイエスケミテック 丸亀市中津町
光学機能性フィルムの原反製造、及び二次加工全
般

製造ライン交替勤務運転
管理

30

㈱ユーリックホーム 高松市木太町
不動産及び建設業、注文住宅、分譲建売住宅、不
動産賃貸、仲介、売買、リフォーム全般

http://www.yurick.co.jp

みんなの笑顔応援団　有限責任事業組合 高松市屋島東町 人材育成業 http://all-smile.info/

社会福祉法人　真理亜福祉会 丸亀市垂水町

ケアハウスぺテル・特別養護老人ホームシャロー
ム･シャロームショートステイ・居宅介護支援事業所・
シャロームデイサービス・チャペルデイサービス・
シャロームヘルパー事業所・ひつじヶ丘保育園

㈱プランナー 丸亀市川西町
老人福祉施設等の運営及び居宅介護サービスの提
供、身体障害者の児童デイサービスの提供

http://www.planner-
kagawa.co.jp/
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