※時間等、会社説明会の詳しい内容については各社にお問合せください。

会社説明会開催予定（4月分）

説明会等に参加される場合には、次の点にご注意いただきますようお願いします。
・発熱や風邪のような症状のある場合には参加しない。
・石鹸やアルコール消毒薬などによる手洗いを心がける。
・正しいマスクの着用を含む咳エチケットを心がける。
(令和3年3月9日現在）

感染症対策をして下さい！

開催月日

開催時間

企業名

業務内容等

開催方法

4/3（土）

10:00～12::30

香川県信用組合

金融業

対面

香川県信用組合 本店６階ホール
高松市亀井町９－１０

httpｓ://www.kagawaken.shinkumi.jp

4/3（土）

14:00～16:30

香川県信用組合

金融業

対面

香川県信用組合 本店６階ホール
高松市亀井町９－１０

httpｓ://www.kagawaken.shinkumi.jp

4/3（土）

13:00～14:00

株式会社マルヨシセンター

食品スーパーマーケット

オンライン

zoom使用

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

4/3（土）

10:00～

社会福祉法人もえぎの会

障害福祉サービス

対面

もえぎの里
高松市牟礼町原325番地1

http://moegi.join-us.jp/

4/4（日）

１３:３0～

西村ジョイ株式会社

ホームセンター

対面

西村ジョイ株式会社 本社２階会議室
高松市成合町８９１-１

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

4/5（月）

１１:００～

株式会社シニアライフアシスト

介護付有料老人ホーム
デイサービス

対面

株式会社シニアライフアシスト会議室
高松市福岡町４丁目28-27

https://www.royalcare.jp

4/5（月）

10:00～

株式会社総合技建コンサルタント

公共土木施設の調査・測量・設計

対面

総合技建コンサルタント 2階ミーティングルーム
仲多度郡琴平町上櫛梨字土福９６２番地３
※事前予約をお願いします。（別日要相談）

丸善工業株式会社

■総合職(営業）：ポリ袋やブランドショッピングバッグなどのパッケージやうちわの受注・提案営
業。代理店が中心。
■総合職(製造)：フィルム製造～印刷、製袋加工など自社工場での製造業務。
機械操作を担当して、調整や簡易メンテナンスも行います。
■一般職(グラフィックデザイナー)：Illustrator・Photoshop等を利用して、ポリ袋の印刷物のプ
ランニングからデザイン・レイアウトの作成を行います。打合せやデザイン以外の事務処理も行
います。

対面

サンポートホール高松 67会議室
高松市サンポート2-1

https://en-gage.net/p-maruzen_saiyo/

株式会社スズキ自販香川

スズキの新車・中古車の提案営業・点検車検などのご案内等

オンライン

zoom使用

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sjkagawa/recruit/

説明会開催場所/説明方法

HP

4/5（月）

13:30～

4/6（火）

14:00～16:00

4/6（火）

14:00～

株式会社高松東魚市場

鮮魚卸売、加工

オンライン

zoom使用

http://t-higashiuo.co.jp/

4/6（火）

10:00～

社会福祉法人もえぎの会

障害福祉サービス

対面

もえぎの里
高松市牟礼町原325番地1

http://moegi.join-us.jp/

4/7（水）

10:00～

MXモバイリング株式会社

店舗販売職（ドコモショップ勤務）

オンライン

zoom使用

https://www.mxmobiling.co.jp/

4/7（水）

10:30～

株式会社アポロシステム

システム開発、インフラ構築

オンライン

GoogleMeet使用

http://www.apollosystem.co.jp

4/7（水）

14:00～16:00

株式会社スズキ自販香川

スズキの新車・中古車の提案営業・点検車検などのご案内等

オンライン

zoom使用

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sjkagawa/recruit/

注）開催時期の早い順に記載（なお、同一日の企業順は五十音順です。）

※時間等、会社説明会の詳しい内容については各社にお問合せください。

会社説明会開催予定（4月分）

説明会等に参加される場合には、次の点にご注意いただきますようお願いします。
・発熱や風邪のような症状のある場合には参加しない。
・石鹸やアルコール消毒薬などによる手洗いを心がける。
・正しいマスクの着用を含む咳エチケットを心がける。
(令和3年3月9日現在）

感染症対策をして下さい！

開催月日

開催時間

企業名

4/7（水）

9：30～

株式会社タダノエンジニアリング

機械設計
機械のマニュアル制作

対面

株式会社タダノエンジニアリング会議室
高松市新田町甲34番地

https://www.tadanoeng.co.jp/

4/7（水）

11:00～

株式会社中央

食品メーカー、給食事業（企業・病院・高齢者・幼稚園）

オンライン

teams使用

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

4/8（木）

14:00～

株式会社中央

食品メーカー、給食事業（企業・病院・高齢者・幼稚園）

オンライン

teams使用

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

4/8(木)

15:00～

株式会社村上ホールディングス

総合建設業他

オンライン

zoom使用

http://www.murakami-hldgs.co.jp/

4/9（金）

13:30～

MXモバイリング株式会社

店舗販売職（ドコモショップ勤務）

オンライン

zoom使用

https://www.mxmobiling.co.jp/

4/9（金）

13：30～

株式会社川西水道機器

水道用管継手の開発・製造・販売

対面

川西水道機器本社セミナーハウス
綾歌郡綾川町陶7188番地1

https://www.sk-kawanishi.com/

4/9（金）

13：00～

株式会社カナエテクノス

化粧用品・化学製品製造・卸
（研究開発・品質管理・営業募集）

対面

株式会社カナエテクノス 本社第２工場
観音寺市柞田町丁93-17

http://www.k-technos.com

4/9（金）

10:00～

株式会社 植原建設

建築工事等の現場監督
（入社当初は現場監督（見習い））

対面

株式会社植原建設ミーティングルーム
高松市楠上町一丁目９番３１号
県外在住者にはオンラインにて開催

http://www.u-dekyonna.com/

4/9（金）

13：30～

株式会社Wave Energy

会社紹介及び業務紹介

対面

株式会社Wave Energy四国事業所
三豊市詫間町松崎2790-4

https://www.wavee.co.jp/

4/9（金）

14:00～16:00

株式会社スズキ自販香川

スズキの新車・中古車の提案営業・点検車検などのご案内等

対面

スズキ自販香川 アリーナ高松
高松市檀紙町1225-1

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sjkagawa/recruit/

4/9（金）

14：00～

株式会社メック

化学プラント設備の設計/施行管理など

オンライン

zoom使用

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

4/9（金）

10:00～12:00

観音寺信用金庫

金融業（預金、融資、為替、
証券、保険、その他付随業務）

対面

観音寺信用金庫本店新館３階会議室
観音寺市観音寺町甲3377番地の3

http://www.kansin.co.jp

4/9（金）

10:00～

コスモテック株式会社

合成樹脂フイルムの印刷・加工・販売

オンライン

Skype for Business利用
（県内在住学生に限り対面可能）

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

4/9（金）

10:00～

社会福祉法人もえぎの会

障害福祉サービス

対面

もえぎの里
高松市牟礼町原325番地1

http://moegi.join-us.jp/

4/10（土）

14：00～

中澤氏家薬業株式会社 香川本社

医薬品卸売業

対面

中澤氏家薬業 香川本社 会議室
綾歌郡綾川町陶１１９３－７

http://www.nakazawaujike.com/

注）開催時期の早い順に記載（なお、同一日の企業順は五十音順です。）

業務内容等

開催方法

説明会開催場所/説明方法

HP

※時間等、会社説明会の詳しい内容については各社にお問合せください。

会社説明会開催予定（4月分）

説明会等に参加される場合には、次の点にご注意いただきますようお願いします。
・発熱や風邪のような症状のある場合には参加しない。
・石鹸やアルコール消毒薬などによる手洗いを心がける。
・正しいマスクの着用を含む咳エチケットを心がける。
(令和3年3月9日現在）

感染症対策をして下さい！

開催月日

開催時間

企業名

業務内容等

開催方法

4/12（月）

13:30～

MXモバイリング株式会社

店舗販売職（ドコモショップ勤務）

対面

MXモバイリング㈱四国支店

https://www.mxmobiling.co.jp/

4/12(月）

14：00～

株式会社きさらぎ

和洋菓子製造・販売

対面

株式会社きさらぎ本店 事務所
丸亀市飯山町東坂元107-3

http://www.kisaragi.co.jp

4/12（月）

１１:００～

株式会社シニアライフアシスト

介護付有料老人ホーム
デイサービス

対面

株式会社シニアライフアシスト
高松市福岡町４丁目28-27 会議室

https://www.royalcare.jp

4/12（月）

10:00～12:00

観音寺信用金庫

金融業（預金、融資、為替、
証券、保険、その他付随業務）

対面

観音寺信用金庫本店新館３階会議室
観音寺市観音寺町甲3377番地の3

http://www.kansin.co.jp

オンライン

zoom使用

https://en-gage.net/p-maruzen_saiyo/

説明会開催場所/説明方法

HP

4/12（月）

13:30～

丸善工業株式会社

■総合職(営業）：ポリ袋やブランドショッピングバッグなどのパッケージやうちわの受注・提案営
業。代理店が中心。
■総合職(製造)：フィルム製造～印刷、製袋加工など自社工場での製造業務。
機械操作を担当して、調整や簡易メンテナンスも行います。
■一般職(グラフィックデザイナー)：Illustrator・Photoshop等を利用して、ポリ袋の印刷物のプ
ランニングからデザイン・レイアウトの作成を行います。打合せやデザイン以外の事務処理も行
います。

4/13（火）

15:00～

MXモバイリング株式会社

店舗販売職（ドコモショップ勤務）

オンライン

zoom使用

https://www.mxmobiling.co.jp/

4/13（火）

14:00～

株式会社ＪＲ四国ホテルズ

ホテル業

対面

JRホテルクレメント高松
高松市浜ノ町１-１

https://www.jrclement.co.jp/

4/13（火）

14:00～15:00

株式会社マルヨシセンター

食品スーパーマーケット

オンライン

zoom使用

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

4/13（火）

10:00～

社会福祉法人もえぎの会

障害福祉サービス

対面

もえぎの里
高松市牟礼町原325番地1

http://moegi.join-us.jp/

4/14（水）

10:00～

株式会社 植原建設

建築工事等の現場監督
（入社当初は現場監督（見習い））

対面

株式会社植原建設ミーティングルーム
高松市楠上町一丁目９番３１号
県外在住者にはオンラインにて開催

http://www.u-dekyonna.com/

4/14（水）

14：00～

株式会社きさらぎ

和洋菓子製造・販売

対面

株式会社きさらぎ本店 事務所
丸亀市飯山町東坂元107-3

http://www.kisaragi.co.jp

4/14（水）

14:00～16:00

株式会社スズキ自販香川

スズキの新車・中古車の提案営業・点検車検などのご案内等

対面

スズキ自販香川 アリーナ高松
高松市檀紙町1225-1

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sjkagawa/recruit/

4/14（水）

14:00～

株式会社中央

食品メーカー、給食事業（企業・病院・高齢者・幼稚園）

オンライン

teams使用

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

4/14（水）

14：00～

中澤氏家薬業株式会社 香川本社

医薬品卸売業

対面

中澤氏家薬業 香川本社 会議室
綾歌郡綾川町陶１１９３－７

http://www.nakazawaujike.com/

注）開催時期の早い順に記載（なお、同一日の企業順は五十音順です。）

※時間等、会社説明会の詳しい内容については各社にお問合せください。

会社説明会開催予定（4月分）

説明会等に参加される場合には、次の点にご注意いただきますようお願いします。
・発熱や風邪のような症状のある場合には参加しない。
・石鹸やアルコール消毒薬などによる手洗いを心がける。
・正しいマスクの着用を含む咳エチケットを心がける。
(令和3年3月9日現在）

感染症対策をして下さい！

開催月日

開催時間

企業名

4/15（木）

13:30～

MXモバイリング株式会社

店舗販売職（ドコモショップ勤務）

オンライン

zoom使用

https://www.mxmobiling.co.jp/

4/15（木）

13：30～

株式会社川西水道機器

水道用管継手の開発・製造・販売

対面

川西水道機器本社セミナーハウス
綾歌郡綾川町陶7188番地1

https://www.sk-kawanishi.com/

4/15（木）

14：00～

株式会社きさらぎ

和洋菓子製造・販売

対面

株式会社きさらぎ本店 事務所
丸亀市飯山町東坂元107-3

http://www.kisaragi.co.jp

4/15（木）

14：00～

株式会社きさらぎ

和洋菓子製造・販売

対面

株式会社きさらぎ本店 事務所
丸亀市飯山町東坂元107-3

http://www.kisaragi.co.jp

4/15（木）

14:00～16:00

株式会社スズキ自販香川

スズキの新車・中古車の提案営業・点検車検などのご案内等

オンライン

zoom使用

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sjkagawa/recruit/

4/15(木）

11:00～

株式会社ユーミック

機械部品表面の研磨・めっき等

対面

株式会社ユーミック事務所
高松市新田町甲９１番地１

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

4/16（金）

13：00～

株式会社カナエテクノス

化粧用品・化学製品製造・卸
（研究開発・品質管理・営業募集）

対面

株式会社カナエテクノス 本社第２工場
観音寺市柞田町丁93-17

http://www.k-technos.com

4/16（金）

14:00～16:00

株式会社スズキ自販香川

スズキの新車・中古車の提案営業・点検車検などのご案内等

対面

スズキ自販香川 アリーナ高松
高松市檀紙町1225-1

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sjkagawa/recruit/

4/16（金）

11:00～

株式会社高松東魚市場

鮮魚卸売、加工

対面

株式会社高松東魚市場 会議室
高松市瀬戸内町３０－５
高松市中央卸売市場水産棟内

http://t-higashiuo.co.jp/

4/16（金）

10:00～12:00

観音寺信用金庫

金融業（預金、融資、為替、
証券、保険、その他付随業務）

対面

観音寺信用金庫本店新館３階会議室
観音寺市観音寺町甲3377番地の3

http://www.kansin.co.jp

4/19（月）

13:30～

MXモバイリング株式会社

店舗販売職（ドコモショップ勤務）

オンライン

zoom使用

https://www.mxmobiling.co.jp/

4/19（月）

14：00～

株式会社きさらぎ

和洋菓子製造・販売

対面

株式会社きさらぎ本店 事務所
丸亀市飯山町東坂元107-3

http://www.kisaragi.co.jp

4/19（月）

14:00～17:00

株式会社マルヨシセンター

食品スーパーマーケット

対面

マルヨシセンター本部
高松市国分寺町国分367-1

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

4/19（月）

10:00～12:00

観音寺信用金庫

金融業（預金、融資、為替、
証券、保険、その他付随業務）

対面

観音寺信用金庫本店新館３階会議室
観音寺市観音寺町甲3377番地の3

http://www.kansin.co.jp

4/20（火）

10:00～

株式会社 植原建設

建築工事等の現場監督
（入社当初は現場監督（見習い））

対面

株式会社植原建設ミーティングルーム
高松市楠上町一丁目９番３１号
県外在住者にはオンラインにて開催

http://www.u-dekyonna.com/

注）開催時期の早い順に記載（なお、同一日の企業順は五十音順です。）

業務内容等

開催方法

説明会開催場所/説明方法

HP

※時間等、会社説明会の詳しい内容については各社にお問合せください。

会社説明会開催予定（4月分）

説明会等に参加される場合には、次の点にご注意いただきますようお願いします。
・発熱や風邪のような症状のある場合には参加しない。
・石鹸やアルコール消毒薬などによる手洗いを心がける。
・正しいマスクの着用を含む咳エチケットを心がける。
(令和3年3月9日現在）

感染症対策をして下さい！

開催月日

開催時間

企業名

4/20（火）

14:00～

株式会社ＪＲ四国ホテルズ

ホテル業

対面

JRホテルクレメント高松
高松市浜ノ町１-１

https://www.jrclement.co.jp/

4/20（火）

14:00～16:00

株式会社スズキ自販香川

スズキの新車・中古車の提案営業・点検車検などのご案内等

オンライン

zoom使用

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sjkagawa/recruit/

4/21（水）

10:30～

株式会社アポロシステム

システム開発、インフラ構築

オンライン

GoogleMeet使用

http://www.apollosystem.co.jp

4/21（水）

14：00～

株式会社きさらぎ

和洋菓子製造・販売

対面

株式会社きさらぎ本店 事務所
丸亀市飯山町東坂元107-3

http://www.kisaragi.co.jp

4/21（水）

11:00～

株式会社中央

食品メーカー、給食事業（企業・病院・高齢者・幼稚園）

オンライン

teams使用

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

4/22（木）

13：30～

株式会社川西水道機器

水道用管継手の開発・製造・販売

対面

川西水道機器本社セミナーハウス
綾歌郡綾川町陶7188番地1

https://www.sk-kawanishi.com/

4/22（木）

14：00～

株式会社きさらぎ

和洋菓子製造・販売

対面

株式会社きさらぎ本店 事務所
丸亀市飯山町東坂元107-3

http://www.kisaragi.co.jp

4/22（木）

14:00～

株式会社中央

食品メーカー、給食事業（企業・病院・高齢者・幼稚園）

オンライン

teams使用

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

4/22（木）

13:30～

みどり合同ホールディングス

税理士法人

オンライン

zoom使用（会社紹介）

https://www.mgrp.jp/recruit/

4/23（金）

13:30～

MXモバイリング株式会社

店舗販売職（ドコモショップ勤務）

オンライン

zoom使用

https://www.mxmobiling.co.jp/

4/23（金）

14:00～

香川県農業信用基金協会

金融保証
（農業者等に対する貸付の債務保証）

対面

香川県農業信用基金協会会議室
高松市寿町一丁目３番６号
香川県ＪＡビル ５階

http://www.kanoshinki.or.jp

4/23（金）

13:00～

株式会社高松東魚市場

鮮魚卸売、加工

オンライン

zoom使用

http://t-higashiuo.co.jp/

4/23(金)

15:00～

株式会社村上ホールディングス

総合建設業他

オンライン

zoom使用

http://www.murakami-hldgs.co.jp/

4/23（金）

13：30～

四国繊維販売株式会社

寝具類の企画・製造販売

対面

四国繊維販売株式会社 本社
高松市香川町大野2134-6

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

4/24（土）

① 9：30～
②13：00～

株式会社カナエテクノス

化粧用品・化学製品製造・卸
（研究開発・品質管理・営業募集）

対面

株式会社カナエテクノス 本社第２工場
観音寺市柞田町丁93-17

http://www.k-technos.com

注）開催時期の早い順に記載（なお、同一日の企業順は五十音順です。）

業務内容等

開催方法

説明会開催場所/説明方法

HP

※時間等、会社説明会の詳しい内容については各社にお問合せください。

会社説明会開催予定（4月分）

説明会等に参加される場合には、次の点にご注意いただきますようお願いします。
・発熱や風邪のような症状のある場合には参加しない。
・石鹸やアルコール消毒薬などによる手洗いを心がける。
・正しいマスクの着用を含む咳エチケットを心がける。
(令和3年3月9日現在）

感染症対策をして下さい！

開催月日

開催時間

企業名

4/24（土）

13:00～

社会福祉法人 光志福祉会

高齢者施設・児童施設の運営
法人・施設・募集の概要、理事長動画視聴、若手職員との座談会

オンライン

zoom使用
ネムの木丸亀から
（介護付有料老人ホーム、デイサービスセンター）

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

4/24（土）

１３:３0～

西村ジョイ株式会社

ホームセンター

対面

西村ジョイ株式会社 本社２階会議室
高松市成合町８９１-１

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

4/26（月）

11:00～

株式会社シニアライフアシスト

介護付有料老人ホーム
デイサービス

対面
ZOOMでの
参加も可

株式会社シニアライフアシスト会議室
高松市福岡町4丁目28-27

https://www.royalcare.jp

4/26（月）

14:00～16:00

株式会社スズキ自販香川

スズキの新車・中古車の提案営業・点検車検などのご案内等

対面

スズキ自販香川 アリーナ高松
高松市檀紙町1225-1

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sjkagawa/recruit/

4/27（火）

14:00～

株式会社ＪＲ四国ホテルズ

ホテル業

対面

JRホテルクレメント高松
高松市浜ノ町１-１

https://www.jrclement.co.jp/

4/28（水）

13:30～

MXモバイリング株式会社

店舗販売職（ドコモショップ勤務）

オンライン

zoom使用

https://www.mxmobiling.co.jp/

4/28（水）

13：30～

株式会社川西水道機器

水道用管継手の開発・製造・販売

対面

川西水道機器本社セミナーハウス
綾歌郡綾川町陶7188番地1

https://www.sk-kawanishi.com/

4/28(水）

14:00～

株式会社中央

食品メーカー、給食事業（企業・病院・高齢者・幼稚園）

オンライン

teams使用

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

注）開催時期の早い順に記載（なお、同一日の企業順は五十音順です。）

業務内容等

開催方法

説明会開催場所/説明方法

HP

