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1 〇 　
株式会社

クリエアナブキ
香川 http://www.ten-

shoku.net/

　
キャリアコンサルタント
丸亀支店　小山　靖文
寺岡　智明

〒763-0001
丸亀市風袋町209
セントラル丸亀ビル６F

小山0877-21-
0880

寺岡087-822-
8828

①地元に根ざした香川の人材会社で、実績豊富なJASDAQ上場企業です。
②多種多様なキャリアを持つコンサルタントを有しており、あらゆる業種・職種に対応できます。
③東京・大阪・名古屋の各支店にＵＪＩターン専任コンサルタントを配置し、香川担当のコンサルタントと連携してプロフェッショナル人
材の確保・マッチングに取り組んでいます。
④外部の転職サイト運営会社（リクナビネクスト、ＤＯＤＡ他計６社）、ならびに再就職支援会社（３社）と提携しており、自社以外の求
職登録人材の確保・マッチングも行っています。

2 〇
株式会社

キャリアプランニング
岡山 http://www.capla-

tensyoku.jp/

職業紹介事業部
部長代理　那須　由美
マネージャー　佐伯　英治

〒700-0901
岡山市北区本町6-36
第一セントラルビル1F

086-235-9833

①香川県地元企業への転職はお任せください。入社後の定着率は９８％、入社された求職者の皆様がご活躍されています。
②当社は厚生労働省の「職業紹介優良事業者」認定事業者です。もちろんプライバシーマークも取得しており、安心してご用命頂く
ことができます。
③香川県の転職市場に精通したカウンセラーが、転居・移住される求職者の皆様の生活面も含め、全力で支援します。

3 〇
株式会社

ビザビ
岡山 http://www.vis-a-

vis.co.jp/work/

ヒューマンリソース局
採用サポートチーム
マネージャー藤岡　慎也
採用サポートアドバイザー
岡本　修明

〒760-0028
高松市鍛冶屋町3番地
香川三友ビル8F
四国支社

087-851-5520

香川・岡山を中心に新卒・中途採用・教育研修など人材サポートで地域の人財の活性化をお手伝いしています。特に中途採用で
は、東京・大阪 からのU・Iターン人財を含めた求職・転職希望者と求人企業とのマッチングビジネスを行っています。企業ニーズと求
職者の能力とを把握した上で適切な人財を適切な職場に紹介する人材紹介業を展開しています。地元企業様の人材に関するあら
ゆる課題を解決することが、私たちビザビの使命です。

4 〇
株式会社

リージェント
香川 http://www.r-regent.jp

取締役
加地　盛泰

〒760-0023
高松市寿町一丁目4番3号
高松中央通りビル2F

087-873-2528

ＵＩターン転職支援を全国ネットで手掛けるリージョナルスタイルのメンバーカンパニーとして香川県を担当。「採用が変われば企業
が変わる」という信念に基づき「企業力を超える採用力」を提供することをミッションとしています。転職支援サイト「リージョナルキャリ
ア香川」及びサーチ型スカウトシステム・ヘッドハンティングなど様々な手法によりＵＩターン顕在・潜在層にアプローチできる体制と、
コンサルタント全員がキャリアカウンセラー有資格者であることが特徴です。

5 〇
株式会社

リクルート
東京 https://www.recruit.co.j

p/

HRエージェントDivision
西日本地域活性営業部
原竹　哲郎

〒760-0026
香川県高松市磨屋町3-1
合田不動産磨屋町ビル6F

087-822-7673

「リクルートエージェント」のサービス名で、採用／転職サービスを提供しています。年間で約90万人の登録者数・約5万人の転職決
定実績は、いずれも人材紹介業界トップです。企業担当と転職者担当の分業制で全国ネットワークを敷いておりますので、県外から
のＵ・Ｉターン人材の獲得や、県内企業様の全国の事業所での採用で強みを発揮しております。また、AIを活用したマッチング技術
や、リクナビNEXT・Indeedといった転職サイトとの連携により、お預かりした求人情報を転職希望者に届けて企業様の採用ニーズに
お応えできるリソースを拡充しています。

6 〇 アクティベイト
株式会社

東京 http://activate.co.jp/

地方創生事業副事業部長
堀内　貞良
管理部
中村美喜子

〒105-0012
東京都港区芝大門2-3-6
大門アーバニスト4Ｆ

03-6450-1364
当社は創業以来、理念である地方の中小企業活性化のために、業界を問わず経営幹部層・管理職層を中心に幅広い人材をご紹介
しており、特に経営者に共感し共に歩むプロフェッショナル人材を数多く紹介致しております。具体的には、社長後継者、管理、経理
財務、経営企画、営業、技術開発、製造管理、ロジスティックス、海外営業等の管理職層の人材を幅広くご紹介致します。

7 〇 ランスタッド
株式会社

東京 http://www.randstad.c
o.jp/

転職支援事業部
中四国エリアチーム
森末　翔

〒730-0035
広島県広島市中区本通6-
11
明治安田生命
広島本通ビル8Ｆ

082-240-9511
ランスタッドは、世界39の国と地域に4,400以上の拠点を構える、世界最大級の総合人材サービス会社であり、グローバルにおける
人材サービス市場の約90％をカバーしています。日本においては全国に117拠点を構え、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、
人事サービスを中心にソリューションを展開、多角的なアプローチで課題解決へ導きます。

8 〇 〇 パーソルキャリア
株式会社

東京 https://www.persol-
career.co.jp

アライアンス推進統括部
地域活性支援室
茂手木　誠
岡山営業グループ
髙島　満、山口　敦

〒100-6328
東京都千代田区丸の内
2-4-1丸ノ内ビルディング
27階28階

東京
03-6386-9120

岡山
086-232-6121

全国10拠点に加え香川県担当営業を配置。各都心部からのUIJターンご支援が可能。
ヤング～ミドルシニア顧問人材まで、約534万人の求職者登録数
メーカー、サービス、IT通信、小売外食、商社流通業界に強み・営業系、企画/事務系、IT通信技術系、電気電子機械技術系職種に
強み
30～50代のミドル、管理職、バイリンガル人材登録多数
50～60代の元上場企業役員や事業部長クラスの高度経営人材、顧問人材13,800名以上

9 〇
株式会社

パソナ
東京

http://www.pasona.co.
jp/area/takamatsu.ht

ml

全国営業事業本部
パソナ・高松
久保　博昭

〒760-0050
高松市亀井町2-1
朝日生命高松ビル1F

050-3684-4683
「企業と個人の双方の課題を解決することで、社会課題の解決に貢献したい。そんな想いから、私たちの人材ソリューションサービ
スがうまれています。「パソナグループ」の総合力で業界・職種・エリアを問わず人材のご提案をいたします。47都道府県全てに拠点
があるため、地域に精通したコンサルタントによるU・Iターンのニーズへの対応が可能であることも強みのひとつです。」

10 〇
株式会社

パソナマスターズ
東京 http://www.pasona-

masters.co.jp

東日本営業部
川手　英司
営業開発部部長
松井麻依子

〒100-8228　東京都
千代田区大手町2-6-2
〒541-0059 大阪市中央町
博労町3-5-1御堂筋グラン
タワー

03-6832-7370
06-7636-6290

弊社株主企業・賛助会員企業（大手企業79社）の役員定年者、雇用延長者の出向人材、転籍人材の紹介を実施します。パソナグ
ループ全体で、人材紹介事業を実施する事業会社(※)とアライアンスを組んでおり、パソナマスターズだけでなく、以下の事業会社
の登録人材についても、紹介を実施します。   ※パソナ　パソナキャリアカンパニー、パソナフォーチュン、日本雇用創出機構

11 〇
株式会社

ビズリーチ
東京 http://www.bizreach.c

o.jp

広域統括部関西オフィス
広島・岡山グループ
マネージャー
長谷川　秀人

〒730-0015
広島県広島市
中区橋本町9-7 ビル博丈
8F

082-536-3538

ビズリーチは求人企業様に人材データベースを公開。求職者を略歴書で判断し積極的な直接アプローチが可能になっております。
専任コンサルタントのサポートのもと、候補者に四国はもとより全国規模の人材に直接接点を持つことで、プロ人材採用のチャンス
を広げられます。
会員数約153万人の弊社人材データベースには、地方企業への転職に前向きな会員様が多数登録され、全国で続々とUIJターンの
転職実績が生まれています。

12 〇 マンパワーグループ
株式会社

東京 http://www.manpower
group.jp/

中四国統括部
高松支店支店長
鳥嶋　一成
西日本営業本部担当課長
岡本　有史

〒760-0027
高松市紺屋町9-6
高松大同生命ビル7F
〒730-0036
広島市中区袋町3-17
シシンヨウビル11Ｆ

087-811-0331

マンパワーグループは世界80カ国・地域に2,900オフィスを持ち、ワールドワイドに事業を展開するグローバルカンパニー、
ManpowerGroupの100%出資の日本法人です。人材紹介事業におきましても、長年培ってきた経験と知識、全国120拠点のネットワー
クを活かしさまざまなニーズに対応しています。中でも、人事・経理・財務・法務などの管理部門や営業職、語学力を活かせる求職者
の登録が豊富です。人材が必要な時はお気軽にお問い合わせください。

13 〇 リファレンス
株式会社

東京 http://reference-co.jp

大阪オフィス
西日本事業部
マネージャー
北村　雅人

〒530-0013
大阪府北区茶屋町8-21
ジオ　グランデ梅田
（ＮＵ　chayamachiプラス）
11Ｆ

090-9987-6346

アプリソフト・インフラ・ハード・電気電子・プラント・建設、技術領域全般に特化し、全てご対応致します。一気通貫のため、専門知識
を持った営業担当が企業様の採用ニーズをお伺いし、的確な人材をご紹介させて頂きます。当月のご登録者のみでなく、数年単位
でご転職者様とやり取りしていますので、ご登録者様の質そして企業様との新しい接点を各社様ご評価下さり、2017年6月時点でお
およそ700社様にご愛顧頂いています。

人材ビジネス事業者一覧(登録順）
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14 〇 アビリティーセンター
株式会社

愛媛 http://www.abi.co.jp/
香川県担当
行天　照昭

〒760-0053
高松市田町11番地5
セントラル田町ビル6F

087-863-0111

１９８６年創業以来、一貫して『四国の地域社会に強く必要とされる会社』を目指し、人材ビジネスを展開。１９９８年に有料職業紹介
事業許可を取得し事業開始。２００７年より四国での転職、四国へのＵＩＪターン就職に特化した「四国転職ｎｅｔ」を運営。２００２年以
降、東京や大阪での転職相談会を開催。２０１７年の新規転職希望者は約１，０００名。キャリアアドバイザーによる転職後のギャッ
プを埋めるための丁寧な面談が強み。

15 〇 ヒューレックス
株式会社

宮城 http://www.hurex.jp
関西支社　支社長代理
渡辺　英貴

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区
西中島5-5-15
新大阪セントラルタワー
南館10階

06-6195-1920

・経営幹部・エグゼクティブ、事業承継、経理総務人事、語学堪能、製造業管理職・技術職など幹部、中間管理職、エキスパート職を
得意とする独立系人材紹介会社。
・自社ホームページに加え、スカウト専門チームが数多くのメジャー転職サイト、スカウトサイトから、全国約320万件の求職者データ
ベースを活用し適任者を選出。
・紹介にあたっては、キャリアコンサルタントが求職者との懇切丁寧な対話により、経験やスキルに加えて、企業と求職者の想いや
相性も重視して人選を実施。
・平成 29年度参画のプロフェッショナル人材戦略拠点経由での紹介実績トップ級のノウハウを元に、地方創生を果たすべく全国地
方エリアへ展開中。

16 〇
株式会社

ベストパートナーズ
東京 http://www.best-

partnerｓ.co.jp
アシスタント
本間　淳子

〒104-0032
東京都中央区八丁堀3-7-1
宝ビル本館8階

03-5244-9998

35歳以上のマネジメント層に特化した、各種分野の「プロ人材」紹介会社です。事業会社の経営コンサルティングをしているからこ
そ、組織における「人の問題」について重く受けとめています。
ハンズオンでの中小企業経営支援における長年の経験を活かし、『中小企業の人材ニーズを深く汲み取った適材紹介』を行ってお
ります。ご紹介した求人企業と求職者の方々双方から喜びの声をいただいております。

17 〇
株式会社

ヒルストン
大阪 https://hill-stone.biz 吉川　裕貴

〒541-0048
大阪市中央区瓦町2-3-2
第一住建瓦町ビル3F

0120-779-755
 ヒルストンキャリアでは、四国・北陸・長野・東海・静岡・岡山へのU・Iターン転職支援のほか、税理士事務所や経理、総務、人事な
ど管理部門に特化した転職支援サービスを展開しています。在籍するコンサルタントの多くは、リクルートキャリアなど人材業界で活
躍した転職や採用のプロフェッショナルです。

18 〇
株式会社

フェローシップ
東京 http://www.f-ship.jp/

紹介事業部長
松本　大祐

〒100-0005
東京都千代田区丸の内
３-１-３国際ビル４Ｆ

03-3283-2051

弊社は30代以上のマネジメント職・エンジニア・研究開発等の専門職に強みを持つ人材紹介会社です。特に製造業の転職支援に強
みを持ち、単純なマッチングではなく、企業様の課題をしっかりとヒアリングし、課題解決を可能とする人材のご紹介をオーダーメイド
で対応する事により高い評価を頂いております。また外国籍を含めバイリンガル人材の採用支援にも強みを持ち、労働力不足の解
決にもお役に立てる事も可能です。

19 〇 アールエフキャリア
株式会社

愛媛 https:///rf-career.jp
取締役 貝沼　保徳
香川担当
宇田　智之

〒790-0001
愛媛県松山市一番町１５番
地２　松山一番町ビル４階

089-948-4002
「香川で働きたい」「地元で自分に合った転職先を見つけたい」 そういった転職希望にお応えするために、香川に密着した転職支援
サポートを展開しています。

20 〇 WDB
株式会社

東京 http://www.wdb.co.jp
高松支店
ブランチマネージャー
北池　みわ

〒760-0017
高松市番町1-6-6
甲南アセット番町ビル8F

087-821-6222

弊社WDBは全国に拠点があり、登録者は現在約12万人と、国内トップクラスを誇っております。特に化学・バイオ系から工学系と
いった理系分野での人材に強いのが特徴です。派遣事業も行っておりますが、全国の理学系研究職派遣で働く3人に1がWDBグ
ループから働いております。製品の研究開発や品質管理・測定・検査等、理系の人材でご求人をお考えでしたら、是非ご相談下さ
い。

21 〇 JOINS
株式会社

長野 http://joins.co.jp/b1

代表取締役
猪尾愛隆
パートナーセールス
栗田暁子

〒399-9301
長野県北安曇郡白馬村
大字北城3020-870
NOMAD白馬

050-1741-3461

大手企業経験ある30～50代の経験豊富・即戦力人材を平均、月30時間・リモートワーク中心・月額10万円程度で1ヵ月単位で雇えま
す。（毎月解約可能）
新型コロナの影響に対応した「店舗販売や対面営業に依存しないEC・営業強化」「RPA・クラウドツール導入等による業務効率化・コ
スト削減」、「社内テレワークルール策定」等で実績あり。   仲介手数料は1か月、1人4万円（契約月まで）なお、最大12ヶ月まで

22 〇 千金丹オエイシス
株式会社

香川 https://www.kagaten.jp
執行役員
職業紹介事業部長
櫻井　直

〒761-0301
香川県高松市林町2217-15
香川産業頭脳化センター3F
312号室

080-8634-9296

香川県に本社のある企業、香川県での就労を希望する求職者のための香川県専門の転職サイト「かが転」を開設・運営、「人を通じ
て香川県の企業、ひいては香川県の地域経済活性化を目指す」ことを目的としています。
香川県内には魅力的な企業が多く存在します。ただ知名度の低さから新卒・中途採用に苦戦している企業が多い事も事実です。上
場企業など有名だけでなく隠れた優良企業を紹介し求職者と企業の懸け橋となりたいと考えています。　キャリアコンサルタント資
格、社会保険労務士合格者である担当者が、人材に関する問題点を解決します。

23 〇 〇
株式会社

みらいワークス
東京 https://www.mirai-

works.co.jp/

ESG推進部 GMJチーム
編集長
高橋 寛

〒105-0021
東京都港区東新橋
二丁目8番1号
パラッツォアステック7階

080-9408-4839
・都市部ハイクラス人材×地方中小企業 転職・副業マッチングメディア「Glocal Mission Jobs」
「地方で働きたいプロ人材」に特化したデータベースを保持し、政府系人材会社 日本人材機構（内閣府管轄）から譲受した地方マッ
チングのノウハウをもとに都市圏プロ人材と地方企業を掲載料無料にて転職・副業でマッチング。

24 〇
株式会社

ワークポート
東京 http://www.workport.c

o.jp
高松支社　支社長
鍵山　慈

〒760-0024
香川県高松市兵庫町8-1
高松兵庫ビル　6階

087-899-2373

ワークポートは人材紹介専業の総合型人材紹介会社として、国内外に21拠点を構えており、人材紹介エージェントで拠点数トップク
ラスを誇っています。集客力に強みを持っており自社メディアでの集客やコンサルタントの直接のスカウト体制により「数」と「スピー
ド」を併せ持った集客を可能としており、月間9500名以上の新規登録者を頂いています。また、2022年1月より高松支社を開設し営
業担当・面談担当を配置し、対面でのお打ち合わせ・面談をすることで精度の高いマッチングを目指しています。全国に拠点を構え
ていることによりUIターン人財のご支援も得意としています。

25 〇  
株式会社

RDサポート
東京 https://www.rdsupport.c

o.jp
茨木　邦彦

〒104-0061
東京都中央区銀座6-2-1
Daiwa銀座ビル３F

03-6631-7300

1998年の創業以来、「食品」「化粧品」「バイオ・ヘルスケア」業界に特化し、「正社員転職」、高度な知見、技術を保有するエキスパー
トを業務委託で紹介する「シェアリングサービス」を展開しています。
業界特化型エージェントという特色から、登録者は業界経験を有し即戦力となり得る人材が多数を占めております。また、理系専門
職の登録比率が高い点が大きな特徴です。1,000社以上のネットワークを武器に、企業様・求職者様双方から多大なる信頼を頂き、
業界専門だからこそ蓄積できたノウハウを有しています。
企業様の人材ニーズや経営課題解決に、専門性の高いご提案により貢献して参ります。

http://www.abi.co.jp/
http://www.hurex.jp/
http://www.best-partners.co.jp/
http://www.best-partners.co.jp/
https://hill-stone.biz/
http://www.f-ship.jp/
https://rf-career.jp/
http://www.wdb.co.jp/
http://joins.co.jp/b1
https://www.kagaten.jp/
https://www.mirai-works.co.jp/
https://www.mirai-works.co.jp/
http://www.workport.co.jp/
http://www.workport.co.jp/
https://www.rdsupport.co.jp/
https://www.rdsupport.co.jp/

