
事業所名称 就業時間 加入保険等 既卒者・中退者区分 履修科目／必要な免許資格

大学院： 188,000円 月給 変形（1年単位） 必須

大学： 188,000円 月給 (1)8時30分～17時30分 英語力がある方

短大： あれば尚可

高専： 170,000円 月給

専修学校：

能開校：

大学院： 188,000円 月給 変形（1年単位） 必須

大学： 188,000円 月給 (1)8時30分～17時30分 機械系・電気電子系・情報工学
系短大： あれば尚可

高専： 170,000円 月給

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 144,000円 月給 (1)8時30分～18時00分

短大： 144,000円 月給 (2)18時00分～8時30分 必須

高専： (3)8時30分～8時29分

専修学校： 144,000円 月給

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 144,000円 月給 (1)8時00分～19時00分

短大： 144,000円 月給 (2)19時00分～8時00分 不問

高専： (3)8時00分～7時59分

専修学校： 144,000円 月給

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 144,000円 月給 (1)9時00分～18時00分

短大： 144,000円 月給 (2)18時00分～9時00分 必須

高専：

専修学校： 144,000円 月給

能開校：

大学院： 188,000円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 188,000円 月給 (1)7時30分～16時30分

短大： 170,000円 月給 (2)8時30分～17時30分 あれば尚可

高専： 170,000円 月給 (3)11時00分～20時00分

専修学校： 170,000円 月給

能開校： 160,000円 月給

大学院： 211,600円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 200,800円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 必須

高専： 184,400円 月給

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 172,400円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 166,700円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 162,900円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 162,900円 月給 (1)8時30分～17時15分

短大： 154,900円 月給 (2)9時00分～17時45分 必須

高専： 154,900円 月給 (3)10時00分～18時45分

専修学校： 154,900円 月給

能開校：

大学院： 162,900円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 162,900円 月給 (1)6時15分～15時00分

短大： 154,900円 月給 (2)8時30分～17時15分 必須

高専： 154,900円 月給 (3)13時15分～22時00分

専修学校： 154,900円 月給

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 175,000円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 必須

高専：

専修学校： 165,000円 月給

能開校：

大学院： 202,000円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 202,000円 月給 (1)4時00分～12時00分

短大： 192,000円 月給 必須

高専： 192,000円 月給

専修学校： 192,000円 月給

能開校：

大学院： 216,100円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 204,400円 月給 (1)9時00分～18時00分

短大： 192,800円 月給 必須

高専： 192,800円 月給

専修学校： 192,800円 月給

能開校：

大学院： 204,400円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 192,800円 月給 (1)9時00分～18時00分

短大： 181,100円 月給 必須

高専： 181,100円 月給

専修学校： 181,100円 月給

能開校：

大学院： 交替制あり 不問

大学： 217,100円 月給 (1)7時45分～16時15分

短大： 217,500円 月給 (2)15時45分～0時15分 必須

高専： 217,500円 月給 (3)23時45分～8時15分

専修学校：

能開校：

大学院： 交替制あり 不問

大学： 156,200円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： (2)8時45分～17時15分 必須

高専： (3)4時45分～13時00分

専修学校：

能開校：

大学院： 交替制あり 不問

大学： (1)7時45分～16時15分

短大： 165,000円 月給 (2)10時15分～18時45分 あれば尚可

高専：

専修学校：

能開校： 165,000円 月給

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 205,000円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 185,000円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 170,000円 月給 (1)8時30分～17時00分

短大： (2)13時00分～20時45分 不問

高専：

専修学校： 170,000円 月給

能開校：

普通自動車運転免許

36010-   26728 中退者応募　可
従業員数：40人

13

三晃産業　株式会社 総合職 徳島県徳島市川内町平石流通団地２
９番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

中退者応募　不可
従業員数：80人

普通自動車運転免許（ＡＴ限定
不可）

36010-   36228 中退者応募　可
従業員数：85人

7

株式会社　三井 総合職 徳島県徳島市北佐古一番町４－２７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

8

徳島魚市場株式会社 営業職 徳島県徳島市北沖洲４丁目１－３８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

拠出

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

36010-   63828 中退者応募　不可
従業員数：15人

36010-   62528 中退者応募　不可
従業員数：10人

2

日本ガード　株式会社 警備職（技術担当） 徳島県徳島市津田海岸町７番４８号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

2

日本ガード　株式会社 施設警備員 徳島県徳島市津田海岸町７番４８号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募否

卒業後概ね　　年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

36010-   32328

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-   61228 中退者応募　不可
従業員数：15人

普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

36010-   87228 拠出 中退者応募　可
従業員数：30人

2

日本ガード　株式会社 機械警備員 徳島県徳島市津田海岸町７番４８号 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

11

シティ・ハウジング
株式会社

事務職 徳島県徳島市中常三島町３丁目８－
１

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

36010-   86628 中退者応募　可
従業員数：30人

11

シティ・ハウジング
株式会社

賃貸営業スタッフ
【ルームアドバイ
ザー】

徳島県徳島市中常三島町３丁目８－
１

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許

36010-  130428 拠出 中退者応募　可
従業員数：8人

3

徳島石油　株式会社 サービスステーション
所長候補

徳島県徳島市末広町１丁目２－４３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  197428 拠出 中退者応募　可
従業員数：180人

1

坂東機工　株式会社 技術系総合職 徳島県徳島市金沢２丁目４－６０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  196328 拠出 中退者応募　可
従業員数：180人

1

坂東機工　株式会社 海外営業 徳島県徳島市金沢２丁目４－６０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  203728 中退者応募　不可
従業員数：224人

5

株式会社　アルボレッ
クス

事務職 徳島県徳島市津田海岸町４－５９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募否

卒業後概ね　　年以内

就業場所　 徳島県徳島市

中退者応募　可
従業員数：90人

6

社会福祉法人　徳島県
心身障害者福祉会　あ
おばの杜

既卒者の応募否

卒業後概ね　　年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

36010-  202428 中退者応募　不可
従業員数：224人

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  225128 中退者応募　可
従業員数：90人

5

株式会社　アルボレッ
クス

管理スタッフ 徳島県徳島市津田海岸町４－５９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

6

社会福祉法人　徳島県
心身障害者福祉会　あ
おばの杜

生活支援員 徳島県徳島市上八万町広田３７４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  224028

音楽療法士 徳島県徳島市上八万町広田３７４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
36010-  220628 中退者応募　可

従業員数：5人

14

アイズ情報　有限会社 ホームページ作成補助
及びパソコンインスト
ラクター補助

徳島県徳島市佐古一番町５－２２
アイズビル４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

中退者応募　可
従業員数：178人

管理栄養士免許

36010-  228428 中退者応募　可
従業員数：178人

12

医療法人　第一病院 介護福祉士 徳島県徳島市新浜本町１丁目７－１
０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

12

医療法人　第一病院 管理栄養士 徳島県徳島市新浜本町１丁目７－１
０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　4年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　4年以内

就業場所　 徳島県徳島市
看護師免許

36010-  227328 中退者応募　可
従業員数：178人

12

医療法人　第一病院 看護師 徳島県徳島市新浜本町１丁目７－１
０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　4年以内

就業場所　 徳島県徳島市
介護福祉士免許

36010-  229728

ブース
番号

職種／求人番号 賃金 所在地・就業場所

★ハローワークインターネットサービスhttps://www.hellowork.mhlw.go.jp/

若年者就職面接会 求人情報（大卒等）
◎ 何社でも面接を受けることができますので、履歴書を複数ご持参ください。

◎ 面接ではなく、企業説明のみを受けることもできます。

（この場合は履歴書不要です。）

◎ 会場内では必ずマスクを着用し、うがい・手洗い・咳エチケットなど

感染予防対策をお願いします。

◎ 体調の優れない方のご入場はお断りする場合があります。

令和４年８月２６日（金） １３：３０～１５：３０ （受付１２：３０～）

開催場所：アスティとくしま １階多目的ホール

■対象者

・令和５年３月大学等卒業予定の就職希望者

・令和４年３月以前の大学等卒業未就職者

・45歳未満の若年者

・UIJターン者

求人の詳しい内容についてはﾊﾛｰﾜｰｸｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ｻｰﾋﾞｽにて公開中です。右記がQRｺｰﾄﾞになります。

【推奨検索】ﾊﾛｰﾜｰｸｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ

⇒ 求人情報検索

⇒ 求人番号・事業所番号を指定して検索

【確定版】7月22日

面接会について ： 徳島労働局職業安定課 611-5383

求人内容について： 県内各ハローワーク

【お問い合わせ先】

1



大学院： 215,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 213,000円 月給 (1)7時00分～16時00分

短大： (2)8時30分～17時30分 必須

高専： (3)16時30分～9時30分

専修学校：

能開校：

大学院： 215,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 213,500円 月給 (1)7時15分～16時15分

短大： (2)8時30分～17時30分 必須

高専： (3)9時30分～18時30分

専修学校：

能開校：

大学院： 175,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 173,500円 月給 (1)7時30分～16時30分

短大： 170,000円 月給 (2)8時30分～17時30分 必須

高専： (3)10時00分～19時00分

専修学校：

能開校：

大学院： 175,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 173,500円 月給 (1)7時00分～16時00分

短大： 170,000円 月給 (2)8時30分～17時30分 必須

高専： (3)9時30分～18時30分

専修学校：

能開校：

大学院： 195,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 193,500円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 190,000円 月給 (2)9時00分～18時00分 あれば尚可

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 175,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 173,500円 月給 (1)7時00分～16時00分

短大： 170,000円 月給 (2)8時00分～17時00分 必須

高専： (3)10時00分～19時00分

専修学校：

能開校：

大学院： 200,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 198,500円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 195,000円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 185,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 183,500円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 180,000円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 195,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 193,500円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 190,000円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 175,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 173,500円 月給 (1)6時30分～15時30分

短大： 170,000円 月給 (2)9時00分～18時00分 必須

高専： (3)10時00分～19時00分

専修学校：

能開校：

大学院： 215,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 213,500円 月給 (1)9時00分～18時00分

短大： 210,000円 月給 (2)17時30分～9時30分 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 235,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 235,000円 月給 (1)8時00分～16時30分

短大： (2)11時30分～20時00分 不問

高専： (3)16時00分～0時30分

専修学校：

能開校：

大学院： 210,690円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 210,690円 月給 (1)9時00分～18時30分

短大： (2)13時30分～23時00分 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 270,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 270,000円 月給 (1)8時00分～16時30分

短大： (2)11時30分～20時00分 必須

高専： (3)16時00分～0時30分

専修学校：

能開校：

大学院： 185,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 185,000円 月給 (1)5時30分～14時30分

短大： 175,000円 月給 (2)9時00分～18時00分 必須

高専： 175,000円 月給 (3)14時00分～23時00分

専修学校： 175,000円 月給

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 185,000円 月給 (1)5時30分～14時30分

短大： 175,000円 月給 (2)9時00分～18時00分 必須

高専： (3)14時00分～23時00分

専修学校： 175,000円 月給

能開校：

大学院： 185,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 185,000円 月給 (1)8時00分～16時45分

短大： 175,000円 月給 (2)11時45分～20時30分 必須

高専：

専修学校： 175,000円 月給

能開校：

大学院： 185,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 185,000円 月給 (1)8時00分～16時45分

短大： 175,000円 月給 (2)12時30分～21時15分 必須

高専：

専修学校： 175,000円 月給

能開校：

大学院： 不問

大学： 220,000円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 200,000円 月給 必須

高専： 200,000円 月給

専修学校：

能開校：

大学院： 166,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 162,000円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 159,000円 月給 不問

高専：

専修学校： 159,000円 月給

能開校：

大学院： 166,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 162,000円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 159,000円 月給 不問

高専：

専修学校： 159,000円 月給

能開校：

大学院： 198,000円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 198,000円 月給 (1)8時40分～17時30分

短大： 193,000円 月給 必須

高専： 193,000円 月給

専修学校： 193,000円 月給

能開校： 193,000円 月給

大学院： 190,000円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 190,000円 月給 (1)9時30分～18時30分

短大： 183,200円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市
自動車普通運転免許（ＡＴ可）

36010-   35628 中退者応募　不可
従業員数：39人

18

ホテルサンルート徳島
（猪之津株式会社）

総務事務スタッフ 徳島県徳島市元町１－５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許（ＡＴ限定
不可）

36010-   58928 厚生 中退者応募　可
従業員数：7人

22

株式会社　ホンダカー
ズ徳島

営業職 徳島県徳島市応神町東貞方字諏訪の
市１６番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

36010-  100828 中退者応募　可
従業員数：124人

21

株式会社　布川製作所 プロセスマネジメント
職（物件管理）

徳島県徳島市東沖洲２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

中退者応募　不可
従業員数：16人

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市
36010-  187928

36010-  186128 中退者応募　不可
従業員数：8人

20

社会福祉法人　とみだ
福祉会

介護職員 徳島県徳島市中昭和町３－４８

19

株式会社　アズマ建設 建築施工管理 徳島県徳島市川内町小松東５８－１
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車運転免許（ＡＴ限定
不可）取得見込可

36010-  162928 中退者応募　不可
従業員数：11人

普通自動車運転免許

36010-  188328 中退者応募　不可
従業員数：54人

17

ノヴィルホールディン
グス　株式会社

総合職 徳島県徳島市沖浜東３－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

看護師

36011-   13828 中退者応募　不可
従業員数：51人

15

医療法人成悠会 看護師 徳島県小松島市中田町字狭間４７番
地

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県小松島市

中退者応募　不可
従業員数：25人

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県小松島市
介護福祉士

36011-   12528 中退者応募　不可
従業員数：51人

15

医療法人成悠会 介護福祉士（入所） 徳島県小松島市中田町字狭間４７番
地

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車運転免許

36010-  200928

17

ノヴィルホールディン
グス　株式会社

大阪王将の店舗運営ス
タッフ（ホール・キッ
チン）

徳島県徳島市沖浜東３－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市
児童指導員資格

36010-  217128 中退者応募　不可
従業員数：9人

社会福祉士

36010-  216028 中退者応募　不可
従業員数：9人

15

保育士

36010-  218928 中退者応募　不可
従業員数：9人

15

社会福祉法人　みらい 保育士／にこにこ園 徳島県徳島市名東町１丁目９３番地


雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
36010-  209128

社会福祉法人　みらい 児童指導員／にこにこ
園

徳島県徳島市名東町１丁目９３番地


雇用・労災・
健康・厚生・
財形

15

社会福祉法人　みらい 社会福祉士／にこにこ
園

徳島県徳島市名東町１丁目９３番地


雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市
介護福祉士

36010-  215828 中退者応募　不可
従業員数：26人

マクロ操作可能な方

36010-  214528 中退者応募　不可
従業員数：143人

15

介護医療院　名東 介護福祉士 徳島県徳島市名東町１丁目９１番地 雇用・労災・
健康・厚生

15

医療法人　栄寿会 社内ＳＥ（天満病院グ
ループ）

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県阿南市
介護福祉士

36010-  213228 中退者応募　不可
従業員数：98人

介護福祉士

36010-  212628 中退者応募　不可
従業員数：106人

15

医療法人　栄寿会 介護福祉士【入所】 徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

15

医療法人　栄寿会 介護福祉士【入所】名
月苑

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
看護師

36010-  211728 中退者応募　不可
従業員数：106人

看護師

36010-  210428 中退者応募　不可
従業員数：98人

15

医療法人　栄寿会 看護師（名月苑） 徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

15

医療法人　栄寿会 看護師（阿南名月苑） 徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県阿南市

17

ノヴィル株式会社 パチンコ店の店舗運営
スタッフ（幹部・店長
候補）

徳島県徳島市沖浜東３丁目１５番地 雇用・労災・
健康・厚生

徳島県徳島市元町１丁目５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　8年以内

就業場所　 徳島県徳島市

20

医療法人　はやし会
林内科

介護職員 徳島県徳島市中昭和町２丁目９４


雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

普通運転免許（ＡＴ可）

36010-  223828 中退者応募　不可
従業員数：39人

中退者応募　不可
従業員数：30人

18

ホテルサンルート徳島
（猪之津株式会社）

ホテルフロントスタッ
フ

徳島県徳島市元町１－５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　10年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　8年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車運転免許（ＡＴ可）

36010-  222528 中退者応募　可
従業員数：67人

普通自動車運転免許（ＡＴ可）

36010-  221228 中退者応募　可
従業員数：67人

18

株式会社　ＭＡＮ－Ｎ
ＥＮ

飲食スタッフ（厨房） 徳島県徳島市元町１丁目５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

18

株式会社　ＭＡＮ－Ｎ
ＥＮ

飲食スタッフ（ホー
ル）

2



大学院： 167,000円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 167,000円 月給 (1)9時30分～18時30分

短大： 160,200円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 180,000円 月給 (1)8時50分～17時30分

短大： 不問

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 200,000円 月給 (1)8時50分～17時30分

短大： 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 233,000円 月給 不問

大学： 230,000円 月給 (1)8時00分～16時30分

短大： 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 210,000円 月給 (1)8時00分～16時30分

短大： 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 210,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： (1)8時00分～16時30分

短大： 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 156,750円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 151,550円 月給 必須

高専： 151,550円 月給

専修学校： 151,550円 月給

能開校： 151,550円 月給

大学院： 185,000円 月給 変形（1年単位） 必須

大学： 185,000円 月給 (1)5時00分～14時00分 管理栄養士課程

短大： (2)9時00分～18時00分 必須

高専： (3)11時00分～20時00分

専修学校：

能開校：

大学院： 180,000円 月給 変形（1年単位） 必須

大学： 180,000円 月給 (1)5時00分～14時00分 栄養士課程

短大： 170,000円 月給 (2)9時00分～18時00分 必須

高専： (3)11時00分～20時00分

専修学校：

能開校：

大学院： 187,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 182,000円 月給 (1)9時40分～18時20分

短大： 168,000円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： (1)8時30分～17時00分

短大： 185,100円 月給 (2)7時10分～15時40分 必須

高専： (3)10時10分～18時40分

専修学校：

能開校：

大学院： 240,000円 月給 変形（1年単位） あれば尚可

大学： 220,000円 月給 (1)8時20分～17時00分 工学部（土木系）

短大： 200,000円 月給 必須

高専： 200,000円 月給

専修学校： 190,000円 月給

能開校：

大学院： 240,000円 月給 変形（1年単位） あれば尚可

大学： 220,000円 月給 (1)8時20分～17時00分 工学部（建築系）

短大： 200,000円 月給 必須

高専： 200,000円 月給

専修学校： 190,000円 月給

能開校：

大学院： 不問

大学： 185,000円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 170,000円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 185,000円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 170,000円 月給 必須

高専：

専修学校： 160,000円 月給

能開校：

大学院： 204,233円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 204,233円 月給 (1)7時30分～16時30分

短大： 203,013円 月給 必須

高専： 203,013円 月給

専修学校： 203,013円 月給

能開校： 203,013円 月給

大学院： 204,190円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 204,190円 月給 (1)12時00分～21時00分

短大： 204,190円 月給 (2)10時00分～17時00分 必須

高専： 204,190円 月給 (3)16時00分～22時00分

専修学校： 204,190円 月給

能開校： 204,190円 月給

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 160,000円 月給 (1)9時15分～18時00分

短大： 160,000円 月給 必須

高専： 153,000円 月給

専修学校：

能開校：

大学院： 171,000円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 171,000円 月給 (1)9時15分～18時00分

短大： 171,000円 月給 必須

高専： 171,000円 月給

専修学校：

能開校：

大学院： 197,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 197,000円 月給 (1)9時00分～18時00分

短大： 177,000円 月給 (2)8時00分～17時00分 不問

高専： 177,000円 月給

専修学校： 177,000円 月給

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 171,000円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 169,000円 月給 (2)10時00分～19時00分 不問

高専： (3)16時00分～10時00分

専修学校： 169,000円 月給

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 155,000円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： (2)8時30分～17時30分 不問

高専： (3)9時00分～18時00分

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 210,000円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 200,000円 月給 必須

高専： 200,000円 月給

専修学校： 200,000円 月給

能開校：

36010-   17428 中退者応募　可
従業員数：132人

41

社会福祉法人　光風会
（やまもも荘）

事務職（幹部候補生） 徳島県徳島市下町本丁５９－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

建築・土木技術者、営
業職

徳島県徳島市下助任町１－４ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
36010-   16328 中退者応募　可

従業員数：132人

41

社会福祉法人　光風会
（やまもも荘）

介護職 徳島県徳島市下町本丁５９－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県板野郡北島町
普通自動車運転免許（ＡＴ可）

36010-   50428 中退者応募　可
従業員数：35人

普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

36010-   49128 中退者応募　可
従業員数：35人

31

株式会社北島組 建築技術者（施工管
理）

徳島県徳島市助任橋２丁目３３番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

31

株式会社北島組 土木技術者（施工管
理）

徳島県徳島市助任橋２丁目３３番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県板野郡北島町

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

普通自動車運転免許証（ＡＴ不
可）

36010-   51728 中退者応募　可
従業員数：107人

26

四国高速運輸　株式会
社

総合物流職 徳島県徳島市東沖洲２丁目６２番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
37010-  179228 中退者応募　不可

従業員数：715人

美土利建設工業　株式
会社

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車運転免許（ＡＴ限定
不可）

36010-   59328 厚生 中退者応募　可
従業員数：7人

22

株式会社　ホンダカー
ズ徳島

自動車整備職 徳島県徳島市応神町東貞方字諏訪の
市１６番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

卒業後概ね　　10年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  207828 中退者応募　可

徳島県徳島市沖浜東２丁目６番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車運転免許

36010-  194128 中退者応募　不可
従業員数：12人

42

臨床心理士

36010-  109528 拠出 中退者応募　不可
従業員数：248人

38

セントケア四国　株式
会社

介護職（徳島） 香川県高松市中新町１１－１　三甲
高松中新町ビル７０２号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

25

医療法人　むつみホス
ピタル

臨床心理士 徳島県徳島市南矢三町３丁目１１番
２３号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　10年以内

就業場所　 徳島県徳島市

社会福祉法人　梅の花
保育園

正規保育士 徳島県徳島市蔵本元町２丁目６２番
地

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市
精神保健福祉士免許

36010-  108228 拠出 中退者応募　不可
従業員数：248人

25

医療法人　むつみホス
ピタル

精神保健福祉士 徳島県徳島市南矢三町３丁目１１番
２３号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

株式会社　スズキ自販
徳島

営業【新車・中古車販
売】

従業員数：131人

普通自動車免許

ＭＯＳ（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒ
ｄ）

36010-  155328 拠出 中退者応募　不可
従業員数：248人

29

23

化研テクノ　株式会社 一般事務 徳島県徳島市東沖洲２丁目２７番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　2年以内

就業場所　 徳島県徳島市
36010-  137128 給付 中退者応募　不可

従業員数：45人

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  138928 給付 中退者応募　不可
従業員数：45人

23

化研テクノ　株式会社 営業

医療法人　むつみホス
ピタル

マネジメントサポート／理事
長業務補助を中心に法人の中
核業務を担うポジションです

徳島県徳島市南矢三町３丁目１１番
２３号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募否

卒業後概ね　　年以内

就業場所　 徳島県徳島市

徳島県徳島市東沖洲２丁目２７番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

36010-  149728 給付 中退者応募　不可

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

準中型自動車免許

36010-  195928 中退者応募　可
従業員数：9人

35

株式会社　龍王　生コ
ンクリート

総合職（オペレーター、検
査、運送等の生コンクリー
ト製造に関する業務全般）

徳島県徳島市川内町榎瀬８５７番地 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　2年以内

就業場所　 徳島県徳島市

保育士・幼稚園教諭免許２種

36010-  192828 中退者応募　可
従業員数：28人

30

中退者応募　不可
従業員数：310人

28

株式会社　大八食品 管理栄養士 徳島県徳島市南沖洲４丁目５番３３
号

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

25

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  205228 中退者応募　不可
従業員数：52人

33

株式会社　高松製菓 和菓子製造 徳島県徳島市金沢２丁目５－８０ 雇用・労災・
健康・厚生

32

阿波證券　株式会社 総合職（営業・事務） 徳島県徳島市寺島本町西１丁目１－
５

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募否

卒業後概ね　　年以内

就業場所　 徳島県徳島市

28

株式会社　大八食品 栄養士 徳島県徳島市南沖洲４丁目５番３３
号

雇用・労災・
健康・厚生

管理栄養士免許

36010-  208028

栄養士免許

36010-  204628 中退者応募　不可
従業員数：310人

従業員数：35人

運転免許

36010-  226928 中退者応募　可
従業員数：300人

36

株式会社　山のせ 店舗スタッフ【徳島・
香川】

徳島県名西郡石井町石井字石井６７
３－１２

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　2年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　2年以内

就業場所　 徳島県徳島市
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  231828 中退者応募　可
従業員数：125人

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-  230528 中退者応募　可
従業員数：125人

37

株式会社　日産サティ
オ徳島

営業（総合職） 徳島県徳島市応神町古川字日ノ上８
番地

雇用・労災・
健康・厚生

37

株式会社　日産サティ
オ徳島

ショールーム業務 徳島県徳島市応神町古川字日ノ上８
番地

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　2年以内

就業場所　 徳島県徳島市

3



大学院： 200,000円 月給 交替制あり 不問

大学： 200,000円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 200,000円 月給 (2)11時00分～20時00分 あれば尚可

高専： 200,000円 月給 (3)9時30分～18時30分

専修学校： 200,000円 月給

能開校： 200,000円 月給

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 190,000円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 210,000円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 210,000円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 183,000円 月給 不問

高専： 187,000円 月給

専修学校： 183,000円 月給

能開校：

大学院： 191,000円 月給 交替制あり 不問

大学： 191,000円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 175,000円 月給 (2)7時00分～16時00分 必須

高専：

専修学校： 175,000円 月給

能開校：

大学院： 175,550円 月給 必須

大学： 175,550円 月給 (1)8時30分～17時00分 短大卒以上

短大： 161,450円 月給 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1年単位） あれば尚可

大学： 202,000円 月給 (1)8時00分～17時00分 土木科目履修された方

短大： 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 220,388円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 205,325円 月給 (1)9時30分～18時30分

短大： 190,235円 月給 不問

高専： 190,235円 月給

専修学校： 190,235円 月給

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 205,000円 月給 (1)7時50分～17時00分

短大： 不問

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 205,000円 月給 (1)7時50分～17時00分

短大： 188,000円 月給 不問

高専： 195,000円 月給

専修学校： 188,000円 月給

能開校：

大学院： 不問

大学： 251,784円 月給 (1)8時30分～17時30分

短大： 251,784円 月給 必須

高専： 251,784円 月給

専修学校： 251,784円 月給

能開校：

大学院： 195,000円 月給 不問

大学： 190,000円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 180,000円 月給 あれば尚可

高専： 180,000円 月給

専修学校： 180,000円 月給

能開校： 170,000円 月給

大学院： 205,000円 月給 不問

大学： 200,000円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 195,000円 月給 あれば尚可

高専： 195,000円 月給

専修学校： 195,000円 月給

能開校： 170,000円 月給

大学院： 205,000円 月給 不問

大学： 200,000円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 195,000円 月給 あれば尚可

高専： 195,000円 月給

専修学校： 195,000円 月給

能開校： 170,000円 月給

大学院： 205,000円 月給 不問

大学： 200,000円 月給 (1)8時00分～17時00分

短大： 195,000円 月給 あれば尚可

高専： 195,000円 月給

専修学校： 195,000円 月給

能開校： 170,000円 月給

大学院： 194,000円 月給 変形（1年単位） 必須

大学： 192,000円 月給 (1)8時00分～17時00分 大学院・大学・高専卒

短大： 不問

高専： 179,000円 月給

専修学校：

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 158,600円 月給 (1)9時10分～18時10分

短大： 151,100円 月給 (2)10時00分～19時00分 必須

高専： 152,100円 月給

専修学校： 152,100円 月給

能開校：

大学院： 変形（1年単位） 不問

大学： 150,600円 月給 (1)9時10分～18時10分

短大： 143,100円 月給 必須

高専： 144,100円 月給

専修学校： 144,100円 月給

能開校：

大学院： 168,500円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 168,500円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 168,500円 月給 不問

高専：

専修学校： 168,500円 月給

能開校：

大学院： 168,500円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 168,500円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 168,500円 月給 不問

高専：

専修学校： 168,500円 月給

能開校：

大学院： 168,500円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 168,500円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 168,500円 月給 不問

高専：

専修学校： 168,500円 月給

能開校：

大学院： 168,500円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 168,500円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 168,500円 月給 不問

高専：

専修学校： 168,500円 月給

能開校：

大学院： 168,500円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 168,500円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 168,500円 月給 不問

高専：

専修学校： 168,500円 月給

能開校：

大学院： 168,500円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 168,500円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 168,500円 月給 不問

高専：

専修学校： 168,500円 月給

能開校：

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県美馬市
普通自動車運転免許
ＡＴ限定可

36040-    2028 中退者応募　不可
従業員数：25人

普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

36070-   12628 給付 中退者応募　可
従業員数：13人

50

株式会社　デイリー
マート

食品スーパー（総合
職）

徳島県美馬市脇町大字猪尻字若宮南
１００－１

雇用・労災・
健康・厚生

59

株式会社ホンダ北徳島
（ホンダカーズ徳島中
央）

自動車整備職 徳島県鳴門市大津町大代字西ノ須１
５の１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県板野郡藍住町

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県板野郡藍住町
普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

36070-   11728 給付 中退者応募　可
従業員数：13人

36050-    6928 中退者応募　可
従業員数：48人

59

株式会社ホンダ北徳島
（ホンダカーズ徳島中
央）

営業職 徳島県鳴門市大津町大代字西ノ須１
５の１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

54

株式会社　ジェイ・ア
イ・ティ
ドコモショップ阿南
店・日和佐店・新浜店

携帯電話販売（ドコモ
ショップスタッフ）

徳島県阿南市日開野町谷田４８４－
１

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県海部郡海陽町
36051-    1628 中退者応募　不可

従業員数：186人

従業員数：36人

57

株式会社　三木組 設備施工管理技術者

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県小松島市
36011-    6028 拠出 中退者応募　不可

従業員数：233人

47

ニホンフラッシュ株式
会社

総合職 徳島県小松島市横須町５番２６号 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車運転免許（ＡＴ限定
不可）

36010-   47828 中退者応募　不可
従業員数：15人

44

中筋建工　株式会社 技術職 徳島県徳島市大道１丁目１０番地 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県徳島市

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36010-   54528 中退者応募　可
従業員数：9人

43

株式会社　コムニカ 携帯電話店舗内営業及
び営業事務

徳島県徳島市応神町古川字日ノ上８ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　1年以内

就業場所　 徳島県徳島市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　7年以内

就業場所　 徳島県阿南市
普通自動車運転免許（第一種）
（業務内容によってはＭＴが必
要）36050-   14928 中退者応募　可

従業員数：195人

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市
36070-   92328 中退者応募　可

従業員数：4人

51

阿南農業協同組合 営業及び一般事務 徳島県阿南市桑野町上張１５ 雇用・労災・
健康・厚生

36070-   91928 中退者応募　可
従業員数：4人

60

ソフトバンク代理店・
株式会社　西武ハウジ
ング

携帯電話販売（沖浜
店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９
－２８

雇用・労災・
健康・厚生

60

ソフトバンク代理店・
株式会社　西武ハウジ
ング

携帯電話販売（鳴門
店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９
－２８

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県鳴門市

36070-   90128 中退者応募　可
従業員数：4人

36070-   89528 中退者応募　可
従業員数：4人

60

ソフトバンク代理店・
株式会社　西武ハウジ
ング

携帯電話販売（フジグ
ラン北島店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９
－２８

雇用・労災・
健康・厚生

60

ソフトバンク代理店・
株式会社　西武ハウジ
ング

携帯電話販売（吉野川
店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９
－２８

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県名西郡石井町

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県美馬市
36070-   88228 中退者応募　可

従業員数：4人

36070-   87628 中退者応募　可
従業員数：5人

60

ソフトバンク代理店・
株式会社　西武ハウジ
ング

携帯電話販売（脇町
店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９
－２８

雇用・労災・
健康・厚生

60

ソフトバンク代理店・
株式会社　西武ハウジ
ング

携帯電話販売（ゆめタ
ウン徳島店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９
－２８

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

55

株式会社　丸本 食料品製造及びペット
フード製造

徳島県海部郡海陽町大井字大谷４１ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県阿南市
普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

36050-   16428 中退者応募　可
従業員数：19人

36060-    6028 中退者応募　不可
従業員数：84人

53

宮本鉄工建設　株式会
社

建設エンジニア 徳島県阿南市那賀川町赤池３２６－
１

雇用・労災・
健康・厚生

58

阿波スピンドル　株式
会社

生産技術・技術開発 徳島県吉野川市山川町天神８０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県吉野川市

普通免許（ＭＴ）

36060-   18428 厚生 中退者応募　可

普通免許（ＭＴ）

36060-   15128 厚生 中退者応募　可
従業員数：36人

徳島県吉野川市川島町桑村６２５ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県吉野川市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県吉野川市
普通免許（ＭＴ）

36060-   17328 厚生 中退者応募　可
従業員数：36人

普通免許（ＭＴ）

36060-   16928 厚生 中退者応募　可
従業員数：36人

57

株式会社　三木組 土木施工管理技術者 徳島県吉野川市川島町桑村６２５ 雇用・労災・
健康・厚生

57

株式会社　三木組 建築施工管理技術者 徳島県吉野川市川島町桑村６２５ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県吉野川市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県吉野川市

就業場所　 徳島県板野郡藍住町

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県板野郡北島町

57

株式会社　三木組 建設技能者 徳島県吉野川市川島町桑村６２５ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県吉野川市
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36060-   20528 中退者応募　可
従業員数：6人

56

株式会社川島石油 営業 徳島県吉野川市川島町学字北久保３
２番地

雇用・労災・
健康・厚生

36051-    7928 中退者応募　不可
従業員数：186人

55

株式会社　丸本 品質管理、商品開発 徳島県海部郡海陽町大井字大谷４１ 雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県海部郡海陽町

4



大学院： 168,500円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 168,500円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 168,500円 月給 不問

高専：

専修学校： 168,500円 月給

能開校：

大学院： 168,500円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 168,500円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 168,500円 月給 不問

高専：

専修学校： 168,500円 月給

能開校：

大学院： 168,500円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 168,500円 月給 (1)10時00分～19時00分

短大： 168,500円 月給 不問

高専：

専修学校： 168,500円 月給

能開校：

大学院： 200,000円 月給 不問

大学： 190,000円 月給 (1)8時00分～17時30分

短大： 必須

高専：

専修学校：

能開校：

大学院： 203,360円 日給月給給 必須

大学： 193,300円 日給月給給 (1)8時30分～17時00分 化学・工学（電機、機械）・生
物・薬学等の理系学部短大： 不問

高専： 177,930円 日給月給給

専修学校：

能開校：

大学院： 200,200円 月給 変形（1年単位） あれば尚可

大学： 194,000円 月給 (1)8時30分～17時30分 工業設計・電気工学・情報通
信・ＣＡＤ経験短大： 182,600円 月給 必須

高専： 182,600円 月給

専修学校： 173,800円 月給

能開校： 173,800円 月給

大学院： 195,000円 月給 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 195,000円 月給 (1)9時30分～18時00分

短大： 188,000円 月給 (2)10時00分～18時30分 不問

高専： 188,000円 月給 (3)11時00分～19時30分

専修学校： 188,000円 月給

能開校： 188,000円 月給

大学院： 195,000円 月給 あれば尚可

大学： 195,000円 月給 (1)8時30分～17時30分 電気工学科

短大： あれば尚可

高専： 179,400円 月給

専修学校： 171,600円 月給

能開校： 186,700円 月給

大学院： 180,000円 月給 変形（1年単位） 不問

大学： 180,000円 月給 (1)9時00分～18時00分

短大： 180,000円 月給 不問

高専： 180,000円 月給

専修学校： 180,000円 月給

能開校： 180,000円 月給

大学院： 変形（1ヶ月単位） 不問

大学： 205,400円 月給 (1)8時30分～17時05分

短大： 不問

高専：

専修学校：

能開校：

中退者応募　可
従業員数：4人

36070-   93428 中退者応募　可
従業員数：3人

60

就業場所　 徳島県小松島市

36070-   86728 中退者応募　可
従業員数：4人

60

ソフトバンク代理店・
株式会社　西武ハウジ
ング

携帯電話販売（吉野川
店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９
－２８

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県吉野川市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県阿南市
36070-   94728

69

コネクシオ　株式会社 販売職（リテールセー
ルス）　徳島

東京都港区虎ノ門４－１－１　神谷
町トラストタワー７階

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

13040-  357328 拠出 中退者応募　可
従業員数：15人

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県板野郡藍住町

従業員数：99人

ソフトバンク代理店・
株式会社　西武ハウジ
ング

携帯電話販売（阿南
店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９
－２８

雇用・労災・
健康・厚生

60

ソフトバンク代理店・
株式会社　西武ハウジ
ング

携帯電話販売（小松島
ルピア店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９
－２８

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

株式会社　栄進産業 営業 徳島県板野郡板野町吹田字平山１５
６番地１

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県板野郡板野町

36070-  106928 給付 中退者応募　不可
従業員数：486人

65

富田製薬　株式会社 開発・品質管理業務 徳島県鳴門市瀬戸町明神字丸山８５
－１

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　2年以内

就業場所　 徳島県鳴門市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県板野郡板野町
普通自動車運転免許証（ＭＴが
尚良）

36070-  105128 中退者応募　可

第２種電気工事士、電検３種等

37020-  128328 中退者応募　不可
従業員数：15人

70

新光電装　株式会社 技術職 香川県丸亀市飯野町東二１４８６番
地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

既卒者の応募可

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

36070-  107328 中退者応募　可
従業員数：21人

63

有限会社　竹内園芸 生産職 徳島県板野郡板野町大寺字大向北８
８－１

雇用・労災・
健康・厚生

67

卒業後概ね　　3年以内

就業場所　 徳島県阿南市

既卒者の応募可

卒業後概ね　　5年以内

就業場所　 徳島県徳島市
36010-  219328 中退者応募　可

従業員数：100人

71

株式会社　Ｉｎｔ オペレーター 徳島県徳島市山城西３丁目２５ 雇用・労災・
健康・厚生

13010- 1098228 拠出 中退者応募　不可
従業員数：156人

72

プライムプラネットエ
ナジー＆ソリューショ
ンズ株式会社

【製造技能職】機械オペ
レーター（リーダー職候
補）／徳島県板野郡

東京都中央区日本橋室町二丁目１番
１号日本橋三井タワー１３階

雇用・労災・
健康・厚生

既卒者の応募可

卒業後概ね　　1年以内

就業場所　 徳島県板野郡松茂町

5


