
変形（1年単位） ＴＯＥＩＣ（７３０点～） あれば尚可

(1)8時30分～17時30分
年齢制限：35歳以下 学歴：大学 必須

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：35歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 玉掛技能者 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分
年齢制限：35歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 三級自動車整備士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分
月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)7時30分～16時30分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)11時00分～20時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：短大 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

裁量
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：短大 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高専 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時15分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)7時00分～15時45分
月給 (3)13時15分～22時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） その他の物療関係資格 必須
(1)8時30分～17時15分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)9時00分～17時45分
月給 (3)10時00分～18時45分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：45歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時00分～16時30分

年齢制限：40歳以下 学歴： 不問

月給

交替制あり
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：18歳以上 学歴：高校 必須 (2)16時45分～1時00分
時給 (3)0時45分～8時15分

交替制あり
(1)7時00分～16時00分

年齢制限：18歳以上 学歴：高校 必須 (2)15時45分～0時00分
時給 (3)23時45分～7時15分

交替制あり
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴：高校 必須 (2)16時45分～1時00分
月給 (3)0時45分～8時15分

(1)9時00分～17時00分
年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者） あれば尚可

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 宅地建物取引士（旧：宅地建物取引主任者） あれば尚可

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

必要な免許資格／経験
ブース
番号 事業所名／条件／賃金 職種／求人番号 所在地・就業場所 就業時間

加入保険等
/UIJターン

164,000円 ～ 250,000円 36010-11807721 就業場所　徳島県徳島市

1

坂東機工　株式会社 機械組立工【工作機械】 徳島県徳島市金沢２丁目４－６０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：181人）

200,000円 ～ 260,000円 36010-11806021 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

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（従業員数：180人）

185,000円 ～ 250,000円 36010-11809221 就業場所　徳島県徳島市 プログラム開発及び設計経験者

4

株式会社　富士コンピュータサービス システムエンジニア 徳島県徳島市新蔵町１丁目１７番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：30人）

190,000円 ～ 300,000円 36010-11808821 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

3

徳島石油　株式会社 自動車整備士 徳島県徳島市末広町１丁目２－４３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：5人）

185,000円 ～ 220,000円 36010-11811921 就業場所　徳島県徳島市

7

株式会社　三井 営業職 徳島県徳島市北佐古一番町４－２７ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：80人）

185,000円 ～ 250,000円 36010-11810621 就業場所　徳島県徳島市 Ｋｉｎｔｏｎｅでのアプリ開発経験概ね２年以上

4

株式会社　富士コンピュータサービス Ｋｉｎｔｏｎｅアプリ開
発

徳島県徳島市新蔵町１丁目１７番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：30人）

156,900円

181,100円 ～ 268,700円 36010-11812121 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
事務経験

11

シティ・ハウジング　株式会社 総務／経理／事務スタッ
フ

徳島県徳島市中常三島町３丁目８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：31人）

11

157,500円 ～ 250,000円 36010-11116821 就業場所　徳島県徳島市

8

徳島魚市場株式会社 一般事務 徳島県徳島市北沖洲４丁目１－３８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：85人）

164,000円 ～ 250,000円 36010-11135421 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

1

坂東機工　株式会社 工作機械オペレーター（門型マシ
ニングセンター工）

徳島県徳島市金沢２丁目４－６０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：180人）

170,000円 ～ 250,000円 36010-11179921 就業場所　徳島県徳島市

10

大同生命保険　株式会社　徳島営業部 企業福利厚生プランナー
（法人営業）

徳島県徳島市八百屋町３－２６大同生命
ビル４Ｆ


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：32人）

～ 292,000円 36010-10745421 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

～ 172,900円 36010-11244721 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
音楽療法

6

社会福祉法人　徳島県心身障害者福祉会　あおばの杜 児童発達支援・放課後等
デイサービス音楽療法士

徳島県徳島市上八万町広田３７４ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：90人）

146,900円 ～ 162,900円 36010-11239221 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

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（従業員数：90人）

240,000円 ～ 280,000円 36010-10968721 就業場所　徳島県徳島市 ＳＥ経験者

5

株式会社　アルボレックス システムエンジニア 徳島県徳島市津田海岸町４－５９ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：218人）

192,800円

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

（従業員数：31人）

192,800円 ～ 292,000円 36010-10753421 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

11

シティ・ハウジング　株式会社 売買営業スタッフ 徳島県徳島市中常三島町３丁目８－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：24人）

190,000円 ～ 250,000円 36010-10653721 就業場所　徳島県三好市 ＵＩＪターン歓迎

3

徳島石油　株式会社 ガソリンスタンド店頭で
の接客サービス

徳島県徳島市末広町１丁目２－４３ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：4人）

240,000円 ～ 240,000円

167,000円 ～ 232,600円 36050- 1645421 就業場所　徳島県阿南市

256,000円 ～ 256,000円 36050- 1644521 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎

9

日亜化学工業　株式会社 製造工（電池材料）【期
間社員採用】

徳島県阿南市上中町岡４９１番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：3,686人）

36050- 1643221 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎

9

日亜化学工業　株式会社 製造工（ＬＥＤ・ＬＤ）
【期間社員採用】

徳島県阿南市上中町岡４９１番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：8,291人）

ＵＩＪターン歓迎
３年以上の製造業務（交替勤務）経験者

9

日亜化学工業　株式会社 製造工【正社員採用】 徳島県阿南市上中町岡４９１番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：8,291人）

★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（一般）
◎ 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

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

■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】8月10日

【お問い合わせ先】

1



変形（1ヶ月単位） 准看護師 必須
(1)7時45分～16時15分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)15時45分～0時15分
月給 (3)23時45分～8時15分

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)7時45分～16時15分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)15時45分～0時15分
月給 (3)23時45分～8時15分

変形（1ヶ月単位）
(1)7時45分～16時15分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)10時15分～18時45分
月給

変形（1ヶ月単位） 管理栄養士 必須
(1)8時45分～17時15分

年齢制限：45歳以下 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分
月給 (3)10時00分～19時00分

変形（1年単位） ２級冷凍空気調和機器施工技能士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 ２級配管技能士 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） １級管工事施工管理技士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） １級管工事施工管理技士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須 (2)13時00分～20時45分
月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)7時00分～16時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)16時30分～9時30分

変形（1ヶ月単位） 准看護師 必須
(1)7時00分～16時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)16時30分～9時30分

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分
月給

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 必須
(1)7時30分～16時30分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)10時00分～19時00分

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)7時15分～16時15分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)9時30分～18時30分

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)8時45分～17時45分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 (2)9時30分～18時30分
月給

変形（1ヶ月単位） 社会福祉士 必須
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1ヶ月単位） 保育士 必須
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

217,500円 ～ 217,500円 36010-11813021 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

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７－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：178人）

170,000円 ～ 213,000円 36010-11815821 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
現場での配管作業の経験

13

三晃産業　株式会社 配管工 徳島県徳島市川内町平石流通団地２９番
地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：40人）

160,000円 ～ 160,000円 36010-11814721 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

12

医療法人　第一病院 看護助手 徳島県徳島市新浜本町１丁目７－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：198人）

209,300円

170,000円 ～ 213,000円 36010-11819321 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

13

三晃産業　株式会社 現場管理 徳島県徳島市川内町平石流通団地２９番
地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：39人）

170,000円 ～ 213,000円 36010-11817521 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎
現場代理人業務の経験者

13

三晃産業　株式会社 現場管理（阿南市） 徳島県徳島市川内町平石流通団地２９番
地

雇用・労災・
健康・財形

（従業員数：5人）

180,000円 ～ 222,600円 36010-11828621 就業場所　徳島県阿南市 准看護師

15

医療法人　栄寿会 准看護師（阿南名月苑）
夜勤有り

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：98人）

175,000円 ＵＩＪターン歓迎
社会福祉士経験

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（従業員数：9人）

190,000円 ～ 250,000円 36010-11829921 就業場所　徳島県徳島市 経理業務経験５年以上

15

医療法人　栄寿会 総合事務職（経理部） 徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：143人）

181,500円 ～ 223,400円 36010-11835321 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

～ 198,600円 36010-11832221 就業場所　徳島県徳島市

15

社会福祉法人　みらい 保育士／にこにこ園（未
経験～５年目）

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（従業員数：9人）

250,000円 ～ 300,000円 36010-11831821 就業場所　徳島県徳島市
ＳＥ経験者優遇

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（従業員数：143人）

～ 203,400円 36010-11830721 就業場所　徳島県徳島市

15

医療法人　栄寿会 介護福祉士（名月苑通所
リハビリ）

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：15人）

181,500円 ～ 215,900円 36010-11833521 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
介護福祉士経験１年以上

15

医療法人　栄寿会 介護福祉士（名月苑・夜
勤有り）

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：106人）

165,000円 ～ 193,400円 36010-11837921 就業場所　徳島県阿南市 介護職員経験

15

医療法人　栄寿会 介護職員（阿南名月苑通
所リハ）

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：105人）

190,000円

181,500円 ～ 223,400円 36010-11839021 就業場所　徳島県阿南市

15

医療法人　栄寿会 介護福祉士（阿南通所リ
ハビリ）

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：105人）

165,000円 ～ 193,400円 36010-11838121 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

15

医療法人　栄寿会 介護職員（名月苑通所リ
ハビリ）

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：106人）

170,000円 ～ 210,000円 36010-11549121 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

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

（従業員数：5人）

200,500円 ～ 200,500円 36010-11245821 就業場所　徳島県徳島市

12

医療法人　第一病院 准看護師 徳島県徳島市新浜本町１丁目７－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：178人）

36010-10899521 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
看護師経験

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（従業員数：106人）

190,000円 ～

210,000円 ～ 259,840円 36010-10891321 就業場所　徳島県阿南市 看護師経験

15

医療法人　栄寿会 看護師（阿南名月苑）夜
勤有り

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：98人）

210,000円 ～ 259,840円

228,800円 ～ 292,690円 36010-10920521 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
業務内容に記載の事務業務経験

15

医療法人　栄寿会 事務課長候補（天満病
院）

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：143人）

就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
医療事務又はクラーク業務

15

医療法人　栄寿会

150,000円 ～ 178,400円 36010-10933021

270,000円 36010-10918021 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
収支計画書、事業計画書作成経験者 　優遇

15

医療法人　栄寿会 総合事務職（経営企画
部）

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：106人）

受付・医療事務業務（福
本眼科）

徳島県徳島市名東町１丁目９１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：24人）

～ 209,300円 36010-10676921 就業場所　徳島県徳島市

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７－１０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：198人）

2



変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1ヶ月単位） 准看護師 必須
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)17時30分～9時30分
月給

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)17時30分～9時30分
月給

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

年齢制限：45歳以下 学歴：大学 必須 (2)8時00分～12時00分
月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

年齢制限：45歳以下 学歴：短大 必須 (2)8時00分～12時00分
月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時30分

年齢制限：18歳～40歳 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)7時00分～16時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時00分～17時00分
月給 (3)9時00分～18時00分

変形（1ヶ月単位）

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

日給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)5時30分～14時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分
月給 (3)14時00分～23時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)5時30分～14時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)9時00分～18時00分
月給 (3)14時00分～23時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時45分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：大学 必須 (2)12時30分～21時15分
月給

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 (2)7時30分～16時30分
月給 (3)12時00分～21時00分

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)8時30分～17時30分 准看護師 必須

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)8時30分～17時30分 准看護師 必須

年齢制限：18歳～64歳 学歴：高校 必須 (2)9時30分～18時30分
月給 (3)15時00分～9時00分

変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 栄養士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 (2)8時00分～17時00分
月給

変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)13時00分～22時00分
月給 (3)22時00分～7時00分

150,000円 ～ 150,000円 36010-11822721 就業場所　徳島県徳島市 又は0時00分～23時59分
の間の10時間

17

ノヴィルタクシーサービス徳島東　株式会社 タクシー乗務員／主に東
部地域担当

徳島県徳島市沖浜東３丁目１５番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：20人）

220,000円 ～ 220,000円 36010-11821021 就業場所　徳島県徳島市 又は16時00分～0時30分
の間の8時間程度

17

ノヴィル株式会社 パチンコ店ホールスタッ
フ（正社員／一般職）

徳島県徳島市沖浜東３丁目１５番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：30人）

200,000円 ～ 450,000円 36010-11823821 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

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５８－１１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：11人）

180,000円 ～ 208,400円 36010-11836621 就業場所　徳島県徳島市

15

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（従業員数：9人）

～ 258,000円 36010-11864021 就業場所　徳島県徳島市 介護支援専門員業務経験のある方

20

医療法人　はやし会　林内科 介護支援専門員 徳島県徳島市中昭和町２丁目９４


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：8人）

195,000円 ～ 227,000円 36010-11656221 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎
簡単な英会話ができること。

16

東海運　株式会社 総合職 徳島県徳島市川内町平石流通団地６３番
地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：2人）

169,000円 ～ 169,000円 36010-11661021 就業場所　徳島県小松島市 ＵＩＪターン歓迎

16

東海運　株式会社 一般職 徳島県徳島市川内町平石流通団地６３番
地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：12人）

165,000円 ～ 300,000円 36010-11408621 就業場所　徳島県徳島市

18

株式会社　ＭＡＮ－ＮＥＮ 飲食スタッフ（ホール） 徳島県徳島市元町１丁目５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：67人）

165,000円 ～ 185,000円 36010-11411821 就業場所　徳島県徳島市

18

徳島県徳島市元町１－５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：39人）

165,000円 ～ 300,000円 36010-11410721 就業場所　徳島県徳島市

18

株式会社　ＭＡＮ－ＮＥＮ 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

（従業員数：67人）

180,000円 ～ 210,200円 36011- 1460921 就業場所　徳島県小松島市

15

医療法人成悠会 准看護師（ゆうゆう荘） 徳島県小松島市中田町字狭間４７番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：15人）

165,000円 ～ 193,400円 36011- 1462021 就業場所　徳島県徳島市 経験年数１０年以上

15

医療法人成悠会 介護職員（デイサービ
ス・ウェルネス二軒屋）

徳島県小松島市中田町字狭間４７番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：35人）

いずれかの免許・資格所持で可

165,000円 ～ 193,400円 36011- 1461121 就業場所　徳島県徳島市

15

医療法人成悠会 訪問介護（ウェルネス二
軒屋）

徳島県小松島市中田町字狭間４７番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：35人）

210,000円 ～ 259,840円 36011- 1463721 就業場所　徳島県小松島市 ＵＩＪターン歓迎

15

医療法人成悠会 看護師（ゆうゆう荘） 徳島県小松島市中田町字狭間４７番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：15人）

180,000円

ホテルサンルート徳島（猪之津株式会社） フロントスタッフ

～ 180,000円 36060- 1952021 就業場所　徳島県阿波市

17

株式会社Ｊクラシック　（Ｊクラシックゴルフクラブ） キャディ 徳島県阿波市土成町秋月字明月１７６－
１

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：56人）

198,900円 ～ 270,000円 36010-11144321 就業場所　徳島県徳島市 又は9時00分～23時00分
の間の7時間以上

ＵＩＪターン歓迎

17

ノヴィルホールディングス　株式会社 大阪王将のキッチン・ホール・店
舗運営スタッフ

徳島県徳島市沖浜東３－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：20人）

224,000円 ～ 268,800円 36010-11157721 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

17

ノヴィルランドフォーミング株式会社 建設・土木作業スタッフ 徳島県徳島市末広２丁目１－２４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：14人）

154,000円 ～ 197,000円 36010-10822821 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（病棟） 徳島県徳島市中昭和町２丁目９４


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：8人）

いずれかの免許・資格所持で可

180,000円 ～ 240,000円 36010-10829121 就業場所　徳島県徳島市

20

医療法人　はやし会　林内科 看護師・准看護師（訪問
看護）

徳島県徳島市中昭和町２丁目９４


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：8人）

154,000円 ～ 197,000円 36010-10823221 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

20

医療法人　はやし会　林内科 介護職員（デイケア） 徳島県徳島市中昭和町２丁目９４


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：8人）

160,000円 ～ 195,000円 36010-10834321 就業場所　徳島県徳島市 栄養士業務経験者

20

とみだの家（地域密着型介護老人福祉施設）（社会福祉
法人　とみだ福祉会）

栄養士 徳島県徳島市中昭和町２丁目１０３番地


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：34人）

いずれかの免許・資格所持で可

185,000円 ～ 270,000円 36010-10830821 就業場所　徳島県徳島市

20

医療法人　はやし会　林内科 看護師・准看護師（病棟
勤務）

徳島県徳島市中昭和町２丁目９４


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：8人）

170,000円

154,000円 ～ 207,000円 36010-10835621 就業場所　徳島県徳島市 又は0時00分～23時59分
の間の8時間

20

とみだの家（地域密着型介護老人福祉施設）（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２丁目１０３番地


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：34人）

3



変形（1ヶ月単位）
(1)7時00分～16時00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴：高校 必須 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)10時00分～19時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 管理栄養士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 (2)8時00分～17時00分
月給

変形（1年単位）
(1)8時40分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：18歳～39歳 学歴：高校 必須 (2)9時00分～20時00分
月給 (3)18時00分～9時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：18歳～39歳 学歴：高校 必須 (2)9時00分～20時00分
月給 (3)18時00分～9時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)4時30分～13時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)8時00分～16時30分
月給 (3)9時30分～18時00分

変形（1ヶ月単位） 精神保健福祉士 必須
(1)8時00分～16時30分 社会福祉士 必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 いずれかの免許・資格所持で可
月給 普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：18歳～45歳 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

フレックス
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：50歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

フレックス
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 調理師 必須
(1)5時00分～14時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1年単位） 栄養士 必須
(1)5時00分～14時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：短大 必須 (2)9時00分～18時00分
月給 (3)11時00分～20時00分

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)9時40分～18時20分

年齢制限：39歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 保育士 必須
(1)8時30分～17時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)7時10分～15時40分
月給 (3)10時10分～18時40分

変形（1年単位） あれば尚可

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

日給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） １級土木施工管理技士 あれば尚可

(1)8時20分～17時00分
年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） １級土木施工管理技士 あれば尚可

(1)8時20分～17時00分
年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） １級建築施工管理技士 あれば尚可

(1)8時20分～17時00分
年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時30分～17時30分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須

時給

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：40歳以下 学歴： 不問

月給

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：40歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 大型自動車免許 あれば尚可

(1)7時30分～16時30分 中型自動車免許 あれば尚可

年齢制限：35歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

263,500円 36010-11995121 就業場所　徳島県徳島市

27

阿波銀リース　株式会社 営業外勤 徳島県徳島市沖浜東３丁目４６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形・その他（従業員数：35人）

205,500円 ～

200,000円 ～ 200,000円 36010-11972821 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
調理師経験

28

株式会社　大八食品 調理師 徳島県徳島市南沖洲４丁目５番３３号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：310人）

135,000円 ～ 236,900円 36010-12002021 就業場所　徳島県徳島市

27

阿波銀リース　株式会社 営業外勤 徳島県徳島市沖浜東３丁目４６番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形・その他（従業員数：35人）

190,500円

170,000円 ～ 175,000円 36010-11827321 就業場所　徳島県徳島市 ＣＡＤソフトの経験

21

株式会社　布川製作所 ＣＡＤによる製品図面の
作成

徳島県徳島市東沖洲２－５ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：124人）

～ 210,000円 36010-11842421 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

24

セコム株式会社　徳島統轄支社 機械警備スタッフ【地域
限定採用】

徳島県徳島市中洲町２－８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：46人）

203,950円 ～ 223,450円 36010-11840221 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

24

セコム株式会社　徳島統轄支社 機械警備スタッフ（グ
ローバルコース）

徳島県徳島市中洲町２－８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：46人）

181,000円 ～ 230,000円 36010-11844621 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

29

株式会社　スズキ自販徳島 営業【新車・中古車販
売】

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（従業員数：131人）

148,770円 ～ 184,270円 36010-11843321 就業場所　徳島県徳島市 又は0時00分～23時59分
の間の8時間程度

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（従業員数：106人）

36010-11489221 就業場所　徳島県徳島市

230,000円 ～ 299,000円 36010-11851321 就業場所　徳島県板野郡北島町 ＵＩＪターン歓迎
建設機械の運転経験

31

株式会社北島組 建設機械オペレーター 徳島県徳島市助任橋２丁目３３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：35人）

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及
び掘削用）運転技能者

210,000円 ～ 360,000円 36010-11853921 就業場所　徳島県板野郡北島町 舗装工事の現場経験

31

株式会社北島組 舗装技術者 徳島県徳島市助任橋２丁目３３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：37人）

210,000円 ～ 360,000円 36010-11852621 就業場所　徳島県板野郡北島町 土木工事の現場経験

31

株式会社北島組 土木技術者 徳島県徳島市助任橋２丁目３３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：37人）

160,000円 ～ 160,000円 36010-11855021 就業場所　徳島県徳島市

33

株式会社　高松製菓 包装及び仕分け 徳島県徳島市金沢２丁目５－８０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：35人）

210,000円 ～ 360,000円 36010-11854121 就業場所　徳島県板野郡北島町 建築工事の現場経験

31

株式会社北島組 建築技術者 徳島県徳島市助任橋２丁目３３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：37人）

～ 172,200円

185,000円 ～ 230,000円 36010-11856721 就業場所　徳島県徳島市

34

バンドー貿易　株式会社 セールスエンジニア 徳島県徳島市金沢２－４－６０ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：18人）

210,000円 ～ 210,000円 36010-11866821 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

25

医療法人　むつみホスピタル 精神保健福祉士または社
会福祉士

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（従業員数：190人）

170,000円 ～ 205,000円 36010-11865721 就業場所　徳島県徳島市 管理栄養士業務経験者

20

とみだの家（地域密着型介護老人福祉施設）（社会福祉
法人　とみだ福祉会）

管理栄養士 徳島県徳島市中昭和町２丁目１０３番地


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：34人）

未経験・新卒の方もご応募いただけます。経験等がある場合は当方規定に基づ
き、追加の評価を検討いたします。

160,000円 ～ 160,000円 36010-10645721

170,000円 ～ 170,000円 栄養士

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

（従業員数：8人）

160,000円 ～ 160,000円 36010-11308021 就業場所　徳島県徳島市

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

（従業員数：35人）

201,800円 ～ 284,700円 36010-10608621 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

185,100円 ～ 185,100円 36010-11371621 就業場所　徳島県徳島市

30

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

（従業員数：28人）

172,200円

20

小規模多機能　とみだ 介護職員（小規模多機能
型施設）

徳島県徳島市中昭和町３丁目４８－２ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：14人）

154,000円 ～ 197,000円 36010-10838021 就業場所　徳島県徳島市

36010-10897821 就業場所　徳島県徳島市 簿記の知識

32

阿波證券　株式会社 金融商品に関する一般事
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

（従業員数：8人）

就業場所　徳島県徳島市

25

医療法人　むつみホスピタル 調理員 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（従業員数：190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）

徳島県徳島市川内町榎瀬８５７番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：9人）

4



変形（1年単位） 準中型自動車免許 必須
(1)7時30分～16時30分 大型自動車免許 あれば尚可

年齢制限：40歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)12時00分～22時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)10時00分～17時00分
月給 (3)16時00分～22時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 二級自動車整備士 必須
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 二級自動車整備士 必須
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 二級自動車整備士 必須
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 二級自動車整備士 必須
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 二級自動車整備士 必須
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)9時15分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級 必須
介護職員初任者研修修了者 必須

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級 あれば尚可

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

月給

普通自動車運転免許　　必須

フレックス

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

フレックス

年齢制限：35歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 準中型自動車免許 必須
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須 (2)9時00分～18時00分
月給

変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須 (2)9時00分～18時00分
月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16時30分

年齢制限：18歳～64歳 学歴：高校 必須 (2)10時30分～19時30分
月給 (3)16時00分～10時00分

189,200円 ～ 346,000円 36010-11858221 就業場所　徳島県小松島市

37

株式会社　日産サティオ徳島 総合職（営業）／県南地
区

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

（従業員数：7人）

36010-11345321 就業場所　徳島県美馬市

195,000円 ～ 282,100円 36010-11860321 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

40

北島酸素株式会社 経理事務 徳島県徳島市東沖洲２丁目１８ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：20人）

いずれかの免許・資格所持で可

169,000円 ～ 218,500円 36010-11859521 就業場所　徳島県徳島市 又は9時00分～20時00分
の間の8時間

ＵＩＪターン歓迎

38

セントケア四国　株式会社　徳島事業部 訪問介護員／徳島市 徳島県徳島市山城西３丁目４１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：15人）

153,000円

～ 290,000円 36010-11862921 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

40

北島酸素株式会社 配送 徳島県徳島市東沖洲２丁目１８ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：20人）

224,285円 ～ 290,000円 36010-11861621 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
営業経験

40

北島酸素株式会社 営業スタッフ（医療ガスに係
る情報提供・提案営業）

徳島県徳島市東沖洲２丁目１８ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：20人）

181,620円 ～ 249,620円 36010-11863121 就業場所　徳島県徳島市

41

社会福祉法人　光風会（やまもも荘） 介護支援専門員（ケアマ
ネ）

徳島県徳島市下町本丁５９－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：127人）

200,685円

237,000円 ～ 303,000円 36010-11557121 就業場所　徳島県徳島市 又は9時00分～22時00分
の間の8時間程度

ＵＩＪターン歓迎

39

株式会社　ときわ 営業 徳島県徳島市下助任町３丁目２０番 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：12人）

193,000円 ～ 210,500円 36010-11446821 就業場所　徳島県徳島市 又は8時30分～18時30分
の間の8時間

38

セントケア四国　株式会社　徳島事業部 訪問入浴オペレーター／
運転手　無資格：可

徳島県徳島市山城西３丁目４１－２ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：15人）

170,000円 ～ 190,000円

37

株式会社　日産サティオ徳島 整備士／脇町支店 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

（従業員数：9人）

170,000円 ～ 190,000円 36010-11347921 就業場所　徳島県阿南市

37

株式会社　日産サティオ徳島 整備士／阿南 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

（従業員数：130人）

170,000円 ～ 190,000円 36010-11346621 就業場所　徳島県名西郡石井町

37

株式会社　日産サティオ徳島 整備士／県西地区 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

（従業員数：130人）

170,000円 ～ 190,000円 36010-11349021 就業場所　徳島県鳴門市

37

株式会社　日産サティオ徳島 整備士／鳴門支店 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

（従業員数：8人）

170,000円 ～ 190,000円 36010-11348121 就業場所　徳島県徳島市

37

株式会社　日産サティオ徳島 整備士／徳島市内、徳島
市周辺地区

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

（従業員数：130人）

150,000円 ～ 160,000円 36010-11351521 就業場所　徳島県名西郡石井町

37

株式会社　日産サティオ徳島 整備士（見習い）【整備士資格な
くても応募可能】／県西地区

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

（従業員数：7人）

150,000円 ～ 160,000円 36010-11350221 就業場所　徳島県徳島市

37

株式会社　日産サティオ徳島 整備士（見習い）【整備士資格な
くても応募可能】／徳島周辺

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

（従業員数：7人）

189,200円 ～ 346,000円 36010-11354621 就業場所　徳島県名西郡石井町

37

株式会社　日産サティオ徳島 総合職（営業）／県西地
区

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

（従業員数：8人）

189,200円 ～ 346,000円 36010-11353321 就業場所　徳島県板野郡藍住町

37

株式会社　日産サティオ徳島 総合職（営業）／徳島市
周辺地区

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

（従業員数：8人）

189,200円 ～ 346,000円 36010-11355921 就業場所　徳島県徳島市

37

株式会社　日産サティオ徳島 総合職（営業）／徳島支
店、論田支店

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

（従業員数：25人）

208,960円 ～ 293,862円 36010-11232321 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

36

株式会社　山のせ 店舗スタッフ（責任者）
【徳島県】

徳島県名西郡石井町石井字石井６７３－
１２

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：30人）

39

株式会社　ときわ ホールスタッフ 徳島県徳島市下助任町３丁目２０番 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：12人）

就業場所　徳島県徳島市

41

社会福祉法人　光風会（やまもも荘） 介護支援専門員（ケアマ
ネ）

徳島県徳島市下町本丁５９－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：133人）

～ 173,000円 36010-10893921 就業場所　徳島県徳島市 又は6時00分～0時00分の
間の8時間程度

ＵＩＪターン歓迎

171,620円 ～ 226,800円 36010-10549021 就業場所　徳島県徳島市

41

社会福祉法人　光風会（やまもも荘） 介護職員 徳島県徳島市下町本丁５９－１９

152,000円 ～ 220,000円 36010-10548121

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：132人）

201,800円 ～ 266,000円 36010-10614421 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

35

株式会社　龍王　生コンクリート 生コンミキサー車の運転
手（大型・中型・小型）

徳島県徳島市川内町榎瀬８５７番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：9人）

5



変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須

月給

変形（1年単位） 歯科衛生士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1年単位） ホームヘルパー２級 必須
(1)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者 必須

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)9時00分～18時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 看護師 必須
(1)8時30分～17時30分 准看護師 必須

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)9時00分～18時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

交替制あり
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

交替制あり
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)11時00分～20時00分
月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

交替制あり
(1)11時00分～20時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)9時30分～18時30分
月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1年単位） １級管工事施工管理技士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 ２級管工事施工管理技士 あれば尚可

年齢制限：65歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） １級土木施工管理技士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 ２級土木施工管理技士 あれば尚可

年齢制限：65歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） １級配管技能士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分 ２級配管技能士 あれば尚可

年齢制限：65歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者 必須
(1)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者 あれば尚可

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)10時00分～19時00分 介護福祉士 あれば尚可

月給 (3)7時00分～16時00分
普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者 必須
(1)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者 必須

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)7時00分～16時00分
月給 (3)16時30分～9時30分

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

看護師 必須
(1)8時30分～17時30分 准看護師 必須

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位） 理学療法士 必須
(1)9時00分～18時00分 作業療法士 必須

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

保育士 必須
(1)9時00分～18時00分 幼稚園教諭免許（専修・１種・２種） 必須

年齢制限：不問 学歴： 不問 小学校教諭免許（専修・１種・２種） 必須
月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

(1)8時30分～17時00分
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：大学 必須

月給

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)16時00分～9時00分
月給 (3)8時00分～15時00分

220,000円 ～ 350,000円 36010-11826421 就業場所　徳島県徳島市

42

美土利建設工業　株式会社 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

（従業員数：11人）

200,000円 ～ 225,000円 36010-11848721 就業場所　徳島県板野郡藍住町 ＵＩＪターン歓迎

43

株式会社　コムニカ 携帯電話店舗内営業及び営業
事務（ａｕゆめタウン徳島）

徳島県徳島市応神町古川字日ノ上８ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：10人）

200,000円 ～ 225,000円 36010-11846121 就業場所　徳島県板野郡藍住町 ＵＩＪターン歓迎

43

株式会社　コムニカ 携帯電話店舗内営業及び営業
事務（ａｕショップ藍住）

徳島県徳島市応神町古川字日ノ上８ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：5人）

200,000円 ～ 225,000円 36010-11850421 就業場所　徳島県板野郡北島町 ＵＩＪターン歓迎

43

株式会社　コムニカ 店舗内営業及び営業事務【携
帯窓口フジグラン北島】

徳島県徳島市応神町古川字日ノ上８ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：4人）

いずれかの免許・資格所持で可

150,000円 ～ 215,000円 36010-11868521 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

45

特定非営利活動法人　どりーまぁサービス 介護職員／川内 徳島県徳島市末広２丁目１番８０号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：34人）

いずれかの免許・資格所持で可

150,000円 ～ 220,000円 36010-11867221 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

45

特定非営利活動法人　どりーまぁサービス 介護職員／北佐古 徳島県徳島市末広２丁目１番８０号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：23人）

いずれかの免許・資格所持で可

220,000円 ～ 260,000円 36010-11870921 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

45

特定非営利活動法人　どりーまぁサービス 看護師・准看護師／沖洲 徳島県徳島市末広２丁目１番８０号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：43人）

150,000円 ～ 180,000円 36010-11869421 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

45

特定非営利活動法人　どりーまぁサービス 介護スタッフ（生活支援員）／生
活介護《無資格応募可》

徳島県徳島市末広２丁目１番８０号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：41人）

いずれかの免許・資格所持で可

225,000円 ～ 250,000円 36010-11871121 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

45

特定非営利活動法人　どりーまぁサービス 理学療法士・作業療法士
／鴨島町

徳島県徳島市末広２丁目１番８０号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：10人）

～ 200,000円 36011- 1456821 就業場所　徳島県小松島市 パソコンの基本操作必須

47

ニホンフラッシュ株式会社 一般事務 徳島県小松島市横須町５番２６号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：204人）

210,000円 ～ 400,000円 36011- 1459421 就業場所　徳島県小松島市 システム開発経験（開発言語不問）

47

ニホンフラッシュ株式会社 社内ＳＥ 徳島県小松島市横須町５番２６号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：233人）

226,000円 ～ 287,100円 36030- 1311421 就業場所　徳島県三好市 経験者優遇

48

医療法人　三野田中病院 看護師 徳島県三好市三野町芝生１２４２番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：116人）

いずれかの免許・資格所持で可

170,000円 ～ 180,000円 36010-11237721 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

45

特定非営利活動法人　どりーまぁサービス 保育スタッフ／鴨島町 徳島県徳島市末広２丁目１番８０号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：10人）

165,000円 ～ 320,000円 36010-11000721 就業場所　徳島県徳島市

44

中筋建工　株式会社 水道施設工事の現場管理 徳島県徳島市大道１丁目１０番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：19人）

165,000円 ～ 320,000円 36010-10999621 就業場所　徳島県徳島市

44

中筋建工　株式会社 建設工事における管工事
の現場管理

徳島県徳島市大道１丁目１０番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：19人）

155,000円 ～ 250,000円 36010-11001821 就業場所　徳島県徳島市

44

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

（従業員数：19人）

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：127人）

153,620円 ～ 204,620円 36010-10559821 就業場所　徳島県徳島市

41

社会福祉法人　光風会（やまもも荘） 歯科衛生士 徳島県徳島市下町本丁５９－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：132人）

171,620円 ～ 225,620円 36010-10554621 就業場所　徳島県徳島市

41

社会福祉法人　光風会（やまもも荘） デイサービス職員 徳島県徳島市下町本丁５９－１９

いずれかの免許・資格所持で可

167,620円 ～ 224,620円 36010-10565021 就業場所　徳島県徳島市

41

社会福祉法人　光風会（やまもも荘） 看護職員／特養やまもも
荘等

徳島県徳島市下町本丁５９－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：132人）

いずれかの免許・資格所持で可

174,620円 ～ 235,620円 36010-10560421 就業場所　徳島県徳島市

41

社会福祉法人　光風会（やまもも荘） ホームヘルパー【光風会
ホームヘルプサービス】

徳島県徳島市下町本丁５９－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：124人）

150,000円 ～ 155,100円 36011- 1442621 就業場所　徳島県小松島市

46

東とくしま農業協同組合 ＪＡ職員 徳島県小松島市立江町字大田ノ浦１１番
地１４

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：230人）

168,000円 ～ 230,000円 36011- 1441321 就業場所　徳島県小松島市

47

ニホンフラッシュ株式会社 製造工・倉庫作業員 徳島県小松島市横須町５番２６号 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：233人）

168,000円

41

社会福祉法人　光風会（やまもも荘） 事務職員 徳島県徳島市下町本丁５９－１９ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：132人）

146,620円 ～ 164,620円 36010-10547921 就業場所　徳島県徳島市

6



変形（1ヶ月単位） 薬剤師 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：大学 必須 (2)9時00分～18時00分
月給

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時30分～17時30分
月給

変形（1ヶ月単位） 管理栄養士 必須
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：大学 必須 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)9時00分～18時00分

変形（1ヶ月単位） 臨床検査技師 必須
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：専修学校 必須 (2)8時30分～17時30分
月給

変形（1ヶ月単位） 理学療法士 必須
(1)8時00分～17時00分 作業療法士 必須

年齢制限：59歳以下 学歴：専修学校 必須 (2)9時00分～18時00分
月給 (3)9時30分～18時30分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 必須
(1)8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級 必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士 必須
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：専修学校 必須 (2)9時00分～18時00分
月給 (3)9時30分～18時30分

変形（1ヶ月単位） 准看護師 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)16時00分～9時00分
月給

変形（1年単位） ２級建築施工管理技士 必須
(1)8時00分～17時30分 二級建築士 必須

年齢制限：59歳以下 学歴：大学 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

年齢制限：45歳以下 学歴：大学 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時30分

年齢制限：35歳以下 学歴：大学 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：59歳以下 学歴：高専 必須

月給

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：59歳以下 学歴：高専 必須

月給

変形（1年単位） １級土木施工管理技士 あれば尚可

(1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士 必須
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 二級建築士 あれば尚可

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

年齢制限：不問 学歴：大学 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

年齢制限：69歳以下 学歴：大学 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)9時30分～18時30分

年齢制限：69歳以下 学歴：大学 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)7時50分～17時00分

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給

(1)8時30分～17時30分
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

交替制あり 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

(1)7時00分～16時00分 二級自動車整備士 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)11時00分～20時00分
月給 (3)9時00分～18時00分

普通自動車運転免許　　必須

交替制あり 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

(1)7時00分～16時00分 二級自動車整備士 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)11時00分～20時00分
月給 (3)9時00分～18時00分

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

200,000円 ～ 300,000円 36060- 1935021 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

56

株式会社川島石油 サービスステーションス
タッフ

徳島県吉野川市川島町学字北久保３２番
地

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：5人）

251,784円 ～ 405,044円 36060- 1934121 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

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３２番
地

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：6人）

145,000円 ～ 200,000円 36060- 1937821 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

56

株式会社川島石油 事務員 徳島県吉野川市川島町学字北久保３２番
地

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：6人）

200,000円 ～ 300,000円 36060- 1936721 就業場所　徳島県名西郡石井町 ＵＩＪターン歓迎

56

株式会社川島石油 サービスステーションス
タッフ

徳島県吉野川市川島町学字北久保３２番
地

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：7人）

260,000円 ～ 309,000円 36030- 1312321 就業場所　徳島県三好市

48

医療法人　三野田中病院 薬剤師 徳島県三好市三野町芝生１２４２番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：116人）

160,000円 ～ 171,900円 36030- 1313621 就業場所　徳島県三好市 医療事務経験あれば尚良い

48

医療法人　三野田中病院 事務・クラーク 徳島県三好市三野町芝生１２４２番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：116人）

201,900円 ～ 213,150円 36030- 1316021 就業場所　徳島県三好市

48

医療法人　三野田中病院 臨床検査技師 徳島県三好市三野町芝生１２４２番地６

～ 332,000円 36030- 1314921 就業場所　徳島県三好市 建築現場での実務経験者が望ましい

49

株式会社　マナべ商事

雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：116人）

201,900円 ～ 213,150円 36030- 1315121 就業場所　徳島県三好市

48

医療法人　三野田中病院 管理栄養士 徳島県三好市三野町芝生１２４２番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：116人）

リフォーム業務担当（経
験者及び有資格者）

徳島県三好市池田町サラダ１７６８－１


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：29人）

いずれかの免許・資格所持で可

208,700円 ～ 241,350円 36030- 1317721 就業場所　徳島県三好市 又は7時30分～18時30分
の間の8時間

48

医療法人　三野田中病院 理学療法士・作業療法士 徳島県三好市三野町芝生１２４２番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：116人）

就業場所　徳島県三好市 又は7時30分～18時30分
の間の8時間

200,000円 ～ 288,000円 36030- 1322121 就業場所　徳島県三好市

49

株式会社　マナべ商事 リフォーム業務担当 徳島県三好市池田町サラダ１７６８－１


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：24人）

178,000円 ～ 210,000円 36051-  659121 就業場所　徳島県海部郡海陽町

55

株式会社　丸本 食品生産（多能工・多機
能工）

徳島県海部郡海陽町大井字大谷４１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：186人）

いずれかの免許・資格所持で可

160,000円 ～ 160,000円 36030- 1273321 就業場所　徳島県三好市

48

医療法人　三野田中病院 介護職員 徳島県三好市三野町芝生１２４２番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：116人）

メーカや製造現場（食品に限らず）でモノ
作りの経験と基本を身につけた方

208,700円 ～ 241,350円 36030- 1213221

48

医療法人　三野田中病院 言語聴覚士 徳島県三好市三野町芝生１２４２番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：116人）

180,000円 ～ 400,000円 36050- 1756221 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎
電気設計、ＣＡＤの設計

175,000円 ～ 225,000円 36030- 1214521 就業場所　徳島県三好市 看護師経験（※ブランクのある方もご相談ください）

48

医療法人　三野田中病院 准看護師 徳島県三好市三野町芝生１２４２番地６ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：116人）

200,000円 ～ 250,000円 36030- 1318821 就業場所　徳島県三好市

49

株式会社　マナべ商事 営業スタッフ 徳島県三好市池田町サラダ１７６８－１


雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：25人）

いずれかの免許・資格所持で可

230,000円

165,740円 ～ 300,000円 36050- 1633721 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎
作業主任講習

52

株式会社ＳＧＩＣ 機械保全 徳島県阿南市才見町旭越山６８番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：15人）

52

株式会社ＳＧＩＣ 電気設計 徳島県阿南市才見町旭越山６８番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：15人）

（従業員数：25人）

180,000円 ～ 500,000円 36050- 1635221 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎
機械設計、ＣＡＤの設計

52

株式会社ＳＧＩＣ 機械設計 徳島県阿南市才見町旭越山６８番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：15人）

～ 500,000円 36050- 1647621 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎

53

185,603円 ～ 320,000円 36050- 1639621 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎

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

法人営業 徳島県阿南市日開野町谷田４８４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：25人）

～ 320,000円 36050- 1638321 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎

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

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

（従業員数：25人）

165,880円 ～ 170,513円 36050- 1637421 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎

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

ドコモショップスタッフ
【契約社員】

徳島県阿南市日開野町谷田４８４－１ 雇用・労災

198,000円

宮本鉄工建設　株式会社 現場監督 徳島県阿南市那賀川町赤池３２６－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：19人）

185,603円

7



(1)8時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 三級自動車整備士 必須
(1)9時10分～18時10分 自動車検査員 あれば尚可

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)9時10分～18時10分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)10時00分～19時00分
月給

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)11時00分～20時00分
月給 (3)12時00分～21時00分

普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～19時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位） 薬剤師 必須
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)9時15分～18時15分
月給

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)7時45分～16時45分
月給 (3)17時00分～9時15分

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)9時30分～18時30分
月給 (3)17時00分～9時15分

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)10時30分～19時30分
月給

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：大学 必須 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)9時00分～18時00分

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：大学 必須 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)9時00分～18時00分

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：大学 必須 (2)8時30分～17時30分
月給 (3)9時00分～18時00分

(1)8時00分～17時30分
年齢制限：40歳以下 学歴：大学 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

215,000円 ～ 288,000円 36070- 3944321 就業場所　徳島県鳴門市 ＵＩＪターン歓迎

61

医療法人　緑会　小川病院 看護師（病棟） 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：211人）

245,000円 ～ 305,000円 36070- 3943421 就業場所　徳島県鳴門市 ＵＩＪターン歓迎

61

医療法人　緑会　小川病院 薬剤師 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：211人）

140,000円 ～ 175,000円 36070- 3946921 就業場所　徳島県鳴門市 経験者優遇

61

医療法人　緑会　小川病院 調理員 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：211人）

140,000円 ～ 195,000円 36070- 3945621 就業場所　徳島県鳴門市 ＵＩＪターン歓迎

61

医療法人　緑会　小川病院 介護職 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：211人）

210,000円 ～ 310,000円 36070- 3843721 就業場所　徳島県鳴門市 ＵＩＪターン歓迎

62

丸久　株式会社 事務 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端北７２ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：94人）

170,000円 ～ 200,000円 36070- 3872321 就業場所　徳島県板野郡板野町 ＵＩＪターン歓迎

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８８－
１

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：99人）

210,000円 ～ 310,000円 36070- 3844821 就業場所　徳島県鳴門市 ＵＩＪターン歓迎

62

丸久　株式会社 商品企画 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端北７２ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：94人）

168,000円 ～ 168,000円 36060- 1939521 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

57

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

（従業員数：28人）

176,000円 ～ 176,000円 36060- 1938221 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

57

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

（従業員数：10人）

176,000円 ～ 176,000円 36060- 1941621 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

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

（従業員数：36人）

176,000円 ～ 176,000円 36060- 1940321 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

57

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

（従業員数：10人）

210,000円 ～ 310,000円 36070- 3846521 就業場所　徳島県鳴門市 ＵＩＪターン歓迎

62

丸久　株式会社 生産管理 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端北７２ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：94人）

153,200円 ～ 165,000円 36070- 3751621 就業場所　徳島県鳴門市 ＵＩＪターン歓迎

59

株式会社ホンダ北徳島　（ホンダカーズ徳島中央） 営業・販売職 徳島県鳴門市大津町大代字西ノ須１５の
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：13人）

154,100円 ～ 228,600円 36070- 3750321 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎
自動車関連職（二輪、四輪、部品、製造、ＳＳ等）経験者優遇

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１５の
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形（従業員数：12人）

167,000円 ～ 181,000円 36070- 3773221 就業場所　徳島県吉野川市 ＵＩＪターン歓迎

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３９－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：5人）

167,000円 ～ 181,000円 36070- 3775421 就業場所　徳島県板野郡北島町 ＵＩＪターン歓迎

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（北島店） 徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：5人）

167,000円 ～ 181,000円 36070- 3774521 就業場所　徳島県板野郡藍住町 ＵＩＪターン歓迎

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
ン店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：5人）

167,000円 ～ 181,000円 36070- 3777621 就業場所　徳島県美馬市 ＵＩＪターン歓迎

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３９－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：4人）

167,000円 ～ 181,000円 36070- 3776321 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

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３９－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：6人）

167,000円 ～ 181,000円 36070- 3779121 就業場所　徳島県名西郡石井町 ＵＩＪターン歓迎

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（石井店） 徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：6人）

167,000円 ～ 181,000円 36070- 3778921 就業場所　徳島県鳴門市 ＵＩＪターン歓迎

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３９－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：4人）

167,000円 ～ 181,000円 36070- 3782521 就業場所　徳島県阿南市 ＵＩＪターン歓迎

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（阿南中央
店）

徳島県板野郡藍住町笠木字西野３９－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：4人）

167,000円 ～ 181,000円 36070- 3781221 就業場所　徳島県小松島市 ＵＩＪターン歓迎

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３９－２
８

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：6人）

8



交替制あり
(1)8時00分～16時30分

年齢制限：18歳～61歳 学歴： 不問 (2)16時00分～0時30分
月給 (3)0時00分～8時30分

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

変形（1年単位） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

交替制あり
(1)9時30分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)10時30分～19時00分
月給 (3)11時30分～20時00分

第二種電気工事士 あれば尚可

(1)8時30分～17時30分
年齢制限：35歳以下 学歴：高校 必須

月給

普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問

時給

155,040円 ～ 155,040円 36010-11542821 就業場所　徳島県徳島市 ＵＩＪターン歓迎

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

（従業員数：100人）

175,000円 ～ 230,000円 36070- 3938921 就業場所　徳島県鳴門市

65

富田製薬　株式会社 生産工 徳島県鳴門市瀬戸町明神字丸山８５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：486人）

168,300円 ～ 280,000円 37020- 6075221 就業場所　徳島県阿南市

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（従業員数：15人）

180,000円 ～ 233,350円 36070- 3766521 就業場所　徳島県板野郡松茂町 ＵＩＪターン歓迎
工場での就業経験

68

株式会社　マルハ物産 食品製造 徳島県板野郡松茂町住吉字住吉開拓４－
３

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：57人）

154,000円 ～ 220,000円 36070- 3748221 就業場所　徳島県板野郡板野町 ＵＩＪターン歓迎

67

株式会社　栄進産業 工員 徳島県板野郡板野町吹田字平山１５６番
地１

雇用・労災・
健康・厚生

（従業員数：21人）

180,000円 ～ 262,000円 13040-67581621 就業場所　徳島県徳島市 又は9時30分～21時00分
の間の8時間程度

ＵＩＪターン歓迎
販売・営業経験者歓迎！

69

コネクシオ　株式会社 楽天モバイルショップスタッフ
（携帯電話の販売等）／徳島県

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

（従業員数：5人）

9


