
ヴェリタス 株式会社

耕種農業 子育て中の方、健康のために
少しの時間でも働いてみたい
方、大歓迎です。

会社の方針を理解し、頑張っ
ていただける方がちゃんと評
価される仕組みを構築中です
ので、安心してやりがいを感
じながらできる楽しい職場だ
と思います。

ちゃんと全員が話しし合えて
調和のとれた職場環境を目指
しております。



オリジン 株式会社

その他の家具・装備品製造業 感動、信頼、価値の創造を
テーマに、イタリアのトップ
ブランドとの提携で培った
「最高の技術」「徹底した品
質管理」「世界各地からの材
料調達」「著名なデザイナー
とのコラボレーション」によ
り、シンプルかつ機能美に溢
れる製品を送り出しています。

ライフスタイルラボラトリー



株式会社 カサイ

化学製品卸売業 野菜の卸売業者として地元の
生産者様から持ち込まれた野
菜、外部から仕入れた野菜を
食品会社・カット工場に納品
する業務を主としています。
また、肥料・農薬・農業資材
の販売・米の検査・小売も
行っています。



社会福祉法人 健祥会
老人保健施設 健祥会ウエル

老人福祉・介護事業 老人保健施設は在宅復帰施設
として、多職種協同で入所者
様の自立支援に取り組んでお
ります。経験の有無に関わら
ず人財育成に努めていますの
で、安心して働ける環境がで
きています。また専門資格の
取得に向けても施設・グルー
プをあげてバックアップもし
ております。是非一緒に働き
ましょう。



社会福祉法人 健祥会
特別養護老人ホーム 水明荘

老人福祉・介護事業 健祥会グループは「心と心」
をモットーに利用者の心に寄
り添う介護サービスを提供し
ています。経験の無い方でも
先輩スタッフが優しく指導し
ますので、少しでも興味のあ
る方は是非お越しください。



老人福祉・介護事業／病院／病院 地域のホームドクターとして
安心を提供することが私ども
の使命です。

医療・在宅・福祉のトータル
サポートを目指しております。

社会福祉法人 高越会
医療法人 中西内科ｸﾘﾆｯｸ
有限会社 ミドルウエスト



医療法人 青鳳会

病院 当院は昭和37年に開院し、
59年間にわたり地域に密着し
た医療を提供し、現在は、
155床の病院と各種の介護保
険事業を併せて提供していま
す。
職員にとって、誇りが持て、
働きやすく充実した職場を目
指しています。



ワンハート 合同会社

児童福祉事業
発達に遅れが見られたり、支
援を必要とするお子様たちが
通所し、療育を通して成長を
サポートする仕事です。

子どもが好きで、児童教育・
療育に興味のある方、ワン
ハートで私達と一緒に働きま
せんか。



医療法人 徳寿会 鴨島病院

株式会社 ツツイ

病院／飲食サービス業 昭和53年に創立した鴨島病院
を中核として敷地内に介護老
人保健施設「長寿園」
グループホーム「のぞみ」、
グループホーム「プラチナ
ホーム鴨島」、訪問リハビリ
通所デイケアサービスを運営
し地域に根ざした医療・介護
を提供させていただいており
ます。
また関連事業所として、株式
会社ツツイがあり給食業務、
ビルメンテナンス業務を行っ
ております。



株式会社 徳苗

耕種農業 野菜の苗を育てること。それ
が私たちの仕事です。この農
場で種を蒔き、おいしくて強
い苗になるよう接ぎ木し、最
適な状態に育て上げて生産農
家の皆様にお届けします。
現在農業界は生産者の高齢化
や後継者不足など多くの課題
を抱えています。私たちの仕
事である「育苗」は生産者の
労力軽減に繋がり、農業界で
も重要なポジションを担って
います。最高品質の苗を育て
ることを使命とし、日々ここ
ろを込めて苗を育てています。



社会福祉法人白鳳会 野菊の里

障害者福祉事業 野菊の里は、知的に

障害のある成人の方の
入所施設です。毎日、
それぞれが目的を持ち
自立した生活を送れる
よう食事や身だしなみ、
排泄、日中活動といっ
た支援を行っています。
あなたも、一緒に支

援してみませんか？



宮崎 克哉（宮崎農園）

耕種農業 私たちは徳島県阿波市の中山
間地で野菜を栽培しています。
主に冬はレタス、春と秋はブ
ロッコリー、夏はミニトマト
です。
規模は大きくないですが、小
さくても楽しみながらしっか
り営んでいます。



石原水道工業 株式会社

管工事業
私たちの使命は、水道工事を
通じて全てのお客様に安全・
安心・快適な住環境を提供し、
地域社会に必要とされる会社
であり続ける事です。 それを
具体化するのは、何よりも人
の力であると考えています。
社員1人1人が信頼し協力しあ
える環境を作ることが、明る
く活気ある職場には欠かせな
いことだと考えています。



株式会社 川島石油

燃料小売業 当社はエネルギー商社としてガソリン
スタンドの運営をはじめ、産業用燃料、
高圧ガス、潤滑油、新電力の販売まで
多岐にわたりエネルギーを供給してお
ります。近年の大規模災害にも備え
BCP事業継続計画にも積極的に取り組
んでおります。



佐々木建設 株式会社

一般土木建築工事業
本当にアットホームで働きや
すい会社です。お互いを助け
補い、力を合わせて取り組ん
でいます。多くの人の力を集
約して行う仕事のやりがいや
達成感は格別です。ぜひ、一
緒に働きましょう！



株式会社 大真空 徳島事業所

時計・同部分品製造業 当社は、パソコン、携帯電話、デジタ
ル家電等、電子機器に欠かせない部品
を製造し世界中に供給している会社で
す。
高度情報化社会を支える重要な役割を
担っています。
年内に新しくクリーンルームを増床し、
小型水晶デバイスの増産を開始するた
めに地元雇用を計画しています。



徳島北部森林組合

管理、補助的経済活動を行う事業 造林、素材生産、町の草刈ま
で、組合員様の要望に応える
仕事です。年齢層が広いので、
どなたでも入りやすいと思い
ます。一緒に山づくりしませ
んか。



中本造林徳島 株式会社

造作材・合板・建築用組立材料
製造業 弊社は平均年齢が約40歳で和

気あいあいとお仕事をすすめ
ています。
残業はほとんど無く、年次有
給休暇の取得は平均で一人10
日の実績があり福利厚生面で
も充実しています。



日本フネン 株式会社

耐火物製造業 日本フネンは玄関ドアなどの
建築部材を中心とした製品の
開発、製造、販売を行ってい
ます。機能、意匠に強いこだ
わりを持った、新築分譲マン
ション向け玄関ドアのトップ
シェアメーカーです。



株式会社 三木組
株式会社 ﾄﾚｰﾀﾞｰｽﾞ４１
株式会社 ｴｺﾗﾎﾞ４１

一般土木建築工事業／建築材料卸売業／
その他の設備工事業 新築から修繕・リフォームま

で、デザイン建築設計事務所
と提携し、事業計画の立案、
設計施工までを行い、総合建
設業だからこそできる長年
培った経験と実績の元で、幅
広い工事において安心・安全
をご提供します。



有限会社 山川自動車
（車検のコバック山川店）

自動車整備業
昭和39年、山川町で創業した
当社は半世紀以上の歴史が有
ります。業務内容は車検・整
備、鈑金、新中古車販売、保
険業務と多岐に亘ります。商
圏内の車検台数はトップクラ
スで多くのお客様に愛されて
います。



株式会社 山文
アグリパック山文 株式会社
有限会社 ワイエスクラフト

紙製容器製造業 【株式会社山文】
「大切な商品を守り包む箱」「中

身をより引き立てる箱」「思い出に
取っておきたくなる箱」。お弁当、野
菜、お菓子や雑貨、化粧品など様々な
パッケージの製造販売をしています。
【有限会社ワイエスクラフト】

パッケージは商品を演出し、守り、
喜びや感動を贈ることができるもので
す。お菓子、アクセサリー、化粧品、
雑貨、野菜、お弁当など日々の様々な
箱づくりを一緒に手掛けてみませんか。
【アグリパック山文株式会社】

最新の機械設備から大切に使って
いる年代物の機械まで。専用機械を使
用しての紙器、貼箱の製造業務です。
5月に新たに自動平盤打抜機を導入し、
よりクオリティの高い商品づくりを目
指しています。



株式会社 ヨコタコーポレーション

その他のはん用機械・同部分品製造業

ベアリングレース旋削加工で

培った高い技術力を活かして、
さまざまな自動車部品や工作
機械部品の旋削加工を行って
います。
旋削が難しいといわれる加工
を「ヨコタコーポレーション
でなら！」
とクライアントから依頼され
る場面もたくさんあります。

自動車部品・工作機器部品の旋削加工


