
ヴェリタス株式会社
株式会社INITIUM

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。



社会福祉法人 共生会 障がい者支援施設すみれ園

障がいのあるご利用者に対し、
各職種から専門性の高い支援
を行うことで、ご利用者が生き甲
斐を持ち楽しく生活できるよう支
援をしています。福祉分野に興
味のある方、人と関わる仕事が
したい方、ご相談ください。

障害者福祉事業



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。



社会福祉法人 健祥会
ケアハウス健祥会 プロバンス

ケアハウス、デイサービス、
訪問介護、グループホームな
どの事業を展開しています。
介護初心者の方も有資格者の
方も大歓迎。偶然の出会いが
必然の出会いに変わります。
あなたの力を発揮できる職場
です。

老人福祉・介護事業



セントケア四国株式会社
セントケア吉野川

「ずっと自分の家で暮らしたい」
その想いを一緒に叶えて頂けるス
タッフ大募集！！
全国５９３拠点で地域に根差した
サービスを展開しております。２
０２２年６月には【訪問看護ス
テーション阿南】新規開設。
資格取得支援制度で【介護福祉
士】合格までの道のりを全面的に
バックアップ。介護福祉士経験年
数により手当支給あり。
お客様が最後まで住み慣れた場所
で、お客様らしく過ごせるよう
サービスを提供しています。

老人福祉・介護事業



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。



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 私たちは阿波市市場町でナス
の接木苗を主に生産し、全国
へ出荷しています。若い年代
から主婦の方まで、幅広い年
齢層の方が働いています。
初心者の方、話だけ聞きたい
方でも大丈夫です。お気軽に
お越し下さい。



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？



医療法人芳越会 介護老人保健施設 リブイン・クローバー

リブイン・クローバーでは、ご自
宅でリハビリや介護のサポート
を希望さる方、自宅復帰をご希
望される方の様々な想いを尊重
し、支援します。

その思いを一緒に支えてくれる
仲間を募集しています。宜しくお
願いします。

老人福祉・介護事業



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、障
害を持っていたりするお子様
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。



株式会社 Ａ Ｓｋｉｎｃａｒｅ Ｓｙｓｔｅｍ
株式会社 エーフォーワン

私たちは、医学的な根拠に基づ
く医療と美容を融合させ、常に
美の先端を走り続けています。

少しでも美容に興味がある方、
最新鋭の機器と技術に囲まれ、
お客様と共に自らの美を追求し
ましょう。

また、「医療」と「美容」を融合し
た先進的な取り組みで全国から
注目を浴び続ける美容企業です。

その他の洗濯・理容・美容 広告業

Ａ Ｓｋｉｎｃａｒｅ Ｓｙｓｔｅｍ

エーフォーワン



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 菓子工房 みずほ

当店は吉野川市鴨島町で１９９
９年に開業しましたパティスリー
です。

２０２１年１０月には業務拡大に
伴って店舗移転をし、県産の食
材などを積極的に使った地域に
密着したお菓子作りをしていま
す。

パン・菓子製造業



株式会社 川島石油

「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。」

燃料小売業



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 四国建工

型枠工事のエキスパートとし
て創業より４５年目を迎えま
す当社は数多くの地域ランド
マークとなる施工実績を糧に
技術を幅広く提供しています。
また、多くの熱意あふれる人
材にも恵まれ、事業推進の大
きな力となっています。

大工工事業



筒井製絲株式会社

当社は長年多方面での事業展
開をしてきましたが、その全
てにおいて「人」で成り立っ
ており、社員の成長が企業の
成長に繋がると考えています。
私たちと共に仕事を通して、
人として大きく成長する喜び
を実感しましょう。

他に分類されない小売業



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。



富士製紙 企業組合
阿波手漉和紙商工業協同組合

徳島の伝統工芸である阿波和
紙を私達と一緒に作りません
か。和紙の原料製作から機械
操作、染色、裁断、梱包まで
色入な仕事をしていただきま
す。ほとんどの人が未経験な
ので、安心してご応募下さい。

紙製造業 他に分類されない小売業



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。



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。



山本光学株式会社 徳島工場

２０２１年に創業１１０周年
を迎え「快適な安全」を企業
メッセージとし、スイミング
ゴーグル、スノーゴーグル、
スポーツグラス、光学機器、
産業用保護具、呼吸用保護具
（マスク）等の製造・販売を
手掛けています。

他に分類されない製造業



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


