
変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～18時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給換算額 正社員以外 （従業員数：37人）

27020-51371221 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

変形（1ヶ月単位）

(1)10時00分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)11時00分～19時00分

月給 正社員 （従業員数：5人）

36050- 2017221 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

交替制あり

(1)10時00分～16時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)14時00分～19時00分

時給 パート労働者 （従業員数：5人）

36050- 2018521 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～17時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給換算額 正社員 （従業員数：16人）

36050- 2023721 就業場所　徳島県那賀郡那賀町 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～12時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)13時00分～18時00分

時給 パート労働者 （従業員数：3人）

36050- 2024821 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時30分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須 (2)7時30分～16時30分

月給 正社員 （従業員数：9人） (3)9時30分～18時30分

37010-19241421 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

(1)7時00分～12時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)16時00分～19時00分

時給 パート労働者 （従業員数：0人）

36050- 1971121 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

実用英語技能検定２級　　必須

(1)15時30分～18時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

時給 パート労働者 （従業員数：3人）

36050- 1972021 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給換算額 正社員 （従業員数：3人）

36050- 2015721 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（ケアマネージャー）　　必須

(1)8時30分～17時15分

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給 正社員以外 （従業員数：34人）

36050- 2016821 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

(1)8時00分～12時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：26人）

36050- 1891121 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位） 調理師　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 (2)6時30分～14時30分

月給 正社員 （従業員数：38人） (3)10時30分～19時30分

36050- 1922721 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

(1)9時30分～16時15分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給換算額 パート労働者 （従業員数：15人）

36050- 1951321 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時20分

年齢制限：不問 学歴：高校 必須 (2)10時00分～18時20分

月給換算額 正社員以外 （従業員数：15人）

36010-12931721 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)10時00分～15時15分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：1人）

37010-18816821 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

変形（1ヶ月単位） ８トン限定中型自動車免許

(1)9時00分～18時00分 中型自動車免許

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給換算額 正社員以外 （従業員数：9人）

36010-12527721 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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

154,800円 ～ 154,800円

カスタマーサービス
職（阿南営業所）

佐川急便株式会社 大阪府大阪市此花区島屋４丁目４
－５１

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円 ～ 175,000円
経験者優遇

眠りに関するアドバイザー、
及び販売員（ノルマなし）

株式会社杉原 徳島県阿南市学原町大深田１９－
２

雇用・労災・
健康・厚生

900円 ～ 1,000円

眠りに関するアドバイザー、
及び販売員（ノルマなし）

株式会社杉原 徳島県阿南市学原町大深田１９－
２

雇用・労災

233,200円 ～ 360,400円

土木作業員 藤井鉄工建設　株式会社 徳島県那賀郡那賀町小仁宇字大坪
４９

雇用・労災・
健康・厚生

900円 ～ 950円

ジェラート・スムージ製
造販売「新規オープン」

ｌ’ｏｒｔｏ 徳島県阿南市福井町古津１３７－
４

労災

200,000円 ～ 250,000円

営業（阿南営業所） 讃岐リース　株式会社 香川県高松市一宮町９０３番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

900円 ～ 900円
調理、清掃等の経験あれば尚可

世話人（生活補助） 合同会社　ミノリアワーズ 徳島県阿南市富岡町今福寺１２番
地３　中原ビル２Ｆ

労災

1,300円 ～ 1,300円

英検講師 有限会社　アイリストピア 徳島県阿南市富岡町今福寺１２－
３中原ビル２Ｆ

労災

185,600円 ～ 278,400円
実務経験あれば尚良し

作業員 米崎組 徳島県阿南市住吉町六反地２５４
－１

雇用・労災

188,000円 ～ 188,000円

介護支援専門員 社会福祉法人　阿南市社会福祉協議会 徳島県阿南市富岡町北通３３番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

850円 ～ 900円

雑用【急募】 株式会社　八千代組 徳島県阿南市富岡町内町２１１ 雇用・労災

155,000円 ～ 155,000円

調理員 医療法人　至誠会　宮本病
院

徳島県阿南市羽ノ浦町古庄字古野
神４－１４

雇用・労災・
健康・厚生

1,130円 ～ 1,130円
募集要領参照

会計年度任用職員（キャ
リアサポート推進員）

徳島県立南部テクノスクール 徳島県阿南市桑野町岡元１０９－
１

雇用・労災・
健康・厚生

156,422円 ～ 156,422円

受付業務（ショー
ルーム）【阿南市】

ネッツトヨタ徳島株式会社 徳島県徳島市昭和町４丁目１１－
４


雇用・労災・
健康・厚生・
財形

830円 ～ 830円

分譲マンション管理
員業務／阿南市領家
町

株式会社　穴吹ハウジングサービ
ス

香川県高松市紺屋町３番地６ 雇用・労災

144,480円 ～ 144,480円

車両引取・納車等
（阿南店）

株式会社　徳島マツダ 徳島県徳島市論田町小論田４２ 雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

ハローワーク 求人情報
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給表記です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

8月8日発行 (令和4年7月29日 ～ 令和4年8月4日)

ハローワーク阿南

（阿南公共職業安定所）
℡ ０８８４－２２－２０１６

一般・パート

※左記期間に受理した求人の内、作成時点で公開中の求人を掲載しています。

ハローワークインターネットサービス で検索 ⇒  https://www.hellowork.mhlw.go.jp
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職種／求人番号 事業所名／条件／賃金 所在地・就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格／経験

ハローワーク 求人情報
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給表記です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

8月8日発行 (令和4年7月29日 ～ 令和4年8月4日)

ハローワーク阿南

（阿南公共職業安定所）
℡ ０８８４－２２－２０１６

一般・パート

※左記期間に受理した求人の内、作成時点で公開中の求人を掲載しています。

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

(1)8時30分～17時15分

年齢制限：30歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：60人）

36010-12739821 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：41人）

36040- 1240521 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

変形（1年単位）

(1)8時15分～17時00分

年齢制限：40歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：9人）

36050- 1885721 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

(1)8時00分～17時00分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：41人）

36050- 1886821 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

栄養士　　必須

年齢制限：69歳以下 学歴： 不問

時給換算額 パート労働者 （従業員数：72人）

36050- 1887221 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～17時20分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)7時30分～11時20分

月給換算額 正社員 （従業員数：13人） (3)11時20分～17時20分

36050- 1888521 就業場所　徳島県那賀郡那賀町
雇用期間の定めなし

交替制あり 保育士　　必須

(1)8時30分～17時15分

年齢制限：不問 学歴：短大 必須 (2)9時30分～18時15分

月給 正社員以外 （従業員数：19人）

36050- 1889421 就業場所　徳島県那賀郡那賀町
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

中型自動車免許

(1)6時45分～9時15分 大型自動車免許

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)16時00分～18時30分

時給 パート労働者 （従業員数：28人）

36050- 1890921 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

栄養士　　必須

(1)8時00分～16時30分

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給 正社員以外 （従業員数：2人）

33010-25173221 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

(1)8時00分～17時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：1人）

36050- 1871321 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

美容師　あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：4人）

36050- 1872621 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

美容師　あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：4人）

36050- 1873921 就業場所　徳島県阿南市
雇用期間の定めなし

理学療法士

(1)8時30分～17時30分 作業療法士

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：31人）

36050- 1875021 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

理学療法士

(1)8時30分～17時30分 作業療法士

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：31人）

36050- 1876721 就業場所　徳島県阿南市 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護職員初任者研修修了者　あれば尚可

その他の福祉・介護関係資格　あれば尚可

年齢制限：不問 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：10人）

36050- 1877821 就業場所　徳島県那賀郡那賀町 普通自動車運転免許　　必須

雇用期間の定めなし

154,900円 ～ 188,700円

一般事務 徳島県農業共済組合 徳島県徳島市山城西二丁目７４番
地

雇用・労災・
健康・厚生

850円 ～ 950円
又は14時00分～19時00分
の間の5時間程度

レジスタッフ（羽
ノ浦店）

株式会社　デイリーマート 徳島県美馬市脇町大字猪尻字若宮
南１００－１

雇用・労災

150,000円 ～ 250,000円

営業（ルート） 若木機工　有限会社 徳島県阿南市宝田町川原８５番地
２

雇用・労災・
健康・厚生

160,750円 ～ 191,650円

一般事務 エムケイプラントサービス株式会社
阿南事業所

徳島県阿南市向原町下ノ浜８７番
地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

2,000円 ～ 2,000円
又は8時00分～22時00分の
間の1時間以上

栄養士『在宅勤務』 有限会社　シルバー在宅介護 徳島県阿南市富岡町西新町８－１ 労災

151,200円 ～ 172,800円

ロープウェイ運転 四国ケーブル　株式会社　太龍寺
ロープウェイ

徳島県那賀郡那賀町和食郷字田野
７６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

161,600円 ～ 192,200円

保育業務 那賀町役場 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川
１０４－１

雇用・労災・
健康・厚生・
その他

1,096円 ～ 1,096円

送迎運転手 社会福祉法人　柏涛会　がんばれ
る作業所

徳島県阿南市那賀川町八幡石塚３
０－１

雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

175,000円 ～ 190,000円

阿南市／栄養士（認定こ
ども園はのうら幼稚園）

一冨士フードサービス株式会社
中国・四国支社

岡山県岡山市北区下石井２丁目１
－３岡山第一生命ビルディング１
２階

雇用・労災・
健康・厚生

824円 ～ 824円

補修、清掃、雑務
【急募】

アサヒ産業　有限会社 徳島県阿南市長生町おわた２－１
１

雇用・労災・
健康・厚生

900円 ～ 900円
又は9時00分～18時00分の
間の5時間程度

美容師 Ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ
Ｒｅｆｒｅ竈土　裕夫

徳島県阿南市那賀川町上福井西ノ
口４１－１０

労災

160,000円 ～ 180,000円
又は9時00分～19時00分の
間の8時間程度

美容師 Ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ
Ｒｅｆｒｅ竈土　裕夫

徳島県阿南市那賀川町上福井西ノ
口４１－１０

雇用・労災

240,000円 ～ 240,000円
訪問リハビリ経験あれば尚可

理学療法士、作業
療法士

医療法人　翠松会　岩城クリニッ
ク

徳島県阿南市学原町上水田１１－
１

雇用・労災・
健康・厚生

いずれかの免許・資格所持で可

1,500円 ～ 1,500円
訪問リハビリ経験あれば尚可

理学療法士、作業
療法士

医療法人　翠松会　岩城クリニッ
ク

徳島県阿南市学原町上水田１１－
１

雇用・労災

いずれかの免許・資格所持で可

150,000円 ～ 200,000円
又は8時00分～17時00分の
間の8時間程度 介護経験あれば尚可

介護・調理職員 株式会社　あなたにあえてよかっ
た

徳島県那賀郡那賀町仁宇字王子前
７８番地３

雇用・労災・
健康・厚生
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