
日商簿記２級 必須
(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 正社員

36070- 6721721 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

（従業員数：13人）

交替制あり
(1)6時00分～15時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給 正社員

36070- 6680121 就業場所　徳島県鳴門市
（従業員数：22人）

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 正社員 （従業員数：486人） (3)0時00分～8時30分

36070- 6684221 就業場所　徳島県鳴門市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：18歳～35歳 学歴：高校 必須 (2)16時55分～1時55分
月給 正社員 （従業員数：172人）

36070- 6709421 就業場所　徳島県鳴門市

交替制あり
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：18歳～40歳 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：172人）

36070- 6712021 就業場所　徳島県鳴門市

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：40歳以下 学歴：大学 必須

月給 正社員 （従業員数：172人）

36070- 6714821 就業場所　徳島県鳴門市

(1)8時00分～17時00分
年齢制限：40歳以下 学歴：大学 必須

月給 正社員 （従業員数：172人）

36070- 6715221 就業場所　徳島県鳴門市

(1)9時00分～17時00分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

時給 正社員 （従業員数：40人）

36070- 6720021 就業場所　徳島県鳴門市

(1)8時00分～13時00分
年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)7時30分～13時00分
時給 パート労働者 （従業員数：40人）

36070- 6726321 就業場所　徳島県鳴門市

(1)7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：40人）

36070- 6727621 就業場所　徳島県鳴門市

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

月給 正社員 （従業員数：14人）

36070- 6670621 就業場所　徳島県鳴門市 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 正社員 （従業員数：14人）

36070- 6673021 就業場所　徳島県鳴門市 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 正社員 （従業員数：12人）

36070- 6674721 就業場所　徳島県徳島市 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00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 正社員 （従業員数：22人）

36070- 6722821 就業場所　徳島県鳴門市 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00分

年齢制限：18歳～64歳 学歴： 不問 (2)10時10分～18時40分
月給 正社員 （従業員数：195人） (3)16時40分～8時50分

36070- 6725421 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)10時00分～22時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問

時給 正社員 （従業員数：18人）

36070- 6724521 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

歯科衛生士 必須
(1)8時45分～18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 正社員 （従業員数：23人）

36070- 6693521 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

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 必要な免許資格／経験

158,280円 ～ 186,700円 又は7時30分～8時30分
の間の8時間

技能職（工場内での製
造業務）【鳴門ＭＦ】

共和ライフテクノ　株式会社 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面８５

158,280円 ～ 230,000円 又は13時00分～8時00分
の間の8時間

設備保全職【鳴門Ｍ
Ｆ】

共和ライフテクノ　株式会社 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面８５

210,000円 ～ 270,000円

技術開発職【鳴門Ｍ
Ｆ】

共和ライフテクノ　株式会社 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面８５

210,000円 ～ 270,000円

経理事務職【鳴門Ｍ
Ｆ】

共和ライフテクノ　株式会社 徳島県鳴門市里浦町里浦字花面８５

151,200円 ～ 151,200円 経験者優遇

レジ【鳴門ＭＦ】 Ｍ＆Ｍマルナカマート　株式会社 徳島県鳴門市大津町矢倉字裏１０－２

220,000円 ～ 250,000円

会計業務・税理士補助
【鳴門ＭＦ】

税理士法人　Ｇｌｏｂａｌ　Ａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎ

徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜２７６－２
キューブ２１　３０１

180,000円 ～ 220,000円 プログラミングをはじめとしたＩＴ職務経験

アプリ開発エンジニ
ア【鳴門ＭＦ】

株式会社ＨＩＲＯＫＡ 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜６５１番地

216,200円 ～ 282,000円

サービス業（飲食
店）【鳴門ＭＦ】

株式会社　ｅｎ（カレーハウスＣｏＣｏ
壱番屋）

徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜１９４番地

160,000円 ～ 190,000円 病院の勤務経験があれば尚可

看護助手・看護アシス
タント【鳴門ＭＦ】

医療法人　敬愛会　南海病院 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂５

855円 ～ 1,000円 経験者優遇

調理員【鳴門ＭＦ】 Ｍ＆Ｍマルナカマート　株式会社 徳島県鳴門市大津町矢倉字裏１０－２

855円 ～ 1,000円 経験者優遇

調理補助員（鮮魚部）
【鳴門ＭＦ】

Ｍ＆Ｍマルナカマート　株式会社 徳島県鳴門市大津町矢倉字裏１０－２

151,600円 ～ 217,500円

ＣＡ業務職【鳴門Ｍ
Ｆ】

株式会社ホンダ北徳島　（ホンダカーズ
徳島中央）

徳島県鳴門市大津町大代字西ノ須１５の１

159,600円 ～ 177,000円

営業・販売職【鳴門
ＭＦ】

株式会社ホンダ北徳島　（ホンダカーズ
徳島中央）

徳島県鳴門市大津町大代字西ノ須１５の１

154,100円 ～ 228,600円 自動車関連職（二輪、四輪、部品、製造、ＳＳ等）経験者優遇

自動車整備職【鳴門
ＭＦ】

株式会社ホンダ北徳島　（ホンダカーズ
徳島中央）

徳島県鳴門市大津町大代字西ノ須１５の１

180,000円 ～ 300,000円 又は5時00分～19時00分
の間の8時間程度

パン製造社員【鳴門Ｍ
Ｆ】

ブエナピンタ株式会社 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島１２５

175,000円 ～ 230,000円

生産工【鳴門ＭＦ】 富田製薬　株式会社 徳島県鳴門市瀬戸町明神字丸山８５－１

225,000円 ～ 255,000円 訪問診療経験者優遇

歯科衛生士【鳴門Ｍ
Ｆ】

医療法人　和田歯科医院
（ママとこどものはいしゃさん　なる

徳島県鳴門市大麻町大谷字久原７５の１

令和４年度

鳴門市就職マッチングフェア 対象求人
◎ 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

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

日時：令和５年２月１３日１３：００～

場所：ボートレース鳴門・ウズホール

R4.12.26時点
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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 必要な免許資格／経験

令和４年度

鳴門市就職マッチングフェア 対象求人
◎ 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

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

日時：令和５年２月１３日１３：００～

場所：ボートレース鳴門・ウズホール

R4.12.26時点

(1)8時45分～18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 正社員 （従業員数：23人）

36070- 6694421 就業場所　徳島県鳴門市

交替制あり
(1)8時40分～18時10分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)8時40分～18時40分
月給 正社員 （従業員数：43人）

36070- 6691821 就業場所　徳島県鳴門市

交替制あり
(1)8時40分～18時10分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)8時40分～18時40分
月給 正社員 （従業員数：43人）

36070- 6692221 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：大学 必須 (2)9時00分～18時00分
月給 正社員 （従業員数：94人）

36070- 6685521 就業場所　徳島県鳴門市

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 正社員 （従業員数：94人） (3)9時00分～18時00分

36070- 6689921 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位） その他の福祉・介護関係資格 あれば尚可
(1)8時00分～16時45分 介護福祉士 あれば尚可

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)9時45分～18時30分 社会福祉士 あれば尚可
月給 正社員 （従業員数：60人） (3)15時30分～9時30分

36070- 6598421 就業場所　徳島県鳴門市 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：40歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：14人）

36070- 6649121 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） ステンレス鋼溶接技能者（基本級） 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 正社員 （従業員数：21人）

36070- 6625721 就業場所　徳島県鳴門市

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 正社員 （従業員数：21人）

36070- 6626821 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須

日給 正社員 （従業員数：26人）

36070- 6632021 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分

年齢制限：64歳以下 学歴：高校 必須

日給 正社員 （従業員数：26人）

36070- 6633721 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 あれば尚可
(1)8時30分～17時00分 ホームヘルパー２級 あれば尚可

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)16時30分～9時00分 ホームヘルパー１級 あれば尚可
月給 正社員 （従業員数：44人）

36070- 6597521 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

変形（1ヶ月単位） 看護師 必須
(1)8時30分～17時00分 准看護師 必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：40人）

36070- 6844221 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

雇用期間の定めなし
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士 必須
(1)8時30分～17時00分 ホームヘルパー２級 必須

年齢制限：60歳以上 学歴： 不問 (2)16時30分～9時00分 ホームヘルパー１級 必須
派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：44人）

36070- 6845521 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

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 正社員 （従業員数：211人） (3)17時00分～9時15分

36070- 6643221 就業場所　徳島県鳴門市

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 正社員 （従業員数：211人）

36070- 6623121 就業場所　徳島県鳴門市

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 正社員 （従業員数：211人） (3)17時00分～9時15分

36070- 6624021 就業場所　徳島県鳴門市

165,250円 ～ 186,900円

介護職員（鳴優荘）【６０歳
以上募集求人】【鳴門ＭＦ】

社会福祉法人　鳴寿会 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山１１８－
８４

TEL　000-0000-0000 いずれかの免許・資格所持で可

看護師・准看護師（鳴優
荘）【鳴門ＭＦ】

社会福祉法人　鳴寿会 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山１１８－
８４

TEL　000-0000-0000 いずれかの免許・資格所持で可

201,300円 ～ 217,700円

210,000円 ～ 310,000円 事務の経験

貿易事務【鳴門Ｍ
Ｆ】

丸久　株式会社 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端北７２

210,000円 ～ 310,000円

事務【鳴門ＭＦ】 丸久　株式会社 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端北７２

160,000円 ～ 185,600円

受付・事務【鳴門Ｍ
Ｆ】

医療法人　とみなが歯科医院 徳島県鳴門市瀬戸町明神字下本城１９７番地
の３

160,000円 ～ 180,000円

歯科助手【鳴門Ｍ
Ｆ】

医療法人　とみなが歯科医院 徳島県鳴門市瀬戸町明神字下本城１９７番地
の３

175,000円 ～ 190,000円

歯科助手・受付【鳴
門ＭＦ】

医療法人　和田歯科医院
（ママとこどものはいしゃさん　なる

徳島県鳴門市大麻町大谷字久原７５の１

245,000円 ～ 305,000円

薬剤師【鳴門ＭＦ】 医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地

215,000円 ～ 288,000円

看護師（病棟）【鳴
門ＭＦ】

医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地

160,320円 ～ 300,000円 溶接の経験

ＴＩＧ溶接工【鳴門
ＭＦ】

株式会社　海部製作所 徳島県鳴門市撫養町木津字川瀬１３６０番地
６

160,320円 ～ 300,000円
ＮＣフライス盤またはマシニングセンター等の資格または操作経験があれば尚可

ＮＣフライス盤工、マシニ
ングセンターオペレーター

株式会社　海部製作所 徳島県鳴門市撫養町木津字川瀬１３６０番地
６

161,640円 ～ 269,620円

空調工事部員及び工場
加工部員【鳴門ＭＦ】

南海熱学工業　株式会社 徳島県鳴門市大麻町東馬詰字寅開６１番地１

161,640円 ～ 269,620円

現場代理人【鳴門Ｍ
Ｆ】

南海熱学工業　株式会社 徳島県鳴門市大麻町東馬詰字寅開６１番地１

介護職【鳴門ＭＦ】 医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地

147,060円 ～ 202,060円

ペストコントロール技術者
（害虫防除衛生技術者）

鳴門ＭＦ

160,000円 ～ 200,000円

有限会社　ウズシオ環境 徳島県鳴門市里浦町里浦字坂田４３２－６９

166,250円 ～ 197,900円

介護職員（鳴優荘）
【鳴門ＭＦ】

社会福祉法人　鳴寿会 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字黒山１１８－
８４

198,400円 ～ 216,800円 社会福祉主事、社会・介護福祉士、サービス管理責任者等

生活支援員【鳴門Ｍ
Ｆ】

社会福祉法人　大麻福祉の町　草の実学
園

徳島県鳴門市大麻町板東字広塚４３
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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 必要な免許資格／経験

令和４年度

鳴門市就職マッチングフェア 対象求人
◎ 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

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

日時：令和５年２月１３日１３：００～

場所：ボートレース鳴門・ウズホール

R4.12.26時点

変形（1ヶ月単位） 調理師 必須
(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 正社員 （従業員数：211人）

36070- 6629421 就業場所　徳島県鳴門市

作業療法士 必須
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：211人）

36070- 6630921 就業場所　徳島県鳴門市

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： 不問 (2)9時30分～18時30分
月給 正社員 （従業員数：211人） (3)17時00分～9時15分

36070- 6631121 就業場所　徳島県鳴門市

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：6人）

36070- 6638321 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

交替制あり
(1)8時30分～17時30分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)9時00分～18時00分
月給 正社員 （従業員数：211人） (3)9時15分～18時15分

36070- 6640021 就業場所　徳島県鳴門市

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 正社員 （従業員数：56人）

36070- 6690721 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位） 一級建築士 あれば尚可
(1)8時30分～17時00分 二級建築士 必須

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：56人）

36070- 6622921 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

２級建築施工管理技士 あれば尚可
(1)8時00分～17時00分 二級建築士 あれば尚可

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：24人）

36070- 6641721 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　あれば尚可

２級土木施工管理技士 必須
(1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士 あれば尚可

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：24人）

36070- 6642821 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

２級建築施工管理技士 あれば尚可
(1)8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士 あれば尚可

年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：19人）

36070- 6644521 就業場所　徳島県徳島市 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： 不問

月給 正社員 （従業員数：24人）

36070- 6645421 就業場所　徳島県鳴門市 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： 不問

月給 正社員 （従業員数：24人）

36070- 6646321 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時30分～18時30分
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：44人）

36070- 6651221 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時30分～18時30分
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：44人）

36070- 6652521 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：185人）

36070- 6653421 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：185人）

36070- 6655621 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)13時00分～22時00分
月給 正社員 （従業員数：185人） (3)15時00分～0時00分

36070- 6656921 就業場所　徳島県鳴門市

189,000円 ～ 300,500円

建設技術者（現場監
督）【鳴門ＭＦ】

井上建設　株式会社 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前組１６－１２

300,500円 ～ 500,000円 建築にかかわる設計業務

建設技術者（設計）
【鳴門ＭＦ】

井上建設　株式会社 徳島県鳴門市撫養町小桑島字前組１６－１２

168,000円 ～ 213,000円 （経験者優遇）

調理師【鳴門ＭＦ】 医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地

229,000円 ～ 280,000円

作業療法士【鳴門Ｍ
Ｆ】

医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地

185,000円 ～ 258,000円

准看護師（病棟）
【鳴門ＭＦ】

医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地

～ 210,000円

介護支援専門員【鳴
門ＭＦ】

医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地

204,000円 ～ 290,000円 現場監督業務

株式会社　亀井組 徳島県鳴門市撫養町字立岩字七枚１１４土木現場監督／資格取得支
援あり／転勤なし【鳴門Ｍ
Ｆ】

203,000円 ～ 270,000円 現場監督業務

株式会社　亀井組 徳島県鳴門市撫養町字立岩字七枚１１４

現場監督業務

株式会社　亀井組 徳島県鳴門市撫養町字立岩字七枚１１４建築現場監督／資格取得支
援あり／転勤なし【鳴門Ｍ
Ｆ】

リフォーム現場監督／資格
取得支援あり／転勤なし
【鳴門ＭＦ】

147,060円 ～ 180,000円 経験者優遇

医療事務【鳴門Ｍ
Ｆ】

医療法人　緑会　小川病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地

170,000円

201,000円 ～ 270,000円 水道給排水工事、型枠大工

建設作業員【鳴門Ｍ
Ｆ】

株式会社　亀井組 徳島県鳴門市撫養町字立岩字七枚１１４

201,000円 ～ 270,000円 水道給排水工事の経験

給排水配管工【鳴門
ＭＦ】

株式会社　亀井組 徳島県鳴門市撫養町字立岩字七枚１１４

203,000円 ～ 270,000円

160,000円 ～ 220,000円

自動車整備士【鳴門Ｍ
Ｆ】

株式会社　徳島イエローハット 徳島県鳴門市大津町備前島字横丁ノ越２８４
－１

160,000円 ～ 220,000円

店内販売員【鳴門Ｍ
Ｆ】

株式会社　徳島イエローハット 徳島県鳴門市大津町備前島字横丁ノ越２８４
－１

196,304円 ～ 266,412円 又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度 経験者

調理師（洋食・和食）
【鳴門ＭＦ】

株式会社エイチオーエス　アオアヲ　ナ
ルト　リゾート

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛１６－４
５

156,000円 ～ 196,000円 又は5時30分～0時00分
の間の8時間程度

レストラン・宴会サー
ビス【鳴門ＭＦ】

株式会社エイチオーエス　アオアヲ　ナ
ルト　リゾート

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛１６－４
５

266,600円 ～ 290,000円 ホテル宿泊部門でのマネージメント経験者

宿泊フロントマネージャー
候補【鳴門ＭＦ】

株式会社エイチオーエス　アオアヲ　ナ
ルト　リゾート

徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛１６－４
５

3 / 6 ページ



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 必要な免許資格／経験

令和４年度

鳴門市就職マッチングフェア 対象求人
◎ 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

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

日時：令和５年２月１３日１３：００～

場所：ボートレース鳴門・ウズホール

R4.12.26時点

変形（1ヶ月単位）
(1)9時45分～18時15分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)12時00分～20時30分
月給 正社員 （従業員数：4人）

36010-20416521 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位）

年齢制限：45歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：22人）

36010-20417421 就業場所　徳島県鳴門市

交替制あり
(1)11時00分～14時00分

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)17時00分～21時00分
時給 パート労働者 （従業員数：15人）

36010-20418321 就業場所　徳島県鳴門市

交替制あり

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：22人）

36010-20410921 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時30分～15時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)17時00分～1時30分
月給 正社員 （従業員数：22人）

36010-20411121 就業場所　徳島県鳴門市

交替制あり

年齢制限：59歳以下 学歴： 不問

時給 パート労働者 （従業員数：4人）

36010-20412021 就業場所　徳島県鳴門市

(1)10時00分～14時00分
年齢制限：59歳以下 学歴： 不問 (2)18時00分～22時00分
時給 パート労働者 （従業員数：14人）

36010-20413721 就業場所　徳島県鳴門市

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：45歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：3人）

36010-20351221 就業場所　徳島県徳島市 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：3人）

36010-20352521 就業場所　徳島県徳島市 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：45歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：3人）

36010-20353421 就業場所　徳島県徳島市 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：45歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：3人）

36010-20354321 就業場所　徳島県徳島市 普通自動車運転免許　　必須

(1)9時00分～18時00分
年齢制限：64歳以下 学歴： 不問

月給 正社員 （従業員数：3人）

36010-20355621 就業場所　徳島県徳島市 普通自動車運転免許　　必須

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 正社員 （従業員数：8,291人） (3)0時45分～8時15分

36050- 3031021 就業場所　徳島県阿南市

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 正社員以外 （従業員数：8,291人） (3)0時45分～8時15分

36050- 3032721 就業場所　徳島県阿南市

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 正社員以外 （従業員数：3,686人） (3)23時45分～7時15分

36050- 3033821 就業場所　徳島県阿南市

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： 不問 (2)7時00分～16時00分
月給 正社員 （従業員数：365人） (3)13時00分～22時00分

36070- 6701621 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴： 不問 (2)11時00分～20時00分
月給 正社員 （従業員数：365人） (3)23時00分～8時00分

36070- 6706821 就業場所　徳島県鳴門市

194,500円 ～ 237,600円 又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度

レストランサービス（正社
員）【鳴門ＭＦ】

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３

194,500円 ～ 237,600円 又は8時00分～23時00分
の間の8時間程度 ホテルフロント勤務経験

ホテルフロント（正社
員）【鳴門ＭＦ】

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３

和食レストランのホールス
タッフ（蕎麦と活魚の店な
るみ丸）

170,000円 ～ 180,000円

ノヴィルホールディングス　株式会社 徳島県徳島市沖浜東３－１５お土産物の販売／海山恵家
なるみ丸（みやげや）【鳴
門ＭＦ】

198,900円 ～ 198,900円 又は10時00分～21時00
分の間の8時間程度

ノヴィルホールディングス　株式会社 徳島県徳島市沖浜東３－１５

鳴門天然温泉あらたえの湯
フロント・ホールスタッフ

860円 ～ 910円

ノヴィルホールディングス　株式会社 徳島県徳島市沖浜東３－１５和食レストランスタッフ
（蕎麦と活魚の店なるみ
丸）
鳴門ＭＦ

860円 ～ 860円 又は8時00分～1時30分
の間の4時間以上

ノヴィルホールディングス　株式会社 徳島県徳島市沖浜東３－１５

お土産物店での販売／海山
恵家なるみ丸（みやげや）
鳴門ＭＦ

170,000円 ～ 300,000円

鳴門天然温泉あらたえの湯
ホール・フロントスタッフ

ノヴィルホールディングス　株式会社 徳島県徳島市沖浜東３－１５

860円 ～ 860円 又は9時30分～20時30分
の間の4時間以上

ノヴィルホールディングス　株式会社 徳島県徳島市沖浜東３－１５

営業スタッフ（クリエイ
ティブプランナー・ディレ
クター）

900円 ～ 950円

ノヴィルホールディングス　株式会社 徳島県徳島市沖浜東３－１５大阪王将鳴門店のホール・
キッチンスタッフ
【鳴門ＭＦ】

170,000円 ～ 200,000円

株式会社ツクレボ 徳島県徳島市寺島本町西１丁目５番地アミコ
東館９階　徳島イノベーションベース内

200,000円 ～ 250,000円 ※実務経験３年以上の方

Ｗｅｂデザイナー
【鳴門ＭＦ】

株式会社ツクレボ 徳島県徳島市寺島本町西１丁目５番地アミコ
東館９階　徳島イノベーションベース内

170,000円 ～ 220,000円

地域事業プロデュー
サー　【鳴門ＭＦ】

株式会社ツクレボ 徳島県徳島市寺島本町西１丁目５番地アミコ
東館９階　徳島イノベーションベース内

150,000円 ～ 190,000円

総合職（経理、人事、
総務）【鳴門ＭＦ】

株式会社ツクレボ 徳島県徳島市寺島本町西１丁目５番地アミコ
東館９階　徳島イノベーションベース内

200,000円 ～ 250,000円 経験者のみ

グラフィックデザイ
ナー　【鳴門ＭＦ】

株式会社ツクレボ 徳島県徳島市寺島本町西１丁目５番地アミコ
東館９階　徳島イノベーションベース内

製造工（ＬＥＤ・ＬＤ）
【期間社員採用】【鳴門Ｍ
Ｆ】

167,000円 ～ 232,600円 ３年以上の製造業務（交替勤務）経験者

製造工【正社員採用】
【鳴門ＭＦ】

日亜化学工業　株式会社 徳島県阿南市上中町岡４９１番地

240,000円 ～ 240,000円

日亜化学工業　株式会社 徳島県阿南市上中町岡４９１番地

256,000円 ～ 256,000円

製造工（電池材料）【期間
社員採用】【鳴門ＭＦ】

日亜化学工業　株式会社 徳島県阿南市上中町岡４９１番地
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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 必要な免許資格／経験

令和４年度

鳴門市就職マッチングフェア 対象求人
◎ 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

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

日時：令和５年２月１３日１３：００～

場所：ボートレース鳴門・ウズホール

R4.12.26時点

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)13時00分～22時00分
月給 正社員 （従業員数：365人）

36070- 6707221 就業場所　徳島県鳴門市

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： 不問 (2)13時00分～22時00分
月給 正社員 （従業員数：365人）

36070- 6708521 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)15時00分～22時00分
時給 パート労働者 （従業員数：365人）

36070- 6710921 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～15時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)13時00分～22時00分
時給 パート労働者 （従業員数：365人）

36070- 6711121 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)6時00分～12時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)17時00分～0時30分
時給 パート労働者 （従業員数：365人）

36070- 6713721 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～17時00分

年齢制限：不問 学歴： 不問 (2)13時00分～22時00分
時給 パート労働者 （従業員数：365人）

36070- 6716521 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～15時30分

年齢制限：18歳以上 学歴： 不問 (2)17時30分～23時30分
時給 パート労働者 （従業員数：365人）

36070- 6717421 就業場所　徳島県鳴門市

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～64歳 学歴： 不問 (2)16時30分～9時30分
月給 正社員 （従業員数：43人）

36070- 6619521 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士 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 正社員 （従業員数：43人）

36070- 6620321 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1ヶ月単位）
(1)7時30分～16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 正社員 （従業員数：43人） (3)10時00分～19時00分

36070- 6621621 就業場所　徳島県鳴門市 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 正社員 （従業員数：43人）

36070- 6599321 就業場所　徳島県鳴門市

変形（1年単位） １級土木施工管理技士 必須
(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：高校 必須 １級建築施工管理技士 必須
月給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 6699021 就業場所　徳島県鳴門市 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

日給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 6681021 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

変形（1年単位）
(1)8時30分～17時15分

年齢制限：40歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 6682721 就業場所　徳島県鳴門市 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：45歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 6683821 就業場所　徳島県鳴門市 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：45歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：28人）

36070- 6686421 就業場所　徳島県鳴門市 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00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須 (2)10時00分～18時00分
月給 正社員 （従業員数：186人） (3)10時00分～22時00分

36070- 6634821 就業場所　徳島県鳴門市

216,000円 ～ 353,000円 実務経験

土木・建築技術者【鳴
門ＭＦ】

株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１

いずれかの免許・資格所持で可

161,700円 ～ 300,300円

建設作業員【鳴門Ｍ
Ｆ】

株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１

140,000円 ～ 170,000円

194,500円 ～ 237,600円 又は7時00分～22時00分
の間の8時間程度

ホテルベル（正社員）
【鳴門ＭＦ】

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３

224,500円 ～ 267,600円 又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度 調理業務経験者優遇します。

調理（正社員）【鳴門
ＭＦ】

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３

1,000円 ～ 1,200円

レストランサービス（常用
パート）【鳴門ＭＦ】

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３

1,300円 ～ 1,500円 又は6時00分～22時00分
の間の8時間程度 経験不問（調理業務経験者優遇）

調理補助（常用パー
ト）【鳴門ＭＦ】

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３

1,000円 ～ 1,000円

スパ受付・清掃（常用
パート）【鳴門ＭＦ】

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３

1,000円 ～ 1,200円 又は7時00分～22時00分
の間の8時間程度

ホテルベル（常用パー
ト）【鳴門ＭＦ】

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３

950円 ～ 1,050円

ホテル食器洗浄（常用
パート）【鳴門ＭＦ】

グランドエクシブ鳴門（リゾートトラス
ト　株式会社）

徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７－３

一般事務【鳴門ＭＦ】 株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１

180,000円 ～ 275,000円

営業【鳴門ＭＦ】 株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１

165,000円 ～ 205,000円

土木・建築技術者（見
習い可）【鳴門ＭＦ】

株式会社　福井組 徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１

210,000円 ～ 225,200円 看護師経験５年程度あれば尚良い（未経験も可）

看護師【鳴門ＭＦ】 医療法人　うずしお会　岩朝病院 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地２８０

213,320円 ～ 244,840円 言語聴覚士　経験５年以上

言語聴覚士【鳴門Ｍ
Ｆ】

医療法人　うずしお会　岩朝病院 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地２８０

155,000円 ～ 183,400円 通所系サービス経験者優遇

看護助手【鳴門ＭＦ】 医療法人　うずしお会　岩朝病院 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地２８０

151,000円 ～ 192,000円

医薬品原料製造【鳴門
ＭＦ】

鳴門塩業　株式会社 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島５３番地

150,000円 ～ 178,400円 医療事務経験

医療事務【鳴門ＭＦ】 医療法人　うずしお会　岩朝病院 徳島県鳴門市撫養町立岩字元地２８０
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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 必要な免許資格／経験

令和４年度

鳴門市就職マッチングフェア 対象求人
◎ 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。

ハローワーク鳴門

（鳴門公共職業安定所）
℡ ０８８－６８５－２２７０

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

日時：令和５年２月１３日１３：００～

場所：ボートレース鳴門・ウズホール

R4.12.26時点

変形（1ヶ月単位）
(1)8時00分～16時00分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：186人）

36070- 6635221 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

(1)8時20分～17時20分
年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

月給 正社員 （従業員数：186人）

36070- 6636521 就業場所　徳島県鳴門市 普通自動車運転免許　　必須

変形（1ヶ月単位） 第二種電気工事士 あれば尚可
(1)8時00分～16時00分 ２級ボイラー技士 あれば尚可

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)16時00分～0時00分
月給 正社員 （従業員数：186人） (3)0時00分～8時00分

36070- 6637421 就業場所　徳島県鳴門市

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～16時00分

年齢制限：18歳～59歳 学歴：高校 必須 (2)16時00分～0時00分
月給 正社員 （従業員数：186人） (3)0時00分～8時00分

36070- 6696621 就業場所　徳島県鳴門市

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～16時45分

年齢制限：59歳以下 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員 （従業員数：188人）

36070- 6764221 就業場所　徳島県鳴門市
雇用期間の定めなし

(1)8時00分～17時05分
年齢制限：不問 学歴：高校 必須

派遣・請負ではない 月給 正社員以外 （従業員数：80人）

36070- 6743621 就業場所　徳島県鳴門市 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）
170,000円 ～ 250,000円 機械設備の製作・修繕の経験

生産設備保全管理【鳴
門ＭＦ】

株式会社ワイ・ジー・ケー　鳴門工場 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島６０－１

151,000円 ～ 192,000円

ポリ袋のチューブ製造
【鳴門ＭＦ】

鳴門塩業　株式会社 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島５３番地

151,000円 ～ 192,000円

電気設備等の保全業務
【鳴門ＭＦ】

鳴門塩業　株式会社 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島５３番地

151,000円 ～ 192,000円

営業職【鳴門ＭＦ】 鳴門塩業　株式会社 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島５３番地

151,000円 ～ 192,000円

発電用ボイラータービンの
保守管理【鳴門ＭＦ】

鳴門塩業　株式会社 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島５３番地

151,000円 ～ 192,000円

紙袋の製造【鳴門Ｍ
Ｆ】

鳴門塩業　株式会社 徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島５３番地

TEL　000-0000-0000
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