
ほそかわ歯科クリニック癒
す

ホームページ
http://hosokawa-dental-clinic.jp/

患者様の健康増進と生きがいに
　　　貢献できる歯科医院を目指し

求人情報
◆代表者名／細川 恵一  ◆従業員数／12人

◆創業／2012年10月

◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字若宮南139-2

◆TEL／0883-53-8211 FAX／0883-53-8202

◆業務内容／歯科医療 

　　　　　　（パート勤務可：ご相談下さい）

◆就業時間／9：00～13：00 15：00～18：00

◆休日／日・祝日

◆給与／ご相談下さい。

◆昇給・賞与など／昇給：年1回 賞与：年2回予定

◆福利厚生／厚生年金、雇用保険、

　　　　　　歯科医師国保（勤務時間週30時

　　　　　　間以内であればパート勤務の方

　　　　　　も加入可能）

　待合室はゆったりリラックスできる空間

で、心地いい音楽。そして、DVDからは「歯

と身体の健康」に関する情報が流れている。

　ほそかわ歯科クリニックの治療方針で

一番大事にしていることは、治療説明。

　現状や原因を分かりやすく説明し、治療

方法を患者様と相談しながら進めていく。

　一般歯科診療から口腔外科（内科）治

療、矯正、訪問歯科、ホワイトニングなど…

幅広い年齢層に支持が大きいのは、地元

美馬市から大学のために県外へ出た細川

院長が「支えてくれた地元にお役に立てる

ようになりたい！」という意志のもと地元

で開院した。優しく丁寧な対応であるのも

要因である。あらゆるニーズに応えたり、

予防歯科を推進したり、健康増進のための

情報発信に力を入れている。

　すべては、患者様に生涯自分の歯で食事

を楽しんでもらいたいとの願いからである。

受付は、患者様がいつでも相談できるよう、歯ブ
ラシや歯磨剤の事についても共有。

健康ライフをサポート

林 佐帆 さん （左） 歯科受付（1年目）

池森 瑞稀 さん （右） 歯科衛生士（1年目）

患者様の健康維持にスタッフ一同常に意識し、
努力を怠らない。

診療台ごとにパテーションを設置。換気、検温や
アルコール消毒も行い、感染対策もしっかり行っ
ている。

教えて先輩！

＃歯科医師 ＃歯科衛生士 ＃受付 ＃助手
どのような職種がありますか？

　入社当初はいろいろ分からないこともあ

りましたが、スタッフの皆さんが優しく教え

てくださり助かりました。当スタッフの年齢

層も幅広く、社会人として成長できる良い環

境です。たくさんの患者様に歯の健康維持の

大切さを治療を通じて伝えていきたいです。

今後も社会貢献、今日も患者様一人一人のた

めに頑張ります！

成長を重ねて
患者様のお役に立ちたい

暮
ら
し

株式会社
オオサカLIXILリフォームショップライファ脇町

求人情報

(株)オオサカ LIXIL事業部

◆代表者名／逢坂 伸司

◆従業員数／5名　

◆資本金／1,000万円

◆創業／2001年11月

◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字建神社下南182-1

◆TEL／0883-55-0596  FAX／0883-55-0597

◆業務内容／住宅リフォーム一般

◆就業時間／8：30～19：00

◆休日／日曜日

◆給与／会社規定による

◆昇給・賞与など／会社規定による

ホームページ
http://lifa-wa.com/

　私が入社して早10年が経ち、建築に携わって20年になりまし

た。リフォームと言いましてもトイレ等の水廻り工事や屋根、外壁

工事又はエクステリア工事など多岐に渡り、新築工事とは異なっ

た難しさがあると感じております。一人のお客様に対して営業、現

場管理、アフターメンテナンスまで一人で行う事で、コミュニケー

ションを図り、リフォームに伴う負担を少しでも和らげる努力を

しております。そうする事で「また次の工事もライファ脇町にお願

いしよう」と言われる様に精一杯頑張ろうと思います。

お客様が安心できる提案を伝える

営業職（10年目）

　キッチンやお風呂などのディスプレイ

が併設されている明るい店内では、営業中

もアットホームな空気が流れる。

　その理由は顧客との距離の近さにある

のかも知れない。営業から施工、アフターメ

ンテナンスまでを同じ担当者が受け持つと

いう密なコニュニケーションのスタイルで、

顧客の不安を軽減するよう努めている。

　その結果、来店する5人に２人は知人の

紹介という紹介率の高さが実現しており、

今まで請け負ってきたリフォームの満足度

の高さがうかがえる。

　「リフォームの仕事は、言わばお客様の

住まいの夢を叶えるお手伝いです。

　お家が今までより快適になったり安全

になったり心地よくなったりと、お客様の

暮らしのクオリティを格段に上げることが

できます。」と語る店長からの言葉からは、

お客様への思いやりが溢れている。

素敵な生活をイメージさせる店内のアイランド
キッチンのディスプレイ。

お客様の理想を現実へ...

＃リフォームアドバイザー ＃ショップアシスタント
＃空間デザイナー ＃リフォームエンジニア

どのような職種がありますか？

吉本 雅也 さん

中四国リフォームコンテストで入賞。 リフォームでおしゃれに生まれ変わったお客様
のお庭。

教えて先輩！

リフォームで
お客様の夢をかなえるお手伝い

みまっこ子育て応援企業認定
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暮
ら
し大林熱学工業 株式会社 暮

ら
しベスト・カー・ライフ

代表取締役社長

　大林熱学工業株式会社は、主に企業・

小売店を顧客とし、野菜などの食品の温

度管理をするための冷凍・空調機器を手

がけている。

　約50年前の創業当初は冷凍設備専門

だったが、時代を経るにつれ空調・換気、

一般住宅の床暖房などの分野にも進出し

ていった。仕事は既製品の設備を販売す

るだけでなく、冷房・冷凍能力を効率良く

発揮するための貯蔵プレハブの設計・施

工も手がけるため、依頼主のニーズに応

じた環境を一から作り上げることができ

るのが大きな強みだ。

　徳島県西部では同様の事業を行なっ

ている企業がないことから、県西部の食

品貯蔵にとって欠かすことのできない

存在となっている。環境への配慮から節

電へも積極的に取り組むなど、広い視野

を持って最善の方法を提案している。

現場で状況を確認し、適正な修理を判断し作業
を進める。

県西部唯一無二の食品貯蔵

大林 圭一 さん

冷凍・空調機器の性能は、食品の鮮度に直結する。
常に細心の注意を払いながら取り組む。

設置からメンテナンスまで、冷凍・空調に関する
業務を一貫して手がける。

教えて先輩！

求人情報
◆代表者名／大林 圭一 ◆従業員数／3名

◆資本金／1,000万円 ◆創業／昭和49年

◆所在地／美馬市穴吹町穴吹字井口122-1

◆TEL／0883-52-1259

　FAX／0883-52-0715

◆業務内容／企業・小売店・官公庁の冷凍・

　空調設備工事・メンテナンス・修理・更新 など

◆就業時間／8：00～17：00

◆休日／日祝祭（一部変則）、夏季休暇、

　　　　年末年始、GW休暇 など

◆給与／要相談、残業手当、

　　　　皆勤手当、家族手当

◆昇給・賞与など／昇給年1回（※査定による）

　　　　　　　　 賞与年2回

◆福利厚生／社会保険、技術研修、

　各資格取得支援（会社負担）、制服支給

望まれる冷凍・空調設備を
ベストな方法で提案

親身になったヒアリングからベスト・カー・ライ
フは始まる。ホスピタリティと提案力にも定評が
ある。

「ウチは塗装がウリです」とは、店長の澤田さん。
的確に希望カラーを実現してくれる。

現在制作中のアウトドア仕様のデモ車。クラシッ
クなカラーがイカしてる！

求人情報
◆代表者名／澤田 篤也

◆従業員数／10名 ◆資本金／300万円

◆創業／2003年（平成15年）

◆所在地／美馬市脇町大字脇町字中須697

◆TEL／0883-53-2888 FAX／0883-53-2889

◆業務内容／車販売（新車・中古車）、車検、

　　　　　　鈑金（塗装）、修理、ガラスコート

◆就業時間／9：30～19：00

◆休日／毎週水曜日

◆給与／151,800円～242,000円

◆賞与など／年2回

◆福利厚生／社会保険

◆その他／アルバイト募集：時給900円～

　　　　　業務内容（洗車、清掃）

ホームページ
http://www.
bestcarlife.net/

受付（1年目）

澤田 さやか さん

教えて先輩！

　「ベスト・カー・ライフ」の冠に恥じぬ、

快適な車生活を実現するための盤石体

制で地域に貢献し続けている。平成15

年の創業。洗車・車検・修理・新・中古車販

売、一般整備だけにとどまらず、板金や

塗装の技術は向上し続け、現在では同社

の大きな強みへと成長。

　最近では得意分野と豊富な自然環境

を活かすため、アウトドア専門の分野へ

の進出を画策中。塗装技術を活かした、

クラシックでありながら流行の空気も

纏ったアウトドア仕様車を製作してお

り、完成車は本社である『有限会社サワ

ダ』でのレンタカーを予定。野外遊びを

始めたい人々の第一歩として活躍して

くれる予定だ。

　生活に必要な車から趣味も視野に入

れた新たなベスト・カー・ライフへと、活

動の幅を広げ続けている。

快適な車生活をお客様へ

生活から趣味へ、
新たなベストカーライフを提案

＃自動車整備士 ＃鈑金塗装 ＃営業 ＃カーライフアドバイザー
どのような職種がありますか？

＃冷凍・空調設備の設計・施工・管理 ＃メンテナンス技術者
どのような職種がありますか？

　祖父が作った会社を、2018年から受け継ぎました。会社

の代表であっても現場では他の皆さんが先輩なので、まだ

まだ学ぶことはたくさんあります。とはいえ、今までのや

り方ばかりに固執していては、これからの時代に会社が生

き残っていくのは難しいと思うので、昔からの知恵など良

い部分はしっかりと継承しながら、新しい技術やアイデア

にもアンテナを張り、取り入れるべきものは取り入れて、

若い社員も育てていける会社を作り上げていきます。

若い社員の為のマニュアルも作りたい

　岡山県から結婚を機に引っ越してきました。勤務を始

めてまだ2、3ヶ月のため、不慣れな事ばかりですが、徳

島の人の優しさに助けられながら、そして感動しながら

過ごす毎日です。計画中のアウトドア部門では女性なら

ではの視点で提案やプロデュースができればと思って

いるのでご期待を!オシャレで楽しいアウトドアカーラ

イフを演出します!最近では、キッズルームも併設しまし

た。お子様と一緒でも安心してお越しください。

紅一点。女性ならではの提案を！
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支
え
る株式会社 阿波銀行(脇町支店）

スタッフ（3年目）

　日々のメンテナンスや車検、修理、新・中

古車の販売に加えバイクの修理販売。損害

保険の代理業までを行う町の車屋さん。

　自動車に詳しくない人やメカ類が苦手

な人にもわかりやすく伝えることを常に

心がけ、お客様の要望に答えながらもアド

バイスはしっかりと適切に。

　安全で快適な運転のために全力を尽く

し続けている。

　目指すのは地元の人たちが気軽に立ち

寄って相談できるような、愛される場所

だ。創業は昭和51年。地元で信頼を築き上

げた前代表の後を引き継いだのは、徳島

市内の大手ディーラーで9年、営業で5年

という盤石の実績を積んだ息子の秋山学

さん。地元に貢献できる喜びをやりがい

に、快適なカーライフを提案。「やまびこ」

のような快活なレスポンスが魅力だ。

事務所には顔なじみのお客さんが、談笑しに来
ることもしばしば。

愛される場所がモットー

＃自動車整備士 ＃自動車販売
＃自動車保険 ＃自動車修理

どのような職種がありますか？

佐々木 幸治 さん

やまびこ自動車暮
ら
し

真剣な眼差し。メンテナンス中の様子。 新しい型からクラシックな一台まで、やって来る
車はさまざま

教えて先輩！

求人情報
◆代表者名／秋山 学 ◆従業員数／5名

◆資本金／500万円 ◆創業／昭和51年

◆所在地／美馬市脇町字曽江名396

◆TEL／0883-52-1221

　FAX／0883-53-7039

◆業務内容／自動車修理、販売、

　　　　　　整備、自動車保険

◆就業時間／9：00～18：00

◆休日／日・祝日

◆給与／当社規定による

◆昇給・賞与など／当社規定による

◆福利厚生／当社規定による

フェイスブック
https://www.facebook.com/yamabiko1221/

親子二代で作り上げた信頼と実績

融資担当（1年目）

タブレットを用いて、顧客のニーズに合わせた適
切で迅速な提案を。

＃窓口業務 ＃渉外業務
＃融資事務業務 ＃本部勤務 他

どのような職種がありますか？

佐藤 吉倫 さん

1年目行員が先輩に気軽に相談しやすいアット
ホームな環境。

穴吹川の清掃活動を始め、芝桜祭りなどの行事
でも地元に貢献する。

　美馬市は私の故郷です。支店内には、ラグビー部時代の先

輩も在籍していますし、お客さまの中には見知った方々が多

いので、緊張感はありながらもリラックスして仕事に臨めて

います。現在はローン審査の受付や先輩の営業の事務処理な

ど、融資関連の業務を覚えている最中。今はあまりお客さま

と接する機会はありませんが、ゆくゆくは地元の企業や人々

に明るさを与えられるような行員になりたい…人と関わる

ことが好きなので、その性格を活かして必ずなります!

先輩と地元のお客さまに支えられ
明るさを与えられるような行員に

教えて先輩！

求人情報
◆代表者名／長岡 奨
◆従業員数／1,331名（2020年3月31日現在）
◆資本金／234億円
◆創業／明治29（1896）年6月21日
◆所在地
　本店：徳島市西船場町二丁目24番地の1
　脇町支店：美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南121-1
◆TEL／088-623-3131（代表電話）
◆業務内容／銀行業務全般
◆職種／総合職、エリア総合職 
◆就業時間／8：30～17：30
◆休日／完全週休2日制（土日）、
　祝日、年末年始、夏季休暇 など
◆給与／①大卒：205,000円 ②短大卒：165,000円
　　　　育成支援手当、社宅手当、赴任手当 など
　　　　（2020年10月31日現在）
◆賞与／年２回
◆福利厚生／社会保険完備、契約スポーツ施設 など

詳細は当行ホームページをご確認ください。

ホームページ
https://www.awabank.co.jp/

お客さま感動満足を
めざして！

　職場内でもお客様とも常に明るく楽しい雰囲気です。

今こうして大好きな車に関わる仕事ができ、修理などで

納車の際には「ありがとう」と言ってもらえ、とてもやり

がいを感じている毎日です。うちの会社はお客様の信頼

が厚く、親切丁寧をいつも心がけています。これからも

自分を頼って来てくれる存在になれるよう、笑顔・安心・

満足をこれからも提供し、同時に自分自身も成長してい

きたいです。

やりがいを感じる日々

　創業は明治29年。今年で124年目を迎

えた今でも行是である“堅実経営”を礎に

日々進化を遂げる『株式会社阿波銀行』。

　時代の流れや世代が変わりゆく中でも、

お客さまと強固な信頼関係を続けていく伝

統的営業方針“永代取引”を引き続き実践。

　藍商人の精神と伝統を受け継ぐこの方

針は徳島県の発展に貢献し続けている。

　脇町支店の職員たちにもこの魂はもち

ろん引き継がれており、移住創業を始めと

するさまざまな事業支援にも尽力。加えて、

銀行業務以外では清流・穴吹川の清掃など、

地域貢献活動にも積極的に参加している。

　明治32年9月に開設した脇町支店は5

番目に歴史がある支店で、トレードマーク

は「うだつの町並み」の中にある古民家を

イメージした外観。

受け継ぐのは
　　　 藍商人の経営哲学
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