
• 主催：静岡県 ／ 運営：しずキャリ（株式会社就職情報センター）

企業研究セミナーオンラインLIVE

午後の部 14：00～17：10
参加企業

※MusMusより
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企業名 アオキトランス株式会社

本社所在地 静岡市清⽔区⼊船町１４番１２号

事業内容 海運貨物取扱業、海運代理店業、通関業、倉庫業、国際複合輸送業他

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ● ●
募集予定
職種 総合職

⾃社PR

当社は1914年の創⽴以来、『顧客の信頼にこたえる創造性豊かな企業でありたい』とい
う企業理念のもと、“お客様に満⾜いただける物流サービスとは何か”を絶えず追求し、清
⽔港を中⼼に「海・陸・空」の物流⼿段を駆使した総合物流サービスを提供しています。
決して⼤きな会社ではありませんが、チームワークの良さと仕事をする環境はどの会社にも
負けない⾃信があります。皆さんとお話しできることを楽しみにしていますので、是⾮当社
ルームへお越し下さい。お待ちしております︕︕

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム1＞
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1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム2＞ 企業名 アサヒハウス⼯業株式会社

本社所在地 静岡県浜松市中区鍛冶町1-2 かじ町プラザ５階 (浜松駅から徒歩5分)

事業内容 総合デベロッパー事業・総合建設事業・都市開発・不動産仲介・介護福
祉・太陽光発電

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ー ー
募集予定
職種 建築施⼯管理職・設計職・営業職・事務職

⾃社PR

●⾃分の得意や好きを仕事に。⾃分の個性や特技を武器に。⾃分らしく働く●
↑想像すると、ちょっとワクワクしませんか︖なぜ当社が⾃分の好きを仕事に⾃分らしく働く
ことができるのか…その理由を説明会でお答えします︕︕︕

＜企業PR＞⼈々が都市に集まり帰ってくるような、魅⼒有る仕掛けを施す『地域の仕掛
け⼈』として地域の活性化に⼒を⼊れている企業です。静岡県唯⼀の総合デベロッパー企
業として「浜松の街」をつくり、「⼈の流れ」をつくることが私たちの使命です︕
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企業名 株式会社イー・ケア

本社所在地 静岡県沼津市⾼島本町16-16 ⾼島本町ビル2階

事業内容
介護保険事業・⽼⼈福祉施設の運営(有料⽼⼈ホーム・グループホーム・デ
イサービス・居宅介護⽀援事業所・訪問介護事業所・福祉⽤具貸与販売
事業所)

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ●
募集予定
職種 介護職・事務職

⾃社PR

《PRポイント例》
・4つ星くるみん認定企業。育児⽀援制度が充実しています。
・資格取得⽀援制度で、無資格・未経験から国家資格取得、
専⾨職が⽬指せます。
・設⽴以来⿊字経営の、業界トップクラスの安定性が⾃慢です。

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム3＞
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企業名 株式会社エイエイピー

本社所在地 静岡県静岡市駿河区森下町3-6

事業内容
・広告事業（各種広告企画・デザイン・コピー・プランニング及び制作、イン
ターネット各種メディア企画・制作、ブランディング、SP戦略、イベントプロ
デュース）・印刷事業（各種印刷物企画・制作）

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ● ●
募集予定
職種

営業、グラフィックデザイナー、営業管理（事務職）DTP・印刷スタッフ、総務⼈事、
Webディレクター、Webﾃﾞｻﾞｲﾅｰ、システムエンジニア。

⾃社PR

「クライアントの売上・利益に貢献すべく、TV・ラジオ・新聞・雑誌といった既存媒体はもち
ろん、ただの広告代理店では実現出来ない『ユニーク』なアプローチ⽅法まで、効果的且つ
幅広い広告企画を提案しています。各プランナーをはじめ、デザイナー・コピーライター・カメ
ラマンといった⾃社製作スタッフを擁し、⾃社印刷部⾨であるグラフィック事業部を完備。企
画から制作まで、まさにソフト&ハードを兼ね備えた総合広告会社です。2つの関連会社を
通じ、広告・印刷事業の他にも、WEB・IT事業、映像制作事業、コンサルティング事業
など多岐に渡る事業を展開しています。」

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム4＞
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ロゴ

企業名 エスプラネット株式会社

本社所在地 静岡県沼津市東椎路６７３

事業内容 ソフトウェア開発

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ●
募集予定
職種 ＳＥ・プログラマー

⾃社PR

＊【地域密着企業】静岡県東部地域密着です。他の地域への転勤はありません。
＊【幅広い分野の開発実績】様々な開発を担っているので、その⼈に合った業務を

アサインすることが可能です。（制御系・業務系・Web系・モバイルアプリ等）
＊【働きやすい環境】年間休⽇数︓１２６⽇ 平均残業時間︓⽉10時間未満

平均有給休暇取得率︓８０％以上
＊【充実した新卒者研修】ビジネスマナー等の基礎研修と、実務を経験しながら技術を

習得する研修を６〜１２ヶ⽉実施します。
＊【⾃由な雰囲気】上下関係がなく、⾃由で、オープンな社⾵です。

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム5＞
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企業名 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社

本社所在地 東京都豊島区⽬⽩2-16-20 TCS-HD南池袋ビル

事業内容 ソフトウェアの設計・開発、ITインフラ、システムコンサルティング

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ●
募集予定
職種 システムエンジニア

⾃社PR

◇⽂理不問・転勤無し◇
静岡地区では公共・流通・通信制御・製造業界を中⼼に、独⽴系システムインテグレータ
として多岐にわたる開発に携わっています。また研修体制が充実しており、社員⼀⼈⼀⼈
が技術者として社会⼈として様々な研修に主体的に取組んでいます。Uターン学⽣も⼤
歓迎です。
年間休⽇は120⽇以上︕仕事もプライベートの時間も⼤切にしています︕

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム6＞
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企業名 株式会社⼤場上下⽔道設計

本社所在地 静岡県浜松市中区早出町1134

事業内容 官公庁における「⽔インフラ」整備の計画、認可、設計、経営分析等のコン
サルティングを⾏っています。

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ●
募集予定
職種 総合職（技術）

⾃社PR

ライフラインを通じ地域貢献できるお仕事です︕
⽔道技術のエキスパート集団。県内市町の官公庁様から、⽔道施設の調査・計画・設
計を請け負い、皆様の⽣活の当たり前を⽀えています。

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム7＞
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企業名 環境のミカタ株式会社

本社所在地 静岡県焼津市上新⽥1019番地

事業内容 廃棄物・資源総合リサイクル／廃棄物・資源物流／⾏政受託／ECサイト
セールス／街のプロデュース／環境ベンチャー

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ●
募集予定
職種

営業職／バックオフィス職／Webマーケティング職／業務・物流管理者職／製造・⽣産
管理者職

⾃社PR

・当社は⼀般のお客様をはじめ、⾷品、建設、サービス業など様々な業界のお客様とお取引させて
いただいております。⼈々が⽣活する以上ごみは必ず発⽣するものであり、景気に左右されませ
ん︕
・⾃然環境、地域環境、社会環境、家庭環境…。「環境」と名の付く問題は全て環境のミカタに
任せよう、と頼ってもらえるような企業を⽬指しています︕
・「できることはもっとある」。価値のないものから価値を⽣み出すことでサスティナブルな社会の実現
を⽬指します。これが私たちの果たすべき使命です。
・若⼿社員が中⼼となってプロジェクトを⾏っており成⻑できる環境があります︕

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム8＞
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企業名 株式会社 旭洋⼯業製作所

本社所在地 静岡県駿東郡⻑泉町東野50-16

事業内容 トヨタ⾃動⾞をはじめとした⼤⼿メーカーの⼀次仕⼊先として⾃動⾞部品の
製造、冷凍機部品の製造、⾦型・各種機械の設計・製作を⾏っています。

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ●
募集予定
職種 総合職、技術職

⾃社PR

・69年という⻑きに渡るモノづくりで培った技術⼒と無借⾦経営の安定した経営基盤で
今後も活躍できるフィールドは広がっていきます︕

・年間休⽇120⽇︕GW・夏季・年末年始には約10⽇程の⻑期連休あり︕
仕事もプライベートも充実させることが出来ます

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム9＞
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企業名 三和建設株式会社
本社所在地 伊東市湯川566-13

事業内容 ・総合建設業として、公共⺠間の⼟⽊建築⼯事、不動産開発事業、個⼈
住宅の建築及びリフォーム⼯事まで幅広く施⼯しています

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ●
募集予定
職種 ⼟⽊建築施⼯管理職

⾃社PR

・伊東市において昭和34年の創業から62年を迎えました
・国際規格の品質保証の要件を満たした「ISO9001」と環境への取組み基
準を満たした「エコアクション21」を取得。「男⼥共同参画社会づくり」登録や
「ふじのくに健康づくり推進ホワイト事業所」認定を取得。環境、国際品質、
働きやすい職場づくりに努めています

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム10＞

ロゴ

イメージ画像



＜ルーム11＞
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企業名 静岡⽇野⾃動⾞株式会社

本社所在地 静岡県静岡市駿河区国吉⽥2丁⽬5-1

事業内容
・⽇野⾃動⾞製バス、トラックの販売
・トラック、バスの⾃動⾞整備
・⾃動⾞部品、関連⽤品の販売 ・保険代理店

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ●
募集予定
職種 営業スタッフ

⾃社PR

弊社はメーカーである⽇野⾃動⾞（株）からトラックやバスを仕⼊れて販売・整備等をし
ている会社です。⽇野は⼤・中型トラックが48年連続で国内販売台数NO.1︕
静岡⽇野も営業エリアの静岡県全域で普通トラック販売台数が2011年度から10連続
で『NO.1』︕ 販売台数からもトヨタグループであることからも安定してることが分かります。

安⼼・安定の静岡⽇野⾃動⾞で⼀緒にはたらきましょう♪

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム12＞

イメージ画像

ロゴ
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ロゴ

企業名 静銀モーゲージサービス株式会社

本社所在地 静岡市清⽔区草薙北２番１号

事業内容
■担保不動産の調査・評価及び不動産鑑定評価業務
■融資事務に関する集中処理業務
■保証付きローンに関する受付、点検業務

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ●
募集予定
職種 事務職

⾃社PR

当社は、静岡銀⾏グループの中にあって、“融資関連業務”をキーワードに銀
⾏を⽀える仕事をしています。
融資業務のスペシャリストとして、銀⾏に出向したり、集中部署からきめ細かく
営業店をサポートするなど、グループにとってなくてはならない存在です。

イメージ画像

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム13＞
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企業名 株式会社清⽔銀⾏

本社所在地 静岡市清⽔区富⼠⾒町2番1号

事業内容 普通銀⾏業
（預⾦業務・貸出業務・内国為替業務・外国為替業務など）

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ●
募集予定
職種 総合職

⾃社PR

地域とともに お客さまとともに

清⽔銀⾏は地域とともに成⻑する企業であり続けたいと考えています。
⽣まれ育った地域の発展に貢献したいという熱い思いを持ち、
⼀歩踏み出して、挑戦できる学⽣の皆さまをお待ちしています︕

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム14＞
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企業名 SHODA株式会社

本社所在地 静岡県浜松市北区新都⽥1-9-2

事業内容 NCルータの設計・製作・販売・アフターサービス

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ● ●
募集予定
職種

営業、技術（製品開発・設計）、製造（機械組⽴/電気配線・調整）、サービスエン
ジニア

⾃社PR

1926年（昭和元年）⽊⼯機械の設計製作をメイン事業として創業しました。
1968年（昭和43年）⽇本で初めて開発したNCルータは、コンピュータ制御により⾃動
的に⽊材に彫刻を施すという画期的な機械で家具業界や楽器業界の⽣産システムに⾰
命を起こしました。
お客様から尊敬される企業を⽬指し「SHODAにして良かった」と⾔って頂けるように感謝の
気持ちで、ど真剣にモノづくりにはげんでおります。

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム15＞
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企業名 先⽣精機株式会社（せんじょうせいき）

本社所在地 静岡県静岡市清⽔区宍原６２２－７

事業内容 ⾃動⾯取り・バリ取り機の設計・製造・販売

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ●
募集予定
職種

技術職（機械設計、機械加⼯、機械組⽴、電気制御）
営業職（国内営業）、事務職（⼀般事務）

⾃社PR

・『⾃動⾯取り機、バリ取り機』という⼯作機械を、お客様の要望に合わせオーダーメイドで
設計・製造・販売する総合メーカーです。
・国内外の⼤⼿⾃動⾞メーカーから⾼い評価を受け、アジア、欧⽶などの海外取引も
豊富です。
・上下関係や部署に縛られず、お互い⾃由に意⾒を出し合える ⾵通しの良い職場環境
です。
・社⻑の⼈柄の良さが⾃慢です︕︕

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム16＞



© Copyright Shushoku Joho Center Co., Ltd.  All rights reserved.

企業名 第⼀⽣命保険株式会社

本社所在地 東京都千代⽥区有楽町1丁⽬１３－１

事業内容

⽣命保険業（①個⼈及び企業向け各種保険・年⾦商品の引受。契約保
全サービス等の保険料業務及び関連業務。②有価証券投資・貸付・不動
産投資などの資産運⽤。③他の保険会社その他⾦融業を⾏う者の代理ま
たは事務代⾏。④投資信託の窓⼝販売業務等）

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ●
募集予定
職種 ライフプロフェッショナル職

⾃社PR

採⽤職種仕事内容・・・⽣命保険営業
企業や官公庁などを担当し、お客様のライフプランに応じた⽣涯設計の提案、保険・年⾦
を中⼼とした総合的なコンサルティング・サービスの提供、保険の販売業務を⾏う。
お客様の⼈⽣に寄り添い、保険を通じて「確かな安⼼」をお届けするスペシャリストを⽬指
します︕
⼊社の決め⼿はオフィスの雰囲気︕と語る社員が⼤多数︕
充実した福利厚⽣制度★ 多様なキャリアステップ★

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム17＞



© Copyright Shushoku Joho Center Co., Ltd.  All rights reserved.

ロゴ

企業名 東京コンピュータサービス株式会社 沼津⽀店

本社所在地 本社︓東京都中央区⽇本橋本町4-8-14 東京建物第3室町ビル
沼津︓静岡県沼津市⼤⼿町2-10-14 ⼤樹⽣命沼津⼤⼿町第2ビル

事業内容

◆システムインテグレーションサービス
全産業分野を対象としたソフトウェアの企画・⽴案・設計・開発・評価・保守・運⽤
（1）⾦融・製造・物流・公共・通信・医療・WEB等各種アプリケーション
（2）ファームウェア・ミドルウェア等組込・制御系システム

◆システムコンサルティング ◆その他コンピュータ関連事業

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ● ●
募集予定
職種 システムエンジニア・システム営業

⾃社PR

当社の魅⼒はここ︕︕
■⾃らの技術で、“世の中”を変える実感を得ることができます。

■若いうちから“企業成長をリードする存在”を意識することができます。

■“長く働きたい”と思える職場がここにあります。

イメージ画像

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム18＞



ロゴ

© Copyright Shushoku Joho Center Co., Ltd.  All rights reserved.

企業名 株式会社特電

本社所在地 静岡県沼津市双葉町９－１１－５

事業内容 製造業向け⾃動制御システム・産業⽤ロボットシステムの開発・設計・製作、
⾃動制御部品（PLC・センサ・モーター・電源等）の販売

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ● ●
募集予定
職種 システムエンジニア（電気設計）・営業・営業事務

⾃社PR

・創業６２年を迎えた地域密着企業です。
・⾝近な⽣活を⽀える、⽣産現場の助っ⼈企業です。
・FA分野で県内トップクラスの実績です︕︕
・モノづくりの課題解決を提供します︕
・社員教育に⼒を⼊れています︕
・若⼿社員が活躍中です︕

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム19＞



© Copyright Shushoku Joho Center Co., Ltd.  All rights reserved.

企業名 トライ産業株式会社

本社所在地 静岡県静岡市清⽔区清開2-2-9

事業内容 マグロの仕⼊れから販売までを⼀貫して当社で⾏います。
マーケットを牽引し続ける当社だからこそ為せる技です。

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ●
募集予定
職種 総合職（営業職・情報システム職）

⾃社PR

・マグロの"総合⾷品会社"として、
全国、そして世界の⾷卓に新鮮で美味しいマグロを安定して届け続けています。

・“Set your sail according to the wind.”この⾔葉を⼤切に、挑戦を続けています。
・静岡県内に事業所を集約している為、静岡県で腰を落ち着けたい⽅には最適です︕
・年間休⽇112⽇ 残業等も少なく、ワークライフバランスが取れる職場です。

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム20＞
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企業名 服部エンジニア株式会社

本社所在地 静岡市葵区川越町3番９号

事業内容 総合建設コンサルタント
社会インフラの開発維持に関わる調査や測量,⼟⽊設計,補償業務など

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ●
募集予定
職種 技術職（⼟⽊設計・測量・建築設計） 営業職

⾃社PR

・静岡県のインフラを⽀える社会貢献度の⾼い仕事です
・取引先の95％以上が官公庁のため、経営安定度は抜群
・残業が多いと⾔われる建設業界の中で、同業他社より少ない残業時間で
ワークライフバランスを推進

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム21＞



© Copyright Shushoku Joho Center Co., Ltd.  All rights reserved.

企業名 社会福祉法⼈東益津福祉会 特別養護⽼⼈ホーム⾼麓

本社所在地 静岡県焼津市坂本385-1

事業内容
・特別養護⽼⼈ホーム⾼麓・ユニット型特別養護⽼⼈ホーム⾼麓
・⾼麓デイサービスセンター・⾼麓デイサービスセンターきすみれ
・⾼麓訪問介護ステイション・⾼麓居宅介護⽀援事業所 の運営

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ●
募集予定
職種 介護職

⾃社PR

・焼津市に拠点を置く介護事業所です。「最期まで⾃分らしく⽣きる」を増やす介護をミッ
ションにできる限りその⼈とご家族の気持ち、想いに寄り添い、個々に対応したケアを⼼が
け、実践しています。
・「静岡県働きやすい介護事業所」「「静岡県優良介護事業所（職場環境改善部⾨」
「えるぼし（最⾼位」等を認証し、介護負担を減らすIT推進や先進介護機器の導⼊等
働きやすい職場づくりを実践しています。

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム22＞

ロゴ

イメージ画像
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企業名 株式会社 レンタルシステム東海

本社所在地 静岡県浜松市東区貴平町７４

事業内容 建設機械、⼟⽊機械を建設業界さんへレンタルしています︕

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ● ●
募集予定
職種 営業職

⾃社PR
⼀部上場企業「ジェコス㈱」100%出資会社で、地元に貢献できる仕事です︕
さらに、今このレンタルが熱い★「レンタル」ってエコなんです(*ʼ▽ʼ)
平均年齢が３９歳と若い⼈材が活躍していて、チャレンジできる環境が整っています。

イメージ画像

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

＜ルーム23＞



© Copyright Shushoku Joho Center Co., Ltd.  All rights reserved.

企業名 常盤⼯業 株式会社

本社所在地 浜松市中区新津町197番地

事業内容 総合建設業 建築事業・建物再⽣事業・⼟⽊事業・住宅事業

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ●
募集予定
職種 建築施⼯管理職 建築設計職

⾃社PR

・浜松市を中⼼に働くことで静岡県の街づくりに貢献いただけます。
転勤なしの安定した⽣活基盤を築くことができます。

・経営の⽬的は「全従業員の物⼼両⾯の幸福を実現する」
仕事とプライベートの両⽅を楽しみながら⾃らの成⻑を⽬指せます。
健康経営優良法⼈2021や効率よく働く仕組みが整っています。

・設⽴70周年を迎えた当社ですが、2022年1⽉より働きやすい新社屋が稼働します。
20歳代の先輩社員が20⼈以上︕建築専攻の学⽣の⽅歓迎しています︕

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

静岡どぼくらぶ①
14:40〜15:10

イメージ画像

ロゴ



© Copyright Shushoku Joho Center Co., Ltd.  All rights reserved.

企業名 ⽯川建設株式会社

本社所在地 磐⽥市今之浦５－１－１

事業内容 総合建設業

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ●
募集予定
職種 ⼟⽊、建築技術職

⾃社PR 地域トップクラスの建設会社
⾼い⾃⼰資本を有し健全な事業基盤で安定感抜群

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

ロゴ

イメージ画像

静岡どぼくらぶ②
14:40〜15:10
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ロゴ

企業名 株式会社 ⼭⽥組

本社所在地 静岡県藤枝市堀之内１丁⽬１－３

事業内容 総合建設業（⼟⽊⼯事⼀式、建築⼯事⼀式、舗装⼯事 他）

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ●
募集予定
職種 ⼟⽊施⼯管理（現場監督）、建築施⼯管理（現場監督）

⾃社PR

・静岡県藤枝市に根ざした総合建設会社です。
創業から１０５年、社会資本整備（道路・河川・橋梁・建物の⼯事や補修等）を
数多く⼿がけ、地域の暮らしを⽀えてきました。地元や地域の⼈たちに直接貢献すること
が出来る夢のある仕事をしています。地元の皆様からも信頼を頂いている会社です。

・年間休⽇１１０⽇︕ ・幅広い年齢の社員が在籍しておりアットホームな職場︕
・資格取得制度あり︕ ・地域の皆様への貢献度が⾼い仕事です︕

イメージ画像

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

静岡どぼくらぶ①
15:20〜15:50



© Copyright Shushoku Joho Center Co., Ltd.  All rights reserved.

企業名 株式会社⽯井組

本社所在地 静岡県富⼠市⽔⼾島元町4番10号

事業内容 総合建設業（建築⼀式⼯事、⼟⽊⼀式⼯事、舗装⼯事）

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ●
募集予定
職種

施⼯管理職（建築・⼟⽊）各3名（専⾨以上建築⼟⽊系学科）
営業職2名（⼤学以上学部不問）

⾃社PR

創業120年を超えて、地域と共に成⻑してきた総合建設業の会社です。
静岡県総合⽔泳場や富⼠川楽座など、市内のランドマークとなるような建物の
建設実績が多数あります。また、交通量の多い道路の建設や橋梁の耐震補修、災害
復旧⼯事や砂防ダム建設など、⼈々の安全な暮らしの環境づくりに携わっています。
研修や資格取得のサポートなど、社員教育に⼒を⼊れ、活躍できる⼈材の育成を
⽬指します。

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

静岡どぼくらぶ②
15:20〜15:50



© Copyright Shushoku Joho Center Co., Ltd.  All rights reserved.

企業名 ⾅幸産業株式会社

本社所在地 静岡県駿東郡⼩⼭町藤曲109番地の1

事業内容 総合建設業（住宅事業、建築事業、⼟⽊事業）

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ●
募集予定
職種 施⼯管理職（住宅/建築/⼟⽊）4名、設計職1名、営業職2名、舗装技術者2名

⾃社PR

静岡県東部を中⼼として活躍している総合建設業の会社です。
住宅事業、建築事業、⼟⽊事業を通じて「静岡のまちづくり」を⾏っています。
◆創業以来、114年連続⿊字の安定経営◆
⼾建て注⽂住宅から⼤型建築物、公共インフラまで幅広く⼿掛けており、「⼈」と「まち」を
繋ぐサポートをしています。⼼に残る、地図に残る、そんなお仕事です。
ものづくり・まちづくりにご興味がある⽅、地域に貢献したい⽅、お待ちしております。
ぜひ⼀緒に、静岡の未来をつくりましょう︕

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

静岡どぼくらぶ①
16:00〜16:30
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企業名 ⻑⽥建設⼯業株式会社

本社所在地 静岡県賀茂郡南伊⾖町湊320-4

事業内容 総合建設業 ⼟⽊事業・建築事業

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ● ●
募集予定
職種 ⼟⽊施⼯管理技⼠、建築施⼯管理技⼠

⾃社PR

リゾート地にある企業︕海まで⾞で5分、菜の花畑徒歩１分︕
⽥舎での中⼩企業だからこそのアットホーム感︕10代〜70代まで幅広い年齢層︕
社⻑と社員の距離が近く、社員の声にしっかり⽿を傾けてくれる環境︕
働きやすい建設会社を⽬指し、就業規則の⾒直し等定期的に⾏っています︕
年間休⽇は105⽇以上と少なめですが、年末年始GW夏季休暇は、
どこよりも⻑い期間お休みになります︕
資格取得等はすべて会社がバックアップ︕安⼼してキャリアップを⽬指せます︕

1⽉29⽇(⼟)午後の部 静岡県主催 企業研究セミナーオンラインLIVE

静岡どぼくらぶ②
16:00〜16:30
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企業名 株式会社アキヤマ

本社所在地 静岡県磐⽥市下神増173番地3

事業内容 総合建設⼯事業(⼟⽊・建築・舗装等の施⼯及び設計・管理)
新東名⾼速道路等維持修繕 など

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ● ● ● ● ●
募集予定
職種

技術職（⼟⽊・建築） 【⼟⽊、建築⼯事の施⼯管理全般】
業務職（維持メンテナンス） 【維持補修の現場管理】

⾃社PR

・企業理念は、「価値あるものを、次代へ」
真に価値あるもの築き、未来へ繋げていくことが私たちの使命です。

・建設業は道路や河川等を整備し、地域住⺠が安全・安⼼に暮らせる街をつくる仕事。
・アキヤマは⻑年にわたり、地元住⺠の⽣活や地域の発展に貢献してきました。
・創業132年の歴史と実績があり、年3回(夏・冬・決算) のボーナスが⽀給されています。
・年間休⽇110⽇以上。ノー残業デーの実施や、⼊社後の成⻑⽀援(資格取得費⽤
全額会社負担など)を充実させ、若⼿社員が活躍・成⻑できる職場です。
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ロゴ

企業名 昭和設計株式会社

本社所在地 静岡県静岡市葵区若松町41番地の１

事業内容 建設コンサルタント

募集予定
対象

⼤学院 ⼤学 短⼤ 専⾨ ⾼専 留学⽣

● ●
募集予定
職種 ⼟⽊系技術職

⾃社PR

・総合建設コンサルタントとして、道路、河川、公園、橋梁、上下⽔道、街など多様な社
会インフラに関する調査、計画、設計、維持管理に関する業務を⾏っております
・完全週休2⽇制 年間休⽇126⽇
・2021年9⽉に新社屋へ移転 とても働きやすい環境です
・企業コンセプト その先にある笑顔をつくるために。

イメージ画像
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