
  

 主催：静岡県 ／ 運営：しずキャリ（株式会社就職情報センター） 

インターンシップマッチング会 

午前の部 10：00～13：10 
参加企業 



ルームNO 企業名 業種名 本社（県内事業所）所在地 
インターンシップ対象学年 

大3 大2 大1 短大 専門 院1 

1  アイゼン  製造業  浜松市南区 ●           

2  あいネットサービス  サービス  静岡市駿河区 ● ● ● ● ● ● 

3  アプリイ  サービス  静岡市葵区 ● ● ● ● ● ● 

4  エクノスワタナベ  建設・建築・不動産  藤枝市 ● ● ● ● ● ● 

5  おいもや  流通・小売  掛川市 ●     ● ● ● 

6  共和レザー  製造業  浜松市南区 ●         ● 

7  佐藤工業所  製造業  藤枝市 ● ● ● ● ● ● 

8  三幸会  介護・福祉  浜松市西区 ● ●     ●   

9  静岡県労働金庫  金融・生保・損保・証券  静岡市葵区 ● ● ● ● ● ● 

10  しずてつジャストライン  サービス  静岡市葵区 ● ● ●     ● 

11  住居時間  建設・建築・不動産  浜松市中区 ●     ● ●   

12  靜甲  製造業  静岡市清水区 ● ● ● ● ● ● 

13  正光建設  建設・建築・不動産  周智郡 ● ● ● ● ● ● 

14  社会福祉法人静清会  介護・福祉  静岡市清水区 ● ● ● ● ● ● 

15  大成  商社  駿東郡 ●           

16  テクノサイト  ソフトウェア・通信  島田市 ●         ● 

17  寺田電機工業   建設・建築・不動産  静岡市駿河区 ● ● ● ● ● ● 

18  日産プリンス静岡販売  商社  静岡市駿河区 ●           

19   富士山ドリームビレッジ  介護・福祉  富士市 ● ● ● ● ●   

20  藤島組  建設・建築・不動産  富士市 ● ● ● ● ● ● 

21  社会福祉法人美芳会  介護・福祉  富士市 ● ● ● ● ● ● 

22  ヤマダユニア  サービス  静岡市清水区 ● ● ● ● ●   

静岡どぼくらぶ（１） 

 加和太建設      第1クール  建設・建築・不動産  三島市 ● ● ● ● ● ● 

 三和建設        第2クール  建設・建築・不動産  伊東市 ● ● ● ● ● ● 

 鈴木組         第3クール  建設・建築・不動産  浜松市 ● ● ● ● ● ● 

 平井工業        第4クール   建設・建築・不動産  静岡市葵区 ● ● ● ● ● ● 

静岡どぼくらぶ（2） 

 中村組         第1クール  建設・建築・不動産  浜松市 ● ● ● ● ● ● 

 シズデン        第2クール  建設・建築・不動産  静岡市駿河区 ● ● ● ● ● ● 

 小原組         第3クール  建設・建築・不動産  菊川市 ● ● ● ● ● ● 

 フジヤマ        第4クール  建設・建築・不動産  浜松市 ● ● ● ● ● ● 
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企業名 株式会社アイゼン 

本社所在地 
静岡県浜松市南区高塚町１１２５－１ 

事業内容 
２輪車・４輪車・汎用機･農機・建機・産機エンジンのコンロッド及びミッ
ション機能部品の製造、熱処理受託加工 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／①会社概要説明②グループワーク(製造現場における生産ラインの
改善や組立の方法を学んでいただきながら、ライン改善の模擬体験をしてもらいま
す。)③先輩社員座談会 

貴社PR 

《PRポイント例》 
・創業１００年以上の歴史あり！ 
・大手自動車メーカーの一次サプライヤーです。 
・浜松の企業です！工場は市内にすべてあるため転居を伴う転勤はありません。 
・海外メーカーとの取引もある、グローバル企業です。 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム1＞ 
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ロゴ 

企業名 株式会社 あいネットサービス 

本社所在地 
静岡市駿河区宮本町8-10 

事業内容 
冠婚葬祭及び、それに関する業務、その他ホテル・介護・惣菜業を含む 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／ 
・就活お役立ち情報 
・会社案内 
・若手社員との座談会 

貴社PR 

結婚式やご葬儀といった人生の節目を彩る事業を展開。 
人との繋がりや相手を想う気持ちなど、目には見えないけれど「大切なもの」をお届けす
る仕事です。それ以外にも事業は多岐にわたっており、 
■アクティブサポート（介護事業） 
■ライフサポート（商品デリバリー事業・生花事業・惣菜事業） 
■ホテル事業 
など、日常の地域の皆さまに寄り添った事業展開を進めています。 

イメージ画像 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム2＞ 
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企業名 株式会社アプリイ 

本社所在地 
静岡市葵区新伝馬1-4-32 

事業内容 
静岡県内11店舗のアミューズメント事業の運営・管理 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／選べる３つのインターンシップ 
①キャッシュフローゲーム＆店舗見学 
②４つの分析から知る自分研究編 
③商談・面接マスター編（オンライン開催）    ★全てフィードバック行います。   

貴社PR 

「安定」×「成長」×「信頼」 
・創業から安定黒字経営 
・充実の研修制度で企業が若手の成長をサポートします 
・明るく、スタッフ同士の仲の良さが自慢の社風です！  
・3年後定着率90％以上！ 

イメージ画像 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム3＞ 
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企業名 株式会社エクノスワタナベ 

本社所在地 
静岡県藤枝市緑町1-5-10 

事業内容 
○建築設備部門/給排水衛生設備、空気調和設備 
○土木・畑かん部門/上下水道工事、畑地かんがい、造成工事 
○エクステリア・ビオトープ部門  ○建設資材部門/生コン、セメント固化材 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／「エクノスワタナベのカスタマイズできるインターンシッププログラム」 
           それぞれの 見たい・聴きたい・知りたい に応えます 
・基本プログラム（オリエンテーション、先輩社員との昼食会、フィードバック） 
・選べる日程 ・選べる職種 ・選べる内容 ・選べる人 ・全部署見学可 

貴社PR 

エクノスワタナベは「水と空気と緑のトータル企業」としてお客様と地域社会に満足を 
提供します。 
・地元（藤枝）で産声を上げてから2023年で１世紀 
・教育、研修、資格取得を支援 
・年間休日125日 
・社内の雰囲気は最高！ぜひ確かめにお越しください！！ 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

ロゴ 

イメージ画像 

＜ルーム4＞ 
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企業名 株式会社おいもや 

本社所在地 静岡県掛川市大渕9641 

事業内容 
楽天やAmazonなど19のECサイト運営、WEBページ制作、新商品企画、パッケー
ジ・チラシデザイン、百貨店での催事販売、リアルショップの運営、カスタマーサポート、
物流管理 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／「おいもや」は楽天市場50,000店舗以上の中でも 
No.1のベストショップ最長受賞記録を更新中！楽天市場で唯一の受賞記録を持つ 
人気ECサイト運営の裏側を覗くことができるチャンス♪WEB開催では、実際に社員が働くお
いもやの社屋のWEB見学会や会社説明、業務体験を行います。毎回好評を博している、
社員への質問コーナーも予定しています。ぜひご参加下さい！ 

貴社PR 

【PRポイント】 
・静岡から世界へ、地域No.1EC企業（楽天市場やAmazonなど19のサイトを運営） 
・楽天市場で唯一！15年連続MVP受賞の人気ネットショップを運営 
・お芋スイーツ、静岡グルメ、フラワーギフトのインターネット通販サイトの制作・企画運営・販
売 
・代表商品の「干し芋」は、各種メディアで何度も取り上げられる人気商品！ 
・名古屋高島屋で行われる催事販売では7年連続売り上げ1位！ 
・全国にファンが着実に増えている中、今後もより多くの人へお芋とHAPPYを届けていきます
♪ 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム5＞ 
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企業名 共和レザー株式会社 

本社所在地 静岡県浜松市南区東町1876番地 

事業内容 各種合成樹脂製品の製造、加工ならびに販売 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／   大学3年、大学院1年生 
実施プログラム／・会社概要・商品紹介・仕事紹介・職場見学・仕事体験 
          ・先輩社員交流・質疑応答と盛りだくさんの内容で行います！ 
形式／      対面での開催を予定しております。 
※新型コロナウイルスの感染状況により開催方法や形式を変更する場合があります。 

貴社PR 

・自動車の内装に使用される「合成皮革表皮材」を製造・販売しております。 
・東証一部上場をしており、国内シェア１位を誇っており、海外でもシェア２位です！ 
・トヨタグループのため、主要取引先はトヨタ自動車様ですが、その他国内全ての 
 自動車メーカー様ともお取引をしています。 
・環境にやさしい、アニマルフリーな製品として注目を集めている製品を扱っています！ 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム6＞ 
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企業名 株式会社佐藤工業所 

本社所在地 静岡県藤枝市岡部町岡部１９４７－１ 

事業内容 コンクリート二次製品用鋼製型枠の設計、製造 
大型製缶、大型機械加工、小水力発電機の設計、製造 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／ 
・佐藤工業所について理解することに加え、佐藤工業所が社会に与えてる価値につい
て体感するプログラム。 
・参加された方が成長を実感できるプログラム。 
■【就業体験内容】 
2022年2月5日(土) 09：30 ～ 15：30 
会社見学、型枠茂木製作体験（ペーパークラフト）、若手社員との交流など 

貴社PR 

・「尊い人命を預かる商品の創出」を通じて、安全な社会インフラの構築のお手伝いを
させていただいております。 
・鉄道マクラギ型枠については日本一。新幹線軌道に関する特許も保有しています。 
・新規事業の小水力発電機の設計、製造も１号機が正式稼働し始めました。 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

イメージ画像 

＜ルーム7＞ 
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ロゴ 

企業名 社会福祉法人三幸会 

本社所在地 浜松市西区大平台一丁目34番30号 

事業内容 特別養護老人ホーム2施設・救護施設・高齢者総合福祉施設 
デイサービス・グループホーム・ショートステイ等 5施設24事業所運営 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／3コースございます。 
Ａコース：今の介護を知ろう 
Ｂコース：施設長・副施設長に直接聞いてみよう 
Ｃコース：施設で働く職員を知ろう 

貴社PR 

    ユースエール認定企業：定着率・勤続年数・有給休暇取得率等、 
                   厚生労働大臣から認定。 
    静岡県働きやすい介護事業所：労働環境の改善・サービスの質の向上等 
                        取り組む事業所として静岡県から認証。 
・有給休暇取得日数 平均14日 
・育児休暇取得後の復帰率100％ 
・賞与年3回 5.59ヶ月/年(令和2年度) など 

イメージ画像 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム8＞ 
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企業名 静岡県労働金庫〈静岡ろうきん〉 

本社所在地 
静岡県静岡市葵区西門町1-20 

事業内容 
協同組織金融業 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／金融業界の理解を深める、福祉金融実践グループワーク 

貴社PR 

《PRポイント例》 
・〈ろうきん〉は、はたらく仲間がつくった唯一の福祉金融機関です。 
・〈ろうきん〉は労働金庫法に基づいて、営利を目的とせず公平かつ民主的に運営され
ています。 
・〈ろうきん〉は、生活者本位に考える金融機関です。 
・年間休日120日以上！有給取得も平均15日／年とワークライフバランスを大切に
する職場です！ 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム9＞ 
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企業名 しずてつジャストライン株式会社 

本社所在地 
静岡県静岡市葵区宮前町28番地 

事業内容 
乗合路線バス事業『静鉄バス』 
高速バス事業『Shizutetsu Express』 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、大学院1年生 
実施プログラム／ 
①事業・会社紹介 
②グループワーク・フィードバック 
③先輩社員のクロストーク･座談会 

貴社PR 

・2019年に創立100周年をむかえた静鉄グループのバス部門！ 
・バス事業だけでも静岡で90年以上の歴史と実績を持っている！ 
・コロナ禍においてもバス利用者数は年間2,000万人以上！ 
・路線バスとして約100本の路線を所有。 
・バスの保有台数は500台以上。 
・静岡の方にこれからも、安全・快適という日々の ”当たり前” を提供していきます！ 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム10＞ 
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企業名 株式会社住居時間(スマイルタイム) 

本社所在地 
〒465-0051 
愛知県名古屋市名東区社が丘1-1201 

事業内容 
住宅リフォーム・リノベーション、建設事業、自社ブランド商品の企画開発、 
管理部門、新規コラボビジネス(新築、エコ・エネルギー事業など) 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム/【営業疑似体験ワーク】実際にあった事例をもとに自分が営業担当な
らどうするのか、営業の楽しさ・大変さ・やりがいを感じて頂きます。 
今後の就活に活かせるコミュニケーション力を向上させるワーク、印象力UPワークなど
実践的な内容です。お待ちしております♪ 

貴社PR 

《PRポイント例》 
・「つくる・とどける・工事する」商品開発から販売、工事まで自社で一貫したサービスを
お客様にお届けしています。 
・建築や住宅の知識がなくても大丈夫です！研修制度がしっかりしているため活躍で
きる環境が整っています。 
・現在、全国に浜松支店を含め10支店出店しており、今冬には大阪にも支店を出店
予定！今後もどんどん拡大しています。 

イメージ画像 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム11＞ 
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ロゴ 

企業名 靜甲株式会社 

本社所在地 静岡県静岡市清水区天神2-8-1 

事業内容 

・液体自動充填機など自動包装機械の開発、設計、製作 
・電動工具、自動車などの冷間製品の製造 
・総合電機設備・機器、電子機器、タイヤなどの販売 
・空調機器販売・メンテナンス  

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／ 
【文理不問1dayオンライン】WEBでプレゼン！「伝える力」を身につけよう 
【理系1dayオンライン】自由な発想・ひらめき力で包装機械を考えよう！ 
 【両プログラム共通】 
 ■先輩社員とフリートーク：仕事内容から就活についてなど、なんでも聞いてください！ 
 ■就活相談： 就職活動に関する疑問に、人事課がお答えします。 

貴社PR 
・B to Bで馴染みはないけれど…地元静岡の上場企業！安定優良企業！ 
・年間休日123日、有休取得率72％、ワークライフバランスの優れた企業です。 
・入社3年離職率2％、定着率の高い会社です。 
・お笑い芸人 オジンオズボーン篠宮さん出演のテレビCM放映中！ 

イメージ画像 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム12＞ 



イメージ画像 

ロゴ 
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企業名 正光建設株式会社 
本社所在地 静岡県周智郡森町森１４５８－１ 

事業内容 総合建設業/１級建築士事務所 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院生 
実施プログラム／施工現場及び完成現場見学、現職社員から
の工事概要・実績及び、業務のやりがいなど説明、昼食試食、ド
ローン飛行体験、入社選考に関する説明 

貴社PR 

・ユースエール企業認定（静岡県内24社目）の企業です。 
・社員平均残業時間 5.35時間/月（プライベートが充実できます） 
・創業７４年の歴史があります。 
・過去３年の売上高が対前年比平均10%以上の増加です。 
・資格取得の費用面、スケジュール面の積極的な社としてのバックアップ制度があります。 
・顧問臨床心理士、公認心理士やTHP指導者による心理相談制度があります。 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム13＞ 
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ロゴ 

企業名 社会福祉法人静清会 

本社所在地 静岡市清水区折戸5丁目18-36 

事業内容 社会福祉事業「介護保険・地域公益」 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／学年・学部不問 
実施プログラム／ 
・福祉も介護もまるっと知れる◎座談会開催！ 
・ 福祉業界と介護スタッフのリアルに迫る！ 
・社会福祉士が解説！福祉業界と地域課題 
・静清会のトップによるアドバイスセミナー 
※全て1Day開催となっております。詳しくはしずキャリ2023をご覧ください。 

貴社PR 

・社内研修はもちろん、社外研修も充実！資格支援もあり一から学びたい方も安心 
・先輩スタッフ（プリセプター）がついて、経験や能力、技術を目標に合わせて一年間  
 マンツーマンで指導を行います。 
・自分の好きなこと、得意なこと持っている知識などを活かしながら働くことが出来ます 
・託児所完備＆子供の長期休暇時の親子出勤が可能等福利厚生も充実しています。 
 

イメージ画像 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム14＞ 
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ロゴ 

企業名 株式会社大成 

本社所在地 
静岡県駿東郡清水町卸団地37番地 

事業内容 
電気設備資材の専門商社 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／座学・グループワーク 

貴社PR 

電気設備資材の専門商社である(株)大成は、 住宅や公共施設、生
活基盤であるインフラといった、街づくりの現場で必要となる『電設資材』
を取り扱っています。 
設立から66年、そしてこれからも地域の発展を支え、 安心で快適な『電
気』のある人々の暮らしをプロデュースしていきます。 

イメージ画像 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム15＞ 
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ロゴ 

企業名 株式会社テクノサイト 

本社所在地 静岡県島田市本通5丁目4-4 

事業内容 
関東～関西まで情報システム構築コンサルティング、クラウドビジネ
ス、電子玩具の企画～生産（OEM提供）、マイコン制御ソフト開発等、
様々な分野・業界をカバーしています 

インターンシップ
プログラム 

■組込みｿﾌﾄ開発体験 ■おもちゃ（電子玩具）開発体験 
■WEBアプリ開発体験 ■玩具仕様書・企画書作成体験  
■オープンデータを使用したデータ分析体験■IoT開発体験 
 ※各コース１Dayとなります 

貴社PR 

弊社組み込みソフトから業務アプリケーションまで、お客様の幅広
いニーズに対応することができます。 
新卒入社から10年以上働いているエンジニアも多く、一緒に開発を
楽しみ、SEとしての可能性も、領域を超えて一気に広げられる環境
を整えています 

イメージ画像 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム16＞ 
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企業名 寺田電機工業株式会社 

本社所在地 
静岡市駿河区曲金1丁目6番14号 
 

事業内容 
電気工事業・電気設備全般・電気通信工事 
 

インターンシップ
プログラム 

対象学年：大学1年～3年、短大生、専門学生、大学院1年生 

実施プログラム：現場見学 他 

貴社PR 

 
静岡県内の官公庁案件を中心とした電気工事を行っています。 
完全週休2日制に加え、GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇は 
もちろん、休日出勤の代休は必ず取得する環境を整えました。 

経験者はもちろん、未経験者も全力でサポートします。 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム17＞ 
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企業名 日産プリンス静岡販売株式会社 

本社所在地 
静岡市駿河区中吉田14-29 

事業内容 
日産の新車・各種中古車の販売、自動車整備全般（車検・点検・一
般修理等）、損害保険代理店業務 等 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校 
実施プログラム／お客様のご要望に合うお車を提案するというテーマでグループワークを
行っていただきます。どんなことを意識して、お客さまへの提案につなげていくのか、営業
職の疑似体験を通して、車の営業職の魅力を感じてください。 
 

貴社PR 

 
静岡県中部・東部地区に店舗を展開する日産自動車直営のカーディーラーです。 
県外への転勤なし、大好きな静岡県で働き続けることが出来ます！ 
多くの地域のお客さまとの出会いがある仕事です。 
 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム18＞ 
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ロゴ 

企業名 株式会社富士山ドリームビレッジ 

本社所在地 富士市依田橋405-1 

事業内容 障害者(児)福祉 

インターンシッププログラム 

■対象学年：大学1年～3年、短大、専門学校 
■実施プログラム：弊社における希望職種及び事業所(勤務地)での日常業務体験  
■実施場所：学生が希望する勤務地(焼津市・静岡市・富士市・駿東郡清水町) 
■実施事業所：学生が希望する職種 
■例：就労系通所事業所での支援員業務 
     障がい児通所施設(放デイ)での児童指導員業務 

貴社PR 

・コロナ禍でも増収増益拡大を14年継続している安定企業 
・休みたい時に休める企業を実現！有休消化率「68.4％」 
・育児休業制度利用した女性社員、全員復職！ 
・はぐくむFUJIオフィシャル企業として認定(2021年) 
・事前見学も体験も、すべて学生の希望日に行います。 
・勤務地も勤務職種も学生の希望最優先 学生のやる気を大切にします。 
 

イメージ画像 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム19＞ 
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ロゴ 

企業名 株式会社藤島組 

本社所在地 
静岡県富士市永田町一丁目66番地 

事業内容 
総合建設業（建築一式工事、土木一式工事） 
 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校1年生 
実施プログラム／建設業の役割や施工管理の仕事内容について理解を深めていただ
ける仕事体験を開催します！ 
建設業界や会社の話はもちろん、実際に建設現場に行って施工管理業務を体験し
ていただきますので、よりリアルに建設業を体感できます！ 

貴社PR 

《PRポイント》 
・創業65年！富士市において厚い信頼と実績を積み重ねています。 
・取引先は公共と大手企業。安定して工事を受注しています！ 
・廃棄物の削減、環境負荷の軽減で社会に貢献する工事を積極的に行っています。 
・充実した資格取得支援制度。最短ルートで施工管理技士を目指そう！ 
 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム20＞ 
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企業名 社会福祉法人美芳会 

本社所在地 静岡県富士市増川510-1 

事業内容 
医療・福祉 
高齢者介護（特別養護老人ホーム・デイサービスの運営） 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／社会福祉の理解を広げるプログラム・デイサービスでの介護体験 
【体験できること】 
働きやすい職場としての美芳会の取組理解 
社会福祉の仕事や業界の理解 
デイサービスを体験による介護の仕事そのものの理解 

貴社PR 

よりよい社会福祉サービスの提供を目指して、職員の働きやす
い職場を大事にします 
これらを実現するためにこれらを取り組んでおります。 
 ・時間単位有休や計画有休など多様な「働きやすい」環境 
 ・各種認証の取得など「働きがい」をもてる誇れる職場つくりの環境 
 ・個々に合わせた研修や「成長」サポートを行う面談の仕組み 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

＜ルーム21＞ 
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企業名  
ヤマダユニア株式会社 

本社所在地 
 
静岡市清水区上清水町３－１９ 

事業内容 
 
ビルメンテナンス業（建物の総合管理業務・造園業務） 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／①会社概要の説明(見学) 
          ②支店社員紹介(案内) 
          ③若手の総合職社員(営業)に同行 
          ＊要望により各業務管理について学ぶ 

貴社PR 

快適な建物環境創りのためのサービスを提供する会社です 
・静岡県中部地区と九州熊本に支店があります 
・業務は、清掃･警備･設備･環境･造園･営繕･廃棄物･派遣･マンション管理など 
・仕事は業務管理と営業です 
・お客様は、官公庁･病院･学校･事務所･工場･ホテル･ゴルフ場･レストランほか 
・多様なニーズに対応した体制を整えて、お客様の相談に応えて提案を行ないます 
・「誠心･誠意･誠実」を大切にお客様の豊かな環境創りに取組んでいます   

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

      

＜ルーム22＞ 
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登壇時間 午前の部 10：40～15：10 / 午後の部 16：40～17：10 

企業名 加和太建設株式会社 

本社所在地 静岡県三島市文教町1-5-15 （JR 三島駅から徒歩2分） 

 事業内容 

土木事業：道路、河川砂防、上下水道、都市景観、造成他 
建築事業：公共施設、商業福祉医療施設、工場、マンション他 
不動産事業：ピタットハウス三島店・沼津店 
施設運営事業：道の駅等観光施設、飲食店、ゲストハウス他 

インターンシップ
プログラム 

対象学年：大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
プログラム：オンラインゲームプログラムを通して、まちづくりを担う 
                建設会社の魅力に触れるインターンシップ。 

貴社PR 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

静岡どぼくらぶ(1)  
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登壇時間 
午前の部 第2クール（11：20～11：50 ） 
午後の部 第3クール（16：00～16：30） 

企業名 三和建設株式会社 

本社所在地 静岡県伊東市湯川566番地13 

事業内容 
・総合建設業 
・公共民間の土木建築工事、不動産開発事業 
・個人住宅の建築及びリフォーム工事 

インターンシッ
ププログラム 

対象学年／大学1～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／業界と会社説明、フリートーク：建設業のことから、地域や人間関 
係まで自由な形で質疑可能です。 
開催予定日／適時開催 

貴社PR 

1.伊東市において昭和34年の創業から62年を迎えました 
2.生活の基本的要件とされる「衣食住」の内、より良い「住」を提供することが当社 
の使命です 
3.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 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

静岡どぼくらぶ 
（1） 
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登壇時間 午前の部／ 第3クール 12:00～12:30 
午後の部／ 第2クール 15：20～15：50   

企業名 株式会社鈴木組 

本社所在地 
静岡県浜松市中区神田町1522番地 

事業内容 
総合建設業 
土木事業・建築事業・リノベーション 

インターンシップ
プログラム 

対象学年・・・大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム・・・鈴木組の取り組み事業説明 
【現場にて】施工方法や建設機械についての説明、解説 
先輩社員による施工管理職業務の一日の流れについて同行および体験業務 

貴社PR 

・SALAグループ所属 
・浜松市内業者格付け 建築工事一式部門：4位 (令和3・4年度 約200社中) 
               土木工事一式部門：3位 (令和3・4年度 約300社中) 
・社員数 82名 3年以内の離職率8%未満 
・IT・ICT技術を駆使した生産性の向上と、ワークライフバランスとスキルアップを両立 
 した企業経営に真摯に取り組み、新しい建設会社のスタイルを確立しています。 
・当社で「誰かの思い出になる場所」を一緒に作りませんか！  

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

静岡どぼくらぶ 
   （1） 
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登壇時間 午前の部／ 第4クール 12：40～13：10  
午後の部／ 第1クール 14：40～15：10  

企業名 平井工業株式会社 

本社所在地 
静岡市葵区太田町33番地 

事業内容 
総合建設業 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／建築及び土木施工管理職の仕事について、実際の現場に行って学
んだり体験してもらいます。 

貴社PR 

《PRポイント例》 
・創業95年以上静岡市に拠点を構えて地元の方から愛される会社です。 
・企業理念は「縦横親和」、上下関係はありますがお互いを尊重し合う社風です！ 
・本社は静岡駅からバスで10分下車2分でとっても通いやすい職場です！！ 
・年間休日125日以上！ワークライフバランスが取れる安定した職場です。   

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

静岡どぼくらぶ 
   （1） 
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登壇時間 午前の部／ 第4クール 12:40～13:10 
午後の部／ 第1クール 14:40～15:10   

企業名 株式会社フジヤマ 

本社所在地 
〒430-0946 静岡県浜松市中区元城町216-19  

事業内容 
建設総合コンサルタント 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学1年～3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／【対面】1DAYお仕事体験 
空間計測、測量、防災、インフラ設計、まちづくりの5分野から興味がある分野を選択
し現場実習、ワークショップなどを体験していただきます。 

貴社PR 

・静岡県内No1の建設コンサルタント 
・調査から設計、維持管理までワンストップで提供 
・3次元計測やシステム開発など新技術を積極的に導入 
・社外研修、社内勉強会や技術発表の場を設け社員の「成長したい」を全力サポー
ト 
・社内に多方面にわたる技術の専門家がいる会社 

11月23日(火・祝)静岡県主催インターンシップセミナーオンライン 

静岡どぼくらぶ 
   （2） 
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