
  

 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 

午後の部 14：00～17：10 
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  RST（アールエスティー）  建設・建築・不動産  静岡市葵区 ● ● ● ● ● ● 
2  エイエイピー  広告  静岡市葵区 ●           
3  エンシュウ  製造業  浜松市南区 ●         ● 
4  遠鉄建設  建設・建築・不動産  浜松市中区 ● ●   ● ● ● 
5  遠鉄システムサービス  ソフトウェア・通信  浜松市中区 ● ● ● ● ● ● 
6  小林製作所  製造業   富士市 ● ● ● ● ● ● 
7  五味八珍  サービス  浜松市東区 ● ● ● ● ● ● 
8  静鉄ストア  流通  静岡市葵区 ●     ● ● ● 
9  シブヤ精機  製造業  浜松市東区 ● ● ● ● ● ● 

10  清水銀行  金融・生保・損保・証券  静岡市清水区 ● ● ● ● ● ● 
11  社会福祉法人城ヶ崎いこいの里  介護・福祉   伊東市 ● ● ● ● ● ● 
12  スズキ教育ソフト  ソフトウェア・通信  浜松市東区 ● ● ● ● ● ● 
13  静清信用金庫  金融・生保・損保・証券  静岡市葵区 ●     ● ● ● 
14  綜合警備保障（ALSOK）  サービス・インフラ  静岡市葵区 ●     ● ● ● 
15  第一生命保険  金融・生保・損保・証券  静岡市葵区 ● ● ● ●   ● 
16  ドゥシステム  ソフトウェア・通信   三島市 ● ● ● ● ● ● 
17  浜名湖競艇企業団  その他   湖西市 ● ● ●     ● 
18  ビヨンズ  製造業   富士市 ●     ● ●   
19  ヒラテ技研  ソフトウェア・通信  静岡市清水区 ● ● ● ● ● ● 
20  フジコー  サービス   三島市 ● ● ● ● ● ● 
21  文理学院  サービス   静岡市駿河区 ● ● ●     ● 
22  社会福祉法人みだらけ福祉会  介護・福祉   焼津市 ● ● ● ● ●   
23  医療法人財団百葉の会  介護・福祉   富士市 ● ● ● ● ● ● 

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   伊東市 ● ● ● ● ● ● 

 鈴木組             第3クール   浜松市 ● ● ● ● ● ● 

 平井工業           第4クール  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   静岡市駿河区 ● ● ● ● ● ● 
 小原組             第3クール   菊川市 ● ● ● ● ● ● 

 フジヤマ            第4クール   浜松市 ● ● ● ● ● ● 
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ロゴ 

企業名 株式会社RST 

本社所在地 
静岡県静岡市葵区東町30番地4 

事業内容 
静岡拠点！住宅リフォーム及び住宅設備の販売・施工を行っている 
営業会社です。 

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／ 
◇考え方を知る1dayの仕事体験 
◇体験しながら学ぶ3daysのインターンシップ 

貴社PR 

◇仕事の楽しさは、働く仲間で何倍も大きくなる。 
楽しく仕事をするには、職場環境が最も大事だとRSTは考えます。 
ただ職場環境と言っても、オフィスの雰囲気や社内の風土、評価制度、 
一緒に働く仲間などその内容は様々です。 
どうしたらもっとよくなるのかを考え、いまも改善を続けています。 
是非そんなRSTを一度見に来てください。 

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 午後の部 

＜ルーム1＞ 
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企業名 株式会社エイエイピー 

本社所在地 
静岡市駿河区森下町3-6 

事業内容 

■広告企画制作■HP制作、システム開発、広告運用 
■映像企画制作■印刷物制作■リノベーション事業■飲食事業 
 
 

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／半日オンラインタイプ  
zoomチャット機能を使用した先輩社員との質疑応答や、キャッチコピー作り体験等 

貴社PR 

当社は総合広告会社として69年の歴史と全国10拠点のネットワークを有しています。
扱い品目も多岐に渡り、広告立案、デザイン・コピー、撮影、媒体、SP、WEBソリュー
ション、イベント企画・運営、刷物、など、クライアントが求めるあらゆるニーズに応える能
力を自社内に備えています。 

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 午後の部 

＜ルーム2＞ 
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ロゴ 

企業名 エンシュウ株式会社 

本社所在地 
静岡県浜松市南区高塚町4888番地 

事業内容 
マシニングセンター、半導体レーザー加工機等の金属工作機械の製造・
販売、輸送機器部品等の受託加工 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／大学3年生、大学院1年生 
実施プログラム／ 
①対面式ワンデー仕事体験（理系） 
②オンラインワンデー仕事体験（文系・理系） 

貴社PR 

「世界の生産現場を支える、東証一部上場の老舗工作機械メーカー!」 
・工作機械メーカーと部品加工メーカーの2つの顔を併せ持つユニークな会社です。 
・顧客ニーズに合わせた専用設計の機械づくりで、新たな技術に触れ、自己の成長を
感じながら、仕事をしていただくことができます。 
・令和２年度 浜松市ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証を取得! 
・風通しの良いアットホームな社風で、若手が活躍できます! 
 

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 午後の部 

＜ルーム3＞ 
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企業名 遠鉄建設株式会社 

本社所在地 
浜松市中区下池川町60-1 

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2年、3年、短大、専門学校、大学院1年生 
実施プログラム／土木・建築系学生向け現場見学・現場体験など 

貴社PR 

「地域とともに歩む」遠鉄グループの総合建設会社です。 
・遠鉄グループならではの福利厚生・優待制度が充実 
・社員一人ひとりの技術向上に必要な研修や資格取得を支援する制度が整っていま
す。 
・静岡県西部エリアを中心に事業を展開しています。だから転居を伴う転勤なし。 
・14社展開する遠鉄グループならではのユニークな仕事もあります。 
 

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 午後の部 

ロゴ 

＜ルーム4＞ 
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企業名 遠鉄システムサービス株式会社 

本社所在地 〒430-0934  
静岡県浜松市中区千歳町91番地の1 （遠鉄モール街ビル2階） 

事業内容 ICTを活用したお客様の課題解決 

インターンシップ
プログラム 

対象者：大学生、大学院生、短大生、専門学校生の皆様 
実施プログラム： 
・アプリケーションエンジニア体験 
・インフラエンジニア体験 
・ソリューションセールスエンジニア体験 
・先輩社員との座談会 

貴社PR 

・遠鉄グループのIT企業です！BtoB事業なのでご存じない方が多いか
も？ 
・民間企業、官公庁、遠鉄グループなど様々なお客様をICTでサポート！ 
・システム開発、インフラ構築、教育支援など幅広い業務が経験できま
す！ 
・本社は浜松駅から徒歩5分！とっても通いやすいです！ 
・文系出身のエンジニアも多数！OJTを通じて基礎から学べるので安心！ 

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 午後の部 

＜ルーム5＞ 
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企業名 株式会社小林製作所 

本社所在地 静岡県富士市水戸島2-1-1 

事業内容 製紙機械、産業機械の開発・設計・製造・販売 

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> 
   各技術職の業務体験（機械設計、電気設計、研究開発） 

貴社PR 

＜Go Global From Fuji～世界に見せよう、日本のモノづくり～＞ 
1.受注生産によるオーダーメイド製品でお客様のニーズに応えるモノづくり！ 
2.製紙機械一式をエンジニアリングできる技術力は、国内唯一です！ 
3.当社産業機械は、スマホや電気自動車生産を支えています！ 
4.有給消化率70％以上、充実した福利厚生でワークライフバランスを実現 

 

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 午後の部 

＜ルーム6＞ 
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企業名 株式会社五味八珍 

本社所在地 静岡県浜松市東区小池町2424-3 

事業内容 
中華ファミリーレストランの展開、自社工場での食品製造、 
食材販売（卸売、通信販売） 

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／ 
【ガイダンス】外食業界の仕事・役割・やりがい・今後の見通し 
【工場見学】非公開の自社工場をご案内！自社工場だから出来ること 
【調理研修】研修施設・マニュアルから商品と教育のこだわりをご紹介 

貴社PR 

・おかげさまで創業50年！静岡県を中心に49店舗のレストランを展開中！ 
・こだわりの商品、心のおもてなしを大切にしています。 
・自社工場では1日に24万個もの浜松餃子を生産！ 
・浜松餃子はスーパーの惣菜コーナーや冷凍食品コーナー、インターネットでも販売！ 
・エビチリやしゅうまいなど多くの冷凍惣菜を開発し、コロナ禍でも家庭の食事を支援！ 
・店舗さながらの研修施設、動画マニュアルがあるので、未経験でも成長出来ます。 

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 午後の部 

＜ルーム7＞ 
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ロゴ 

企業名 株式会社静鉄ストア 

本社所在地 
〒420-8555 
静岡県静岡市葵区末広町95番地 

事業内容 
「安全・安心・健康・美味しい・楽しい」をモットーに、静岡県内31店舗のスー
パーマーケットを展開しています。 

インターンシップ
プログラム 

対象学年／ 
2023年3月卒業見込みの方（大学院・大学・短期大学・専門学校）  
実施プログラム／ 
【対面】「商品が売れるまで～商品製造・POP作成を通じたスーパーマーケットのリアル～」  
【WEB】「半日オンライン仕事体験～業界について知り販売施策を考えよう～」  

貴社PR 

 
・地域を支える食のインフラ、地元に貢献したいという思いから就職を決める社員も多数 
・「安全・安心・健康・美味しい・楽しい」を追求した、価値訴求型の食品販売が特徴！ 
・食育推進や環境保全など、SDGsに関する活動にも本気で取り組む 
・女性はもちろん、男性も育休！新入社員のメンター制度等、働きやすい職場環境 

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 午後の部 

＜ルーム8＞ 
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企業名 シブヤ精機(株) 

本社所在地 浜松市東区篠ケ瀬町630 

事業内容 
選果機や自動化システムの設計開発・製造・販売を行うオーダーメイド
機械メーカーです。お客様の思いを形にするため開発からメンテナンスまで
一貫体制をとっています。 

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／ 
1day仕事体験：会社説明・工場見学・グループワークなど 
2～5daysインターンシップ：AIによる画像処理、青果物の成分分析、CADを用
いた機械設計、図面からの機械組立などカスタマイズして提供します。 

貴社PR 

・選果機のシェアＮｏ．１！国内唯一の総合選果機メーカーです。 
・ＡＩ、協働ロボ、ハプティクス技術など、新しい技術も積極的に実用化しています。 
・食・農を支える機械メーカーで、不況に強い安定した会社です。 
 コロナ下でも増益を実現！ 
・遠方の方は独身寮(借上社宅)あり。 
 研修・福利厚生は東証一部上場の親会社に準じています。 

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 午後の部 

2019年の夏インターンに参加後入社した社員 

＜ルーム9＞ 
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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） 

インターンシップ
プログラム 

対 象 学 年   ／特に定めはありません 
実施プログラム／▼今後のインターンシップ予定▼ 
           「1day企業セミナー ～先輩行員と語る～」 11月27日 
           「2days インターンシップ」 12月27日～28日 
           ※詳細は『採用マイページ』よりご確認いただけます。 
                https://mypage.3150.i-webs.jp/shimizubank2023/ 

      左下QRコードからもアクセスすることが可能です！ 

貴社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長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想いを持ち、 
 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！ 

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 午後の部 

＜ルーム9＞ 

https://mypage.3150.i-webs.jp/shimizubank2023/
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企業名 社会福祉法人城ヶ崎いこいの里 

本社所在地 静岡県伊東市富戸1219-5 

事業内容 社会福祉事業（高齢者、障がい者、児童） 

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／ 
◉１dayインターンシップ（オンライン）一般学生向けキャリア支援コース 
                       福祉学生向けキャリア支援コース 
               （対面）  丸わかり！地域✖︎福祉の職場体験コース 

貴社PR 

①「福祉の国家資格」取得に必要な費用を最大10万円まで補助する制度あり！ 
 
②希望休が取りやすく、「休暇」に対して柔軟！男性職員の育休増えています！ 
 
③法人内キャリアコンサルタントが入職後から面談実施。キャリアを一緒に考えます！ 

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 午後の部 

＜ルーム11＞ 
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企業名 スズキ教育ソフト株式会社 

本社所在地 
静岡県浜松市東区植松町61-1 
 

事業内容 
・学習支援用・校務支援用パソコンソフトの開発・販売 
・家庭教育用パソコンソフトの開発販売 

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／冬＃1 仕事紹介 ～企画部編～（12月10日） 
          冬＃2 仕事紹介 ～営業部編～（1月14日） 
          冬＃3 仕事紹介 ～開発部編～（2月4日） 
          冬＃4 仕事紹介 ～総務部編～（2月18日）  

貴社PR 

製品の企画・開発に際しては、全国の教育委員会や学校へ訪問し、
先生方と共同研究をしています。また、学校や教育委員会での製
品研修会や電話サポートなど活用促進にも力を入れており、学校
現場から高い評価を得ています。 
ソフトウエア開発を通じて、日本の「教育の情報化」を支えています。 

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 午後の部 

スズキ教育ソフト 浜松本社 

＜ルーム12＞ 
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企業名 静清信用金庫 

本社所在地 静岡市葵区昭和町2番地の1 

事業内容 
預金・融資・為替業務を通じた金融サービスの提供、お客さまの夢の実
現と課題解決を支援する相談（コンサルティング）業務。 

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／～100通りの静清信用金庫～2daysオンラインインターンシップ 
・「せいしん」に出会うところから、入庫し様々な困難を乗り越え、楽しさ、やりがいを感
じるところまで、おおよそ5年間を体験できる『タイムトラベルインターンシップ』！！ 
・ほとんどが『ワーク』の時間で、テンポ良く進んでいきます。 

貴社PR 

・2022年3月に創立100周年を迎える歴史ある信用金庫。 
・「そうだん力が、せいしん力」 様々な相談業務を通し、お客さまの夢を叶える、とても
やりがいのある仕事です。 
・「健康経営優良法人2021(ホワイト500)」に県内信用金庫で初認定。働きやすい
職場環境が自慢です。 
 
 

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13＞ 
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企業名 ＡＬＳＯＫ 綜合警備保障(株) 

本社所在地 
東京都港区元赤坂1-6-6 

事業内容 
セキュリティシステム及びサービスの企画、開発、販売 

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／1day 
警備業とALSOKの仕事を学ぶ（講義）、社会人として役立つ自己紹介＆コミュニ
ケーション術（グループワーク） 

貴社PR 

・安定の東証一部上場企業。8期連続給与ベースアップ中！ 
・事業拡大中！（介護、ビルメンテナンス、海外進出等） 
・東京2020オリンピックでは、オフィシャルパートナーとして重要な役割を果たしました。 
・静岡県内3支社あり（浜松、静岡、沼津） 
・転居を伴う転勤は、管理職になるまでありません。 
・入社後のキャリアチェンジ可能。様々な職種にチャレンジできます。 
・プラチナホリデー制度（年１回、９日間以上の連休を取得可能）あり。 

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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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） 

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、大学院1年生 
 
実施プログラム／対面・WEB開催 
①金融・保険業について  ③お客様との接し方 
②第一生命について    ④先輩座談会 

貴社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★ 

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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企業名 株式会社ドゥシステム 
 

本社所在地 
静岡県三島市玉川465-1 
 

事業内容 
ソフトウェア開発(移動体通信・プリンタ組込、制御装置・POSシステム など） 
ヘルスケアシステム・地域情報サイト運営 

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／LINE BotとGAS(Google Apps Script)を利用した 
時刻表BOTプログラムに潜むバグ探し、修正を体験できる内容を予定して
おります。【言語知識不問です！】 
開発の流れとテスト実施の重要性についても学べます。 

貴社PR 

《PRポイント例》 
・大手メーカーとの直接取引で安定経営 
・技術習得に会社全体でバックアップ 
・ドゥシステムは「愛され、見本となる会社」を目指しています！ 
・社員主導で様々な取り組みにチャレンジしています 
・年間休日125日以上  

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16＞ 
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企業名 浜名湖競艇企業団 
 

本社所在地 
〒431-0398 
湖西市新居町中之郷3727番地7 

事業内容 
公営競技『モーターボート競走事業』の運営をし、地方財政に寄与する
ことで地域社会の発展・社会福祉に貢献しています。 

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／3Daysインターンシップ 
期間中は、ボートレース業界の説明や場内見学、職務体験等を実施します。最終日
には、ボートレース浜名湖70周年企画立案を行っていただきます。 
学生の皆さんの柔軟な発想で画期的なアイデアが生まれることを期待しています！！ 

貴社PR 

・職員は全員「地方公務員」になります！ 
・R2年度売上719億円！対前年度比144％ コロナ禍でも成長企業です！！ 
・休暇最高！★★★有給取得平均17.9日・取得率90.2％（R2年度）★★★ 
・「地域への貢献」 これまで浜松市863億円・湖西市549億円を配分しています。 
・駅近立地！東海道線新居町駅より徒歩10分で通勤可能！もちろん車でも可！ 
・静岡県内でボートレースの仕事ができるのは「浜名湖競艇企業団」だけ！ 

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 ビヨンズ株式会社 

本社所在地 富士市大渕2429-3 

事業内容 
自動車及び産業部品、コーティング、金型治工具の３つを柱としていま
す。 
お客様にとっての『最適』を提供することを可能としています。 

インターンシップ
プログラム 

『Web』 『対面』ともに開催します！ 
 
Web開催・・・・おうち時間等を有効活用し、短時間でビヨンズがわかる内容です。 
 
対面開催・・・実際にビヨンズのものづくりに触れていただく非常に濃厚な仕事体験です。 
         *参加学生すべての方に【世界に一つだけのお土産】あり！ 

貴社PR 

・グローバル展開（中国、タイ王国、メキシコ）総勢：約930名 
・一貫生産体制により、一連の工程をビヨンズのみで完結が可能 
・金型部門では、商標登録や特許取得物が多数あり 
・文系/理系ともにあらゆる職種で大活躍中！ 
・土日休みで、プライベートも充実！年間休日120日以上！ 

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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企業名 株式会社ヒラテ技研 
本社所在地 愛知県名古屋市中区錦1-6-5 

事業内容 
自動車、家電、物流・産業機械、電気・電子回路、ソフトウエア、建築
等 、あらゆる業界・業種の開発・設計を行っています。 
 

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)設計・開発エンジニア(機械・電気電子・情報) 
  設計・開発エンジニアの仕事を、キャリアデザインプログラムを通じて  
  疑似体験出来る企画となっています。  
(2)建築設計 
  大手ハウスメーカーの設計ブレーンでもある当社。 
  BIMシステムを用いた設計ノウハウを感じられる設計実体験を通して  
  業界・仕事内容・当社の強みを理解して頂ける1Day企画です。 

貴社PR 

機械設計、電気・電子回路設計、ソフトウェア開発、建設設計とモノづくりの様々な分
野で、大手メーカーなどお客様のパートナーとして業務に取り組んでいます。 
その中であなたの得意分野を活かし、エンジニアとしての幅を拡げて下さい。 
やりたいことを自ら見つけ、それに向かって努力する情熱を持った人には大きなチャンス
がある会社です。「こうなりたい」という強い気持ちを持った方を最大限に評価し、みなさ
んの成長を全力でアシストします！ 

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19＞ 



＜ルーム20＞ 
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企業名 株式会社文理学院 

本社所在地 
山梨県都留市上谷６－１２ｓ－３０ 

事業内容 総合進学塾及び現役予備校の運営 

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／ 
①先生のシゴト大研究～学校と塾の違いとは？～                      
②授業研修体験 
  現役講師と研修担当者にいろいろ聞いてみよう 

貴社PR 

・集団授業を軸に、手厚い個別対応で生徒数を増やしています 
・営業活動はなし！その分、生徒対応と授業のスキルアップに時間を使うことができま
す。文理学院は『生徒が集まる塾』 
・授業をして生徒とかかわり続けられる環境。社長も少ないながらも授業を持っていま
す。 
・子供に関わる企業として、真剣に子供たちの未来を考えています。SDGｓ活動を積
極的に行っています。(子ども食堂寄付活動、奨学金制度、環境保全活動等)      
 

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21＞ 
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企業名 医療法人財団 百葉の会 

本社所在地 静岡県富士市鮫島348-4 

事業内容 病院・クリニックなど《医療サービス》の提供 
介護老人保健施設、デイサービスなど《介護サービス》の提供 

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／2コース実施中！文理不問・どなたでも参加いただけます。 
■サービス業で活躍するひとを探る！自己分析＆サービス業の極意発見型ワーク 
■楽しく学ぶ！オレンジ色の施設からの脱出！謎解きで学ぶ医療＆介護 
WEB開催・対面は現在準備中・・・ 

貴社PR 

★静岡県内に20施設以上を運営！ 
 富士市・富士宮市・静岡市・伊東市 勤務地が選べる・幅広い業務ができる！ 
★高齢者施設ランキング 全国7位の「湖山医療福祉グループ」に加入！ 
★最新かつ、丁寧な研修・育成環境が整っています！ 
 未経験・無資格の職員も続々入職⇒活躍できる職場！ 
★女性が活躍する法人 ⇒ 女性の働きやすさを探求！院内保育室もアリ 
★感染対策も充実！ワクチン特別休暇アリ・PCR検査も職場で受けられる！ 

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23＞ 
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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 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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