
会社名 株式会社 アイ・エム・エス 業種 加工業 担当者 中山 翔太

【対象求人】
募集職種

・【大卒等】製造職（紙・フィルム加工）
一般事務職（PC操作）

採用予定地 富士市内

企業PR 社員の3分の１が20代の会社です！

みんなの生活と共に！
電子部品の梱包材、
“キャリアテープ”

の加工会社！アイ・エム・エス
です！

製造職は、数人１チームとなり生産を行っていきますので、未経験者
でも大丈夫です！事務職は、PCによる生産記録の入力や検査を行っ

て頂きます。どちらも年齢の近い社員がサポートします！社内イベント
も充実！仕事は仕事、遊びは遊び！メリハリのある職場です！

気になった方は、是非当
社ブースにお立ちより下
さい！
☆お待ちしております☆



会社名 株式会社アイティエス 業種 情報サービス業 担当者
コーポレートカル
チャー本部
石川節子

【対象求人】
募集職種 ・【一般】機械整備（既卒3年以内可）

採用予定地 伊豆の国市

企業PR 「地域に根付き安心して働ける会社」が
創業1975年からの創業理念です

◆30代40代の方が活躍中！機械のメンテナンス経験者募集

メンテナンス技術を一緒に磨いていきませんか？



会社名 ＡＬＳＯＫ昇日セキュリティサービス株式会社 業種

【高卒】【大卒等】
【一般】

（既卒３年以内可）
募集職種

警備職（施設警備）
立哨・受付・入退管理・巡回等が主業務 企業PR

日立グループをはじめ、大手企業の施設の
安全と安心を守っています！

採用予定地

警備業 担当者 採用グループ

沼津市 転勤 原則なし

当社の前身である『日立セキュリティサービス』が設立されたのは1997年。日立グループの工場をはじめ、

研究施設、オフィスビルなどの受付や警備業務を日立グループ唯一の警備専門会社として担ってきました。

2017年2月に『ALSOK昇日セキュリティサービス』としてALSOKグループに編入し、新たなスタートを

切りました。現在でも日立グループをはじめ、大手企業の施設の安全と安心を守っています。

あなたもＡＬＳＯＫグループの一員として活躍してみませんか？

企業の特徴・魅力は？

日々のルーチンワークを確実にこなし、施設や

働く方の安全と安心を確保することはもちろん

重要です。ただ、この仕事の楽しさは臨機応変

に対応していくこと。マニュアルにない、些細

と思える問題の解決が安全を確保しています。

あなたの意見や提案が仕事になっていく・・・。

それがこの仕事の面白さです。

当社スタッフは、１0代から60代の方とさまざ

まな仕事に就かれていた方たちが活躍しています。

警備の仕事が初めてでも入社時研修配属後も教育

制度やOJTにより実務スキルを磨いていただけま

す。先輩も未経験からスタートした方も多く、困

ったことには何でも相談してください。

先輩社員からのメッセージ（警備職）

はじめはテレビCMの影響もあって体格のいい人のハードな仕事といったイメージが
ありました。でも、知人から紹介されてわかった実際の警備は、サービス業の要素
も求められるやりがいのある仕事だったのです。入社後は、仕事に関する知識もス
キルも全くなかったので、新任研修からスタート。警備業法について学ぶ法定教育
をはじめ警備職として必要な基本知識をしっかり身に着け、現場に配属になりまし
た。現場は日立グループの情報関連事業を展開するオフィスビルの常駐警備、来場
者の受付や出入管理、玄関での立哨（見守り）、巡回、モニター監視等の業務を担
当することになりました。もちろん現場でも、経験豊富な先輩社員が常駐していて、
実戦的に業務を教えてもらうことができたのです。全く知識も経験もなかった自分
が着実にスキルを身に着けることができたので、皆さんも安心してください。

警備職
（入社１２年）

前職でも、施設の常駐警備をしていました。仕事そのものにはやりがいを感じて
いたのですが、如何せん勤務条件に問題がありました。休みが不定期で少なく、
ずっと働いていくことができるか不安を感じたのです。そこで、転職を思い立ち、
先輩から紹介された１社が当社でした。ホームページをチェックすると、日立グ
ループの施設を主に警備していて、勤務条件等も納得いくものでした。実際入社
して、この判断に間違いはなかったと思っています。24時間のシフト勤務である
ことは同様なのですが、現場に配属されている警備員の人数が充足しているので、
シフトどおり休みを取ることができます。以前に比べて体力的に非常に楽なった
ことはもちろん、休みのスジュールも立てやすいので、オフタイムも充実してい
ます。ずっと頑張っていける手ごたえを感じています。

警備職
（入社３年）

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください
【本件担当】人事部応募専用窓口

TEL 03-5295-7240

メール ss.recruit@sjt.alsok.co.jp



会社名 アルムメディカルサポート株式会社 業種 製造業（製造請負） 担当者 採用部 飛髙康弘

【対象求人】
募集職種

・【一般】技能工（医療器具の組立・検査）
・【高卒】技能工（医療器具の組立・検査）

採用予定地 富士宮市舞々木町

企業PR モノづくりで医療業界を支える会社です

医療器具の製造：軽い製品を扱う軽作業

簡単な機械操作による加工や組立、目視や顕微鏡を
使った製品検査など、世代を問わず活躍できます！

医療機関で心臓疾患の治療や検査などに使われる小さな器具を作ります。
モノづくりを通して社会に貢献できるやりがいのある仕事です。
入社後は、自社研修センターにて５日間の研修からスタートします。
実技の実習に加え、座学にて工場で安全に働くためのルールや心構えなど、
全てをイチから学べる研修です。未経験の方もどうかご安心ください。
入社のタイミングは即日～３か月程度先までご相談いただけます。

社員寮：きれいなワンルーム寮完備

生活家電・寝具付き、電動アシスト付自転車貸与、
Wi-Fi無料、寮費サポート有

入寮される方の旅費は全額支給！
引越費用の会社負担もあります！

勤務地：富士宮市



会社名 大場機工株式会社 業種 製造業 担当者 管理部 総務課
髙栁真一

【対象求人】
募集職種

・【高卒・大卒等】ステンレスパイプの製造(既卒3年以内可)
・【高卒・大卒等】ステンレスパイプの切断及び2次加工(既卒3年以内可)
・【高卒・大卒等】光ファイバー関連製品の組立及び加工(既卒3年以内可)

採用予定地 富士宮市

企業PR 提案型企業として、社会に貢献します。

◎本社

我が社の魅力
●世界の誇れるオンリーワンの技術を持っています。
●週休２日制（土・日）で年間休日が１２５日あります。
●日勤のみです。
●軟式野球が県内トップクラスです。

◎第２工場

当社の部品は、 医療機器、半導体製造装置のセンサーなど 様々な分野で使用されています。



Facebook

会社名 ／ 施設運営事業部 業種 加和太建設は建設業ですが、
施設運営事業部はサービス業 担当者 施設運営事業部

採用担当/土泉

【対象求人】
募集職種 【一般】 まちづくり事業 変革・推進メンバー

採用予定地 三島市、沼津市、富士宮市、長泉町、函南町

企業PR 人､企業､行政と連携して事業の魅力をプロデュース！

既存事業の拡大や売上UP、新規事業企画を担う人材を募集します！

Twitter

Instagram

・まちに賑わいを生み出し、地域活性に貢献！
・静岡県東部を拠点に、まちを変えていく醍醐味を感じる！
・前例のない取り組みに挑戦！

施設運営事業部
サイト



会社名 一般財団法人休暇村協会
休暇村 富士 業種 リゾート事業、宿泊業 担当者 総務担当

白井

【対象求人】
募集職種

・【高卒】ホテルスタッフ・調理師（既卒３年以内可）
・【大卒等】ホテルスタッフ・調理師
・【一般】ホテルスタッフ・調理師

採用予定地 富士宮市

企業PR 自然にときめくリゾート

全国各地の国立公園国定公園の中に宿泊業を中
心とするリゾート施設を管理運営する休暇村協会。

その中でも休暇村富士は富士山を一望するロケー
ションが自慢の施設です。

単なるホテル宿泊事業だけでなく、「お客様」と「自
然や地域」をつなぐため、体験プログラムや、地元
産品の紹介などの取り組みをしています。



会社名 興亜工業 株式会社 業種 製紙業(紙・パルプ) 担当者
人事部 人事課
田杉 允紀

【対象求人】
募集職種

【一般】製紙技術職

採用予定地 富士市(比奈)

企業PR
創業81年の段ボール原紙メーカー
今年度の賞与実績5.6ヶ月！

【事業紹介】

・創業81年の段ボール原紙を主に製造する製紙会社
・丸紅グループ企業
・東京ドーム4つ分の敷地に
大型抄紙機4台とボイラー，排水処理設備等を保有
・原料のほぼ100%が古紙、環境にも優しい
・年間生産量は約52万トンで
段ボール原紙生産量は全国第6位
単一工場での生産量は全国第4位(2021年度実績)
・安定した需要で安定操業、
今年度の賞与実績は5.6ヶ月分！

【職場・職務紹介】

工場で紙の製造に直接関わるお仕事になります
(大型抄紙機の運転や設備のメンテナンス等)
・平均年齢36.7歳で若い方が活躍されています！
・静岡県だけでなく、県外(九州など)出身の方も
多く活躍されています。
・未経験の方でも、上司や先輩社員がサポート！
・従業員同士で協力して、有給などを取りやすい
環境になっています。
・工場にはサウナ付きの大浴場があり、タオル等も
完備されているで、就業後に汗を流せます！



会社名 山九株式会社 静岡支店 業種 機械据付、物流、建設
業 担当者 人事担当

瀧口 就

【対象求人】
募集職種

・【高卒】機械整備、フォークリフト、クレーン作業他
・【大卒】スタッフ業務、営業、機械工事、フォークリフト作業他
・【一般】機械整備、フォークリフト、クレーン作業他

採用予定地 御殿場市、裾野市、静岡市、浜松市、横浜市、相模原市
等（静岡・神奈川県内各拠点）

企業PR お気軽にどうぞ！

採用ページ
https://sankyu-recruit.com/jobfind-pc/

ホームページ
https://www.sankyu.co.jp/



会社名 株式会社三幸コーポレーション 業種 総合人材サービス 担当者 総務人事グループ
寺 尾

【対象求人】
募集職種

・【一 般】 営業職 ／ 採用コーディネーター
・【一 般】 事務職
・【大卒等】 事務職（既卒3年以内可）

採用予定地 沼津市、富士市、静岡市、藤枝市、掛川市、
磐田市、浜松市、愛知豊田市（※転居を伴う転勤なし）

企業PR 安心・安定して長く働ける職場環境が自慢です！

営業職

人材と企業をつなぐ未来創造COMPANY
｢人の和を大切にする｣社風が自慢の当社で、｢人｣に接する仕事をしてみませんか? 

事務職

採用担当

求人に関する
ご質問やご相談等、
お気軽にお問合せ下さい。
当社ブースで
お待ちしております！

お客様に提案する人材採用として、求人作成や面接～入社対応、就業後のサポートまでを行います。
営業は既存のお客様へのご提案がメイン。ノルマ設定はなく、チームの目標に向かって1つずつ業務を進めていきます。

営業と連携をとりながら、当社派遣スタッフの勤怠管理、請求、給与計算、を中心に行います。
基本は事務所内業務ですが、電話・来客応対など、時には会社の顔・代表として、丁寧なご応対を徹底しています。



会社名 株式会社サン・プランナー 業種 サービス業 担当者 採用担当
海野(ｳﾝﾉ)

【対象求人】
募集職種

・【大卒】 総合職
・【高卒】 製造職
・【一般】 営業職
・【一般】 経理職

採用予定地 沼津市、富士宮市、藤枝市

企業PR 志事は、何をするかではなく誰とするのか

23卒＊冬採用

【総合職】
目指すはイケてる

社会人!

「仕事が楽しすぎる!!
仕事も家庭も両立できる
職場で働けて本当に
良かった♪」

「転職して驚いたことは
社内の風通しの良さ！
社員の中の良さ！」

「リスペクトできる
上司に出会えた！

ここでなら納得いくまで
挑戦し続けられると

思った！」

「遠方から来たけど、
温かい地域柄と
温かい人たちに囲まれて
志事が出来て幸せ♪」

中途

【営業職】
目指すはイケてる

中堅!

中途

【経理職】
目指すはイケてる

間接部門!

高卒

【製造職】
目指すはイケてる
工場ワーカー!

「面白い上司と
可愛い後輩・・・。

オンオフのメリハリが
心地よい！

目指すは成績TOP！」



会社名 新倉工業株式会社 業種 営業職、経理職、
製造職 担当者

総務部人財教育
グループ
勝浦輝彦

【対象求人】
募集職種 【一般】法人ルート営業、経理職

採用予定地 静岡県御殿場市神場

企業PR 創業70年を超える総合バルブメーカーです



会社名 富士センコー運輸株式会社 業種 物流業 担当者 経営企画部 風間

【対象求人】
募集職種

・【高卒】 出荷管理作業員（既卒3年以内可）
・【一般】 出荷管理作業員

採用予定地 静岡県富士市

企業PR 未来潮流を創る企業

大手ドラックストアーやホームセンターで取り扱っている商品を当社物流センターを経由して店舗へ
出荷しています。その店舗仕分けに従事するパート従業員を束ね、安全で効率良く店舗へ配送で
きるように運営管理をするお仕事に携わって頂きます。



会社名 業種 卸・小売業 担当者 総務グループ/
井出

【対象求人】
募集職種

・【大卒・既卒3年以内】営業職・事務職
・【一般・既卒５年程度】営業技術職

採用予定地 富士市、長泉町

企業PR 創業110年を迎えた老舗企業です！

• 【営業職】既存のお客様へ訪問営業
• 【事務職】営業アシスタント 注文入力及び売上作業を行う内勤
• 【営業技術職】機械の販売から設置、調整等の営業

募集職種

• 【営業・営業技術職】１～２名
• 【事務職】１～２名

採用予定人数

•本社（静岡県富士市）
•沼津支店（静岡県駿東郡長泉町）
•※勤務地は応相談

勤務地

工業用ゴム、プラスチックなどの工業用資材を販売する会社です！

Office

Company Travel

時代やお客様のニーズに合わせて会社を
変化させながら、進化していく会社です。
一緒に働く仲間を募集しています！



会社名 明電システムソリューション株式会社 業種 ソフトウェア 担当者 総務部採用担当
堀内・佐藤

【対象求人】
募集職種 ・【大卒等、一般】ＩＴエンジニア

採用予定地 沼津市

企業PR 最新技術に触れられる環境で
エンジニアとして成長！

当社は、(株)明電舎のグループ企業です。
「電力」「上下水道」「鉄道」などの
『監視制御システム』を主軸に開発し、
ＩＴ技術で社会インフラを支えています。
そして、常にお客様に安心や喜びをもたらす
ソリューション企業を目指して、ＤＸを推進
し、新たなビジネスを創造しています。

◇平均勤続年数が23.6年と低い離職率!!
◇提案～導入までのサポートを一貫して担当。

システム開発～保守まで一貫して携われます！
◇年間休日128日でワークライフバランス◎
◇NO残業デーを毎週水曜日実施‼その他にも

20時以降の残業抑制を会社全体で推進‼



会社名 社会福祉法人 愛誠会 業種 福祉事業 担当者 望月

【対象求人】
募集職種

・【高卒】生活支援員
・【大卒等】生活支援員、保育士、児童指導員（既卒３年
以内可）

採用予定地 静岡市、藤枝市、島田市

企業PR 継続的な新卒採用により若い世代が活躍中！

障がい者支援 障がい児支援
「奉仕のこころ」を柱に、

福祉の世界にあたたかい風を

「誠実な気持ちで他者を愛する」
愛誠会の名前にはそんな想いが込められています。



会社名 アイテック株式会社 業種 サービス業（下水道業） 担当者 名古屋支店
長谷川

【対象求人】
募集職種 ・【 一般 】官公庁施設管理職員

採用予定地 静岡市、牧之原市

企業PR 生活に欠かせない安定性のある企業です。

アイテックは人々の生活を支える官公庁の浄水場、浄化センター、
環境プラントの運転、保守点検、を行っている企業です。

• 確かな技術力で官公庁をはじめとする取引先の信頼も厚く、業
界大手でありながら年々シェアを伸ばしています。

①技術力と信頼性

• 人々の生活を支えるインフラ事業を主としているため、安定性が
高く、景気動向やコロナ禍の影響を受けません。

②安定性

• 資格手当や資格支援制度が充実しており、自分自身を成長させ
ることができる環境が整っています。

③成長



会社名 株式会社 イデア 業種 エンジニア業 担当者 人財開発部
採用課 渡邉

【対象求人】
募集職種

・【高卒・大卒・一般】
機械・電気電子設計、ソフト開発、評価実験、

CAD作図、機械加工、組立、検査業務

採用予定地 静岡県静岡市、藤枝市、富士市、牧之原市 他

企業PR 研修体制も充実。未経験の方も安心してスタート出
来ます。一生涯活躍出来るエンジニアを目指します

■事業内容
自動車・家電製品、設備などの地元の大手製造
メーカーや優良企業と一緒にタッグを組んで、設
計・開発～評価実験、部品加工、組付などを担当
しているエンジニア集団。研修体制も充実してい
るので、初めての方でも安心してスタートするこ
とが出来ます！

■特徴
【１】未経験の方大歓迎！

設計や開発というと専門職ということもあって、
経験が必要なイメージもあるかと思いますが、
教育体制充実してますので、はじめての方でも
安心してスタートが可能。

【２】地元で安心して長期業務が可能です！
【３】フォロー体制も充実

◎先輩社員からのメッセージ
《１》仕事内容

イデア社内で業務を担当する「技術課」で、基板検査
機アプリ・アンドロイドアプリのテスト業務や評価
仕様書の作成、プログラムの作成などを担当してます。

《２》入社して良かったこと
職場や会社の雰囲気はとても「明るい」感じです。
いい意味で「自由が利く会社」で、仕事のペースや
進め方も色々と相談が出来る職場です。分からない
ことなども直接指導してくれる先輩社員がとなりに
いてくれて、色々と教えてもらいながら進めてゆける
ので、非常に仕事しやすい環境です。

《３》目標は？
スキルアップしてゆきながら、1つの
業務を担当出来るソフト開発系の
エンジニアへ成長してゆきたいです。

《４》後輩へメッセージ
何事も興味を持って取り組む姿勢が
大事だと思います。初めてでも
スタート出来る環境もそろってます
ので、是非一度話を聞いてみませんか？



会社名 株式会社アクタガワ 業種 福祉サービス 担当者 人財開発グループ
坂平

【対象求人】
募集職種 ・【高卒・大卒・一般】介護職

採用予定地 静岡市

企業PR 一人一人の希望に合わせた働き方ができる
会社です！

静岡県内に25施設、静岡県中部（静岡市葵区、駿河区、清水区）に15施設展開

☆ここがポイント☆ みなさんの働き方を支える様々な制度の一例を紹介します

◎子育てと仕事の両立

子どもが小学校3年生までは短時間勤務が可能 勤務例：9：00～16：00

子どもを保育園に預けた場合、保育料を最大35,000円補助

◎資格取得支援制度あり

介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修無料受講可能

初任者研修を取得すると資格手当5,000円付与

介護福祉士を取得すると資格手当14,000円付与



会社名 株式会社イカイコントラクト 業種 製造請負・人材派遣業 担当者 総務部
家原・二藤

【対象求人】
募集職種

・【大卒等】人材派遣の営業・人材コーディネーター
・【高卒】（請）CD/DVDの製造加工
・【高卒】（請）自動車用照明器具の製造 他
（すべて既卒3年以内可）

採用予定地 藤枝市、牧之原市、静岡市、吉田町

企業PR まだ間に合う！イカイでやりたいことを見つけよう！

①営業職・人材コーディネーター ②ＣＤ・DVDの製造・加工業務・自動車用照明器具の製造

CDやDVDのディスク成形機の
オペレーター業務 ディスクの包装業務

イカイグループは

主に弊社派遣先へのルート営業と人材提案・派遣スタッフの
面談を行っていただきます

自働車用照明器具の製造

月に１度、集合教育を行い、
スキルアップを図っています

コントラくん人をつなぐ、力をつなぐ



会社名 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 業種 製造業 担当者 総務部 村山

【対象求人】
募集職種

・【一般・大卒・高卒】製造技術職
・【一般・大卒】営業
・【一般・高卒】工務（社内設備保守）
・【一般】仕入業務、システムエンジニア、物流管理

経理・会計、総務・人事・労務

採用予定地 静岡市駿河区内

企業PR 皆様の健康生活をサポート！
サプリメント・化粧品の製造会社です！

工務

社内設備保守のお仕
事です。

資格保有者には資格
手当が付きます。

経験者歓迎！！

営業

健康食品・化粧品販
売会社への企画提案

営業です。

内勤営業で週に1度
程出張に行きます！

製造技術職

健康食品（サプリメン
ト）・化粧品の製造オペ
レーターのお仕事です。

1から丁寧に
教えます！

仕入業務

原料の仕入れや取引
先との価格交渉など
を行うお仕事です。

システムエンジニア

社内のPCに係るシス
テム・ネットワークの
保守・管理をするお仕

事です。

経理・会計

金銭管理や年次決算
業務などのお仕事で

す。

若い方達が活躍中！
物流管理

フォークリフトを使用
した倉庫内作業のお

仕事です。

未経験者でも大丈
夫！入社後に資格取
得をサポートします

総務・人事・労務

雇用保険・社会保険
の届出などの総務関
係から新卒・中途の
採用活動などの人事
関係まで幅広いお仕

事です！



会社名 エスピトーム株式会社 業種 警備業 担当者 総務部
御園生・鈴木

【対象求人】
募集職種

・【高卒】総合職／警備職（既卒3年以内可）
・【大卒等】総合職／警備職（既卒3年以内可）

採用予定地 静岡市および近郊

企業PR 創業５０周年超、静岡の地域に根付いた会社です

先輩社員からのメッセージ事 業 内 容

【1号業務】■施設常駐警備業務■保安警備業務
■機械警備業務■マン・マシン警備業務■ホームセキュリティ
■ローカルセキュリティ
【2号業務】■交通誘導警備業務■雑踏警備業務
【3号業務】■貴重品運搬警備業務
【4号業務】■身辺警護警備業務

静岡市駿河区中田に本社を構えるエスピトームは、創業の
1970年より静岡の治安を守り、地域に貢献してまいりました。
浜松や沼津など、支社・営業所は静岡県内のみ になりますので
県外への転勤はなく、安定した環境で腰を据えて働くことが
できます。また転居費用の補助制度もございますので、
自宅からの通勤が困難な方や県外からの転居を検討の方も
ぜひご相談ください。

機械警備担当

【どんな学校生活を送っていましたか？】
私が通っていた学校はアルバイトが出来る高校だったため、貯金
の為にアルバイトに力を入れていました。そのお金で免許を取得
したり、車を購入できた時は大きな達成感を得ることができまし
た。
【この会社での目標、やりたいことはありますか？】
私は現在、緊急時に現場へ駆けつけて事案へ対応する機械警備
業務を担当しています。その他にも、駐車場の障害対応や緊急通
報システムの対応等の業務もあり、充実した日々を送っています。
日々の業務では、対応の内容は個々に異なります。様々な事象に
臨機応変に対応できるよう、これからも経験をたくさん積んで
成長していきたいと考えています。

【就活中の方へ一言】
就職を考えている人も、そうでない人も、やりがいなども考えて、
悔いのないように挑戦をしてみることが大切だと思います。

山崎さん（入社1年目）



会社名 エム・デー・ビー株式会社 静岡センター 業種 ITサービス業 担当者 採用担当

【対象求人】
募集職種

・【大卒等】システムエンジニア（既卒３年以内可）
・【一般】システムエンジニア

採用予定地 静岡市

企業PR 私たちは“人財”育成を第一に考えています。

私たちは、プログラマー・システムエンジニアとして、日本を代表する大手優良企業のシステム
開発案件を担当していきます。

お客様と取り決めた設計に従って、
アプリケーションの実装や設定
ファイルのパラメータを定義します。

アプリケーションの実装や設定内容が
正しい(問題ない)ことを確認するため、
動作テストを行います。

システム開発案件作業(の一部)





会社名 株式会社大井産業機械 業種 製造業 担当者 総務部
人事担当 齊藤

【対象求人】
募集職種

【高卒以上】電気設計職（既卒３年以内可）
・ソフト設計、ハード設計、制御設計など
・既卒の場合は、実務経験1年以上

採用予定地 島田市

企業PR 少人数ながらも、堅苦しくない雰囲気のなか、
「挑戦」と「意欲」を大切にしている会社です

長年にわたって

国内大手メーカー様

と継続取引

静岡県島田市にある

産業用機械
の製造会社

◇◆◇ 大井産業機械とはこんな会社 ◇◆◇

求人を出している職種は

電気設計職
（ソフト・ハード）

1 2 3

＊社員の半数近くは専門外入社
＊未経験者サポート体制が充実
＊最初はじっくり慣れるところから

主な特徴

＊全行程を内製化した一貫生産体制構築
＊初期構想から製作、納品まで見届け可能
＊金融機関にも評価される安定経営

ﾄﾖﾀ
自動車

日産
自動車

本田
技研

スズキ

SUBA
RU

日立
製作所

他にも取引先多数（順不同・敬称略)

いすゞ
自動車

ジヤト
コ

＊主に自動組立機や自動計測機を製作
＊各社仕様の受注生産オーダーメイド製品
＊近年は、EV事業用設備も製作開始

主要製品 サポート体制

詳細は当ブースにてご説明いたします



会社名 オーエフシステム株式会社 業種 電気工事業 担当者 採用担当
秋山京子

【対象求人】
募集職種

・【高卒】電気工事（既卒３年以内可）
・【大卒等】電気工事・営業・カスタマーサービス
・【一般】電気工事・営業・カスタマーサービス

採用予定地 静岡市、浜松市

企業PR 電気工事、業界未経験OK。育てます。一生役立つ
資格と経験を、この会社で身に着けて。

事務職で入社しました。お客様からの問合せに直接
対応したくなり、電気工事士の資格を取りました。現
場に出るのは責任の重い仕事。緊張するけど「私に
もできる！」と思えるのが楽しいです。

「一生できる仕事だと思って」未経験で入社、
1年で電気工事士合格して活躍中の社員イ
ンタビュー動画もご覧ください（Youtube）

ノルマや数値目標に縛られない。お客様のご要望に
応える営業スタイルで、自分の成長を実感できます。

電気関連の商材は
次々新しいものが
出てきて飽きませ
ん。お客様から信
頼を得れば、電気
以外にも塗装や水
回りなどお困りごと
をなんでもご依頼
いただける。

営業はお客様の満足が見える仕事。

カスタマー
サービスは
電工女子も
活躍中

いま自家消費型太陽光発電が人気。

静岡営業所はエネルギー相談所

普通の電気配線工事以外に、大規模な

Ｖ２Ｈ ＥＶ
蓄電池

クリーンエネルギーで未来を拓く

オーエフシステム株式会社

太陽光発電所の建設やメンテナンスも



会社名 株式会社共立アイコム 業種 広告・印刷業 担当者 人事部
鈴木・安部

【対象求人】
募集職種

【大卒等】企画営業職、グラフィックデザイナー、Webデザイナー
（既卒３年以内可）

【一般】企画営業職、グラフィックデザイナー、Webデザイナー

採用予定地 藤枝市

企業PR 「だからこそ、共立。」と、お客様や働く私達に
選ばれ続け、来年創業70周年！

・企画営業職
紙やＷＥＢ、ＳＮＳ広告、動画、イベント等の媒体を組合せ、
最適な手段を提案 など

・グラフィックデザイナー
お客様の要望に応じた広告デザイン等の作成や編集作業 など

・Webデザイナー
お客様の要望に応じたPC及びスマホ版HPの制作や
サイトリニューアル など

「情報価値創造業」として
お客様のベストパートナーを目指しています

募
集
職
種

求
め
る

人
物
像

突破力 ・ 共感力 ・ 野心家
わたしたちは人と向き合い、その声に耳を傾けさまざまなことに寄り添いながら
時に柔軟に、時にパワフルに、渦の中心となって課題を解決していける人と
一緒に働きたいと考えています。
失敗を恐れず、夢に正直になることで変わる未来があります。
共立アイコムは、そんな人たちが創っている会社です。



会社名 川島商事株式会社 業種 卸売業 担当者 総務部 石田

【対象求人】
募集職種

・【不問】ルート営業職
・【不問】営業事務

採用予定地 静岡市駿河区 ※転勤無し、無料駐車場有

企業PR ★創業105年の老舗企業★
工業用ゴム樹脂、配管製品の商社

・静岡市で安定的に永く勤めたい
・営業未経験でも営業に挑戦したい
・お客様と信頼関係を築きたい

創業105年。
30年以上、黒字経営を継続。

17時定時 転勤なし 賞与支給
（4ヶ月分2022実績）

家族手当あり

ルート営業と営業事務職 それぞれ募集 !!

工業用ゴム
製品商社



会社名 株式会社グラフィック 静岡営業所 業種 建設コンサルタント業 担当者 営業部
鈴⽊ 啓三

【対象求人】
募集職種

・【一般】測量スタッフ ★未経験歓迎★
・【一般】地質調査スタッフ ★未経験歓迎★
・【大卒等】測量・地質環境調査・施⼯管理

採用予定地 静岡県静岡市

企業PR 〜人にやさしいまちづくり〜をしてみませんか

手がけた物がカタチに残る！
『街』と『笑顔』を作る仕事です！
専門性の強い業種ではありますが、

一人で行う仕事は少なく、先輩社員
が1からお教えします！

【未経験者大歓迎！！】

【20代・30代が活躍しています！】

営業所内の平均年齢が30代前半であり、
若い方が大活躍しています！

また、女性社員も活躍しており、どなた
でも手に職をつけることができます！！



会社名 サンワイズ株式会社 業種 製造業 担当者 人事課 北川

【対象求人】
募集職種

・【一般】製造スタッフ
・【高卒】製造スタッフ（既卒3年以内可）
・【一般】ＣＡＤオペレーター

採用予定地 静岡市清水区

企業PR クリーンルーム用ドアで全国トップシェア！
一品一品手作りでドアを製作しています。モノづくりが好きな方 大歓迎！

求ム！
モノづくりが好きな方



会社名 JFEテクノス株式会社 業種 建設業 担当者 人事部採用・教
育グループ 吉田

【対象求人】
募集職種

・【高卒】（既卒３年以内可）技術職
・【大卒等】（既卒３年以内可）技術系総合職
・【一般】技術系総合職（施工管理職）

採用予定地 静岡市清水区

企業PR この国の産業を支え、暮らしを守り続ける

■充実した福利厚生
・借上寮・社宅制度（家賃の75％を会社が負担します）

※詳細規定有り
・資格取得補助（受検・講習費用など一部資格取得に

必要な費用を補助します）
・年休奨励日有 全社員7割取得９年連続達成中！！

JFEエンジニアリングGrの中核を担う総合メンテナンス会社として技術で社会を支える。

■事業内容
・ごみ焼却プラント等環境プラント、
港湾クレーン等大型産業機械の
メンテナンス

・橋梁、水門等鋼構造物のメンテナンス



会社名 株式会社システム・サーキット・テック 業種 製造業 担当者 管理グループ
吉岡

【対象求人】
募集職種

【高卒・大卒等・一般】
機械設計

採用予定地 藤枝市

企業PR 大手自動車メーカ―部品の【機械設計】
◆年間休⽇121⽇

◆今後当社の柱となる、電気自動車部門メインの募集◆
これまで電気自動車部門は新卒採用枠でしたが体制強化
に伴い、社会人経験のある中途採用での増員募集を行い
ます︕

年間休⽇

121⽇

未経験歓

迎／安⼼
の教育体

制あり︕

残業少な

め＆⽉・

⾦曜は

ノー残業
デイ

完全週休

2⽇(⼟⽇)

賞与前年
度実績

︓4.5ヶ⽉
分⽀給

3次元CAD

での、⾃動

⾞⽤部品の

設計業務

＜仕事の流れ＞
▼国内外の⼤⼿⾃動⾞メーカーから⽮崎グ

ループを経由し依頼
▼⽮崎グループのスタッフと共に仕様の打合

せ
▼CADで設計・試作・解析を繰り返します。
配置や⼤きさ等、⾞種に合わせ「いかに効率

化できるか」「省スペース化するには」
といった試⾏錯誤を繰り返し製品を⽣み出し
ていきます︕



会社名 株式会社シズデングループ 業種 建設業 担当者 総務課 安本

【対象求人】
募集職種

【高卒・大卒・一般】
(株)シズデン 技術職／営業職
(株)シズデンシステム 営業職

採用予定地 静岡県内(静岡、浜松、島田、沼津)

企業PR 創業から70年以上の歴史ある会社です。
静岡で安定した職に就きたい方、お待ちしております。

株式会社シズデン

各種
電気設備工事 設計・施工・保守
電気通信工事 設計・施工・保守
FA関連事業 ...等

電気設備工事を
主体とした事業を展開。

株式会社シズデンシステム

電気機器販売 電設資材販売
制御機器販売 家電商品販売
及び設置 ...等

電気工事材料や
家電などを仕入れて
販売する商社です。

事業内容事業内容



会社名 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 業種 サービス業 担当者 人事部 採用担当
佐々木麻衣

【対象求人】
募集職種

・【一般】法人営業職
・【大卒等】メンテナンスエンジニア（既卒３年以内可）
・【一般】メンテナンスエンジニア（エレベーターメンテナンス経験者）

採用予定地 静岡市、沼津市、熱海市、伊東市、浜松市

企業PR 独立系において全国トップシェアを誇る
東証プライム市場上場の安定企業

メンテナンスエンジニア
エレベーター・エスカレーター等のメンテナンス全般（定期点
検、法定検査、故障修理、緊急対応等）を担当。

営業職
エレベーター保守契約新規獲得への営業（当社保守サービスへのリプレイス提案）を行います。
契約台数も右肩上がりでマーケットシェア獲得の余地も大きく、営業としての醍醐味を味わいながら成長が可能です。



会社名 株式会社就職情報センター 業種 人材コンサルティング業 担当者 採用グループ
大関駿 菅沼来美

【対象求人】
募集職種 【大卒等】コンサルティング営業職（既卒３年以内可）

採用予定地 静岡市

企業PR 静岡県の採用と就職をHappyに！ハピつく

当社は、 をテーマに、就職、採用、また入社後の教育やキャリア形成等も含め、

そこに関わる人、携わる人、働く人のハッピーづくりの事業を追求し、総合的にサービスを提供する会社です。

採用動画作成就職イベント 新卒向け就職サイト

採用コンサルティング ホームページ作成

上記以外にもお客様のニーズにあった様々なサービスを提供しています。



会社名 株式会社 新村組（しんむらぐみ） 業種 建設業 担当者 総務部人事
望月優花

【対象求人】
募集職種

・【高卒】移動式クレーンオペレータ
・【一般】移動式クレーンオペレータ

採用予定地 焼津市

企業PR 創業100年の地元密着型クレーン業者

4つの特徴

①風通しの良い社風

②県下最大級のクレーン業者

③何でもできる土木のプロ集団

④法を順守した人事制度

お気軽に
お立ち寄り
ください。

に

人事担当：望月



会社名 第一生命保険株式会社 業種 金融・保険業 担当者 採用担当
竹森なつ子

【対象求人】
募集職種 ・【大卒等】ライフプロフェッショナル職

採用予定地 焼津市
藤枝市 転勤の有無 無

企業PR 充実した福利厚生で、多くの女性が活躍しています



会社名 大黒倉庫株式会社 業種 倉庫業 担当者 総務部総務課
弓掛 仁志

【対象求人】
募集職種 ・【大卒等】総合職（既卒3年以内可）

採用予定地 静岡市

企業PR 創業75年の総合物流企業です

静岡営業所 倉庫内（鉄鋼製品）

品質管理 倉庫管理システム新入社員研修

私たちの日常を支える物流業で働こう！



会社名 徳三運輸倉庫株式会社 業種 運輸・倉庫・製造業 担当者 総務課 増田

【対象求人】
募集職種

・①【学歴不問】段ボール原紙製造技術スタッフ
・②【学歴不問】物流管理業務
・③【学歴不問】精密機器設置作業員

採用予定地 静岡市清水区、富士市

企業PR 経験・未経験問いません！
興味があれば是非お声掛けください！

【仕事内容：段ボール原紙製造技術スタッフ】
●有名アパレルブランドや大手通販サイトで使用される紙袋や段
ボール原紙を製造するお仕事です。
・具体的には、

・回収した古紙を溶かし、段ボールの素となる原料や専用大型
機械を通しての原紙の製造

・完成した製品の倉庫移動・保管、配送トラックへの積込作業
●キャリアとしては製紙製造のプロフェッショナルを目指したり、
製造現場での知識を生かして営業や工程管理などの職種進むこと
もできます。

・設立：1984年3月
・従業員数：240名 グループ合計800名（2021.3）
・本社：静岡市清水区興津中町
・主な業務：製紙・包装紙等の配送業務

精密機械の梱包・輸送・設置
倉庫業務（製品入出庫、在庫管理等）

【仕事内容：物流管理事務】
●ドライバーの管理から教育、安全衛生等に至るまで、安全に輸送
するために必要な業務に携わって頂きます。
〇配車・労務管理業務
・配車業務（自社ドライバー運行指示、他社配車依頼）
・配送スケジュール管理、運転日報等の帳票類管理
・運行時間管理、運行時間超過指導
・安全衛生・運転管理教育資料作成、運転手教育指導、教育管理
・運行管理者・整備管理者選任届作成、拠点登録申請書類作成
・年間教育計画の策定、外部教育講習の実施
・Ｇマーク取得・更新時の監査対応
◆幅広いキャリアを選択し様々な業務を経験することができます！

【仕事内容：精密機械設置作業員】
●最先端の半導体設備（描画装置・検査装置・医療機器）の
出荷梱包・輸送を行います。
●大手ＩＴ企業や大手半導体メーカーでの設置作業もあります！
●作業は何組かの班に分かれて自社拠点及び客先の工場内での
機械設置・出荷前梱包作業を行います。



会社名 社会福祉法人東益津福祉会 特別養護老人ホーム高麓 業種 福祉・介護業 担当者 総務部部長代理
森拓也

【対象求人】
募集職種 ・【一般・学歴不問】特養介護職員、特養看護職員

採用予定地 焼津市

企業PR 未経験でも介護のプロに育てられる環境と支援制度があります

職員が自分らしく働けるような環境を創るべく、福利厚
生や待遇、働き方の向上に努めています。

「えるぼし」「静岡県優良介護事業所」「ふじのくに子育て
に優しい企業」等に認証されています。

お客様に「自分らしく生きるを増やす」介護を行う
ため、人員配置を手厚くし、OJTで一から教えます。

また、未経験でも介護福祉士の資格取得費用を
負担し、国家資格が取得できます。

イベントも多く、お客様を中心とした介護で職員が
企画したことを形にしていくことを大事にしていま
す。

平均残業時間は月５時間程度ですが、会議・研修
等が中心です。介護機器、事務機器が豊富です。

有給も平均年１２日取得できる体制です。

看護師等の転職者は残業時間が減り、
ライフワークバランスが取れるように
なったとの声が多いです。子育てに関
する制度が充実しています。



会社名 株式会社 朋電舎 業種 製造業・設備工事業 担当者 企画推進部総務課
山口

【対象求人】
募集職種

【一般・高卒】 板金加工
【高卒】 制御盤の検査

採用予定地 榛原郡吉田町

企業PR 65年以上黒字の安定企業！転勤無し！

未経験も
OK！

板金・溶接作業等の経験
吉 田 町 で 活 か せ ま す ！

県内 屈 指 の 「 電 気 の 総 合 企 業 」 朋 電 舎 で プ ロ を 目 指 し ま せ ん か ？

マシンオペレーション 溶接

制御盤の筐体を板金加工の技術で製作する仕事 制御盤の動作を検査する仕事

制御盤の外側の
「箱」を製作します

設計図面通り配線組立されているか
チェックを行います



会社名 合資会社松野鋳造所 業種 鉄鋼業 担当者 総務部
松野 真

【対象求人】
募集職種

【高卒、大卒等、一般】
鋳造技士(製造)、生産管理、品質管理

採用予定地 島田市

企業PR
モノづくりの中のモノづくり産業！！

モノづくりが好きな人が集まる会社です！

鋳造業の利点はなんですか？

なぜ潰れないの？

将来のビジョンは？

鋳造業は潰れません！

それは産業には欠かせない業種だからです。

これからの時代、機械化、ロボット化がます
ます進みます。そのため、当社はより産業に
欠かせない存在になりますよ！！

鋳造ってなんですか？

鋳造とは、鉄くずを電気の力で昇温させ、鉄がドロドロに
なる1500℃まで温度を上げていき、お客様から注文頂
いた模型に鉄を流し込み、製品を作り出すことです。

どんな会社ですか？

1914年の創業時より、ロボット部品な
どの鋳造部品を作っている会社です。

営業／生産・品質管理／製造職、募集しております！



会社名 株式会社メガロ静岡 業種 製造業
（プラスチック射出成形） 担当者 総務経理グループ

渡辺美佳

【対象求人】
募集職種

・【一般・高卒・大卒等】成形機オペレーター（既卒３年以内可）
・【一般・高卒・大卒等】物流スタッフ （既卒３年以内可）

→倉庫内での出荷業務/空箱の仕分け・運搬/
工場内運搬業務のいずれか

採用予定地 静岡市駿河区（本社）、焼津市、藤枝市

企業PR 長年、大手ランプメーカーのパートナー企業として、
安定した事業運営を行っています。

弊社は、自動車の照明部品を中心に、プラスチック樹脂製品を製造している会社です！

自動車のフォグランプ
（補助ランプ）

投光器のレンズ部
（野球場などの照明）

＜製品情報＞

１）自動車照明部品
２）厚肉樹脂成形 （5mm以上の厚みのある製品）

３）航空関連部品 ：機内灯、障害灯など
４）インフラ関連部品 ： トンネル灯、街路灯など
５）その他 ： 船舶関連部品など

トラックのテール部

事業内容

募集職種の概要

【成形機オペレーター】

成形機に材料の投入、金型の取り付け
（段替え作業）、射出条件の入力などをして、
製品をつくる仕事です。

【物流スタッフ】

物流スタッフは、以下のいずれかを
担当していただきます。
①倉庫内での製品出荷業務
②空箱の仕分け・運搬業務
③工場内での製品箱・空箱運搬業務

いずれの業務に就いても
体を動かすことが中心となる職種です。



会社名 エフ・正光建設株式会社 業種 総合建設業 担当者 人事課 星島一輝

【対象求人】
募集職種

・【大卒等・2名】施工管理職
・【大卒等・1名】営業職
・【高卒・1名】現場作業職

採用予定地 浜松市天竜区

企業PR 山間土木で町の未来を守る

主に山間土木を中心とした
公共工事を行っております。

国や県、市町などから発注の「公共工事・事業」を中心
に請け負う総合建設会社です。主に山間部の土木工
事・災害復旧工事などを請け負い、地域住民の皆様
が安心して暮らせる社会の実現に貢献しております。

浜松市天竜区内初！厚生労働大臣認定
ユースエール認定を取得
ユースエール認定企業とは？
・新卒者などの離職率が20％以下
・月平均の所定外労働時間が20時間以下かつ法定時間
外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと

・有給休暇の平均の取得日数が年10日以上など…

弊社は以下の通りすべてクリアしてます！
・過去3年の新卒離職率０％
・月平均の残業時間３時間以下
・有給休暇の平均取得日数が年18.1 日

◎福利厚生も充実！
・資格試験全額補助があり
・資格手当あり
・定年65歳（再雇用制度有り）
・年間休日115日
・顧問臨床心理士、公認心理師、THP
心理相談員によるカウンセリング制度



会社名 金子コード 株式会社 業種 製造業 担当者 人事・総務統括部
松井

【対象求人】
募集職種

・【大卒等】メディカル事業部製造職（既卒3年以内可）
・【一般】押出成形オペレーター

採用予定地 静岡県浜松市

企業PR 【浜松の医療機器メーカー】"生命"を救う"品物"の
品質を造る〈創業90年〉〈完全週休二⽇制/土⽇休み〉

～私たちはこんな仕事をしています！～

メディカル事業部 製造部門ではカテーテルの外層となるチューブの
成形を行います。押し出し機と呼ばれる機械を操作しながら適切な硬度に
仕上げる為、試行錯誤を重ねながら理想的なチューブを製造しています！

～カテーテルチューブをつくっています！～

当社は創業90年の電線メーカーとして伝統を守りつつ
グローバルな展開をし、医療分野・食品分野へも参入しています。

中でもメディカル事業部は1992年に設立され、命を救う製品
「カテーテル」を製造しています。体内に挿入し治療や検査を行い
患者様のQOL(クオリティオブライフ）の向上に努めて参りました。
今後も全国の医療機器を販売するお客様と一緒に取り組み
安心安全な製品を広めていきます。



会社名 クリエイティブテクノロジー株式会社 業種 自動車部品向
射出成型金型業 担当者 管理部

大石 泰久

【対象求人】
募集職種

・【高卒】 NCオペレータ ・ 製造
・【大卒/専門】 システム ・ CAM ・ 製造
・【一般】 NCオペレータ ・ 製造

採用予定地 〒 434-0012
浜松市浜北区中瀬 5300-1

企業PR 自分の可能性に挑戦出来る会社です

一緒に金属加工のプロフェッショナルを
目指してみませんか !!

CAM でデータ作成

大型機械で加工



会社名 正光建設株式会社 業種 総合建設業 担当者 人事課 岸浪由治

【対象求人】
募集職種

・【大卒等・2名】施工管理職
・【大卒等・1名】営業職
・【高卒・1名】現場作業職

採用予定地 周智郡森町、浜松市天竜区

企業PR 住み良い未来を創造する

主に公共工事を行っております。

土木工事

建築工事

安心・安全な住み良い地域創りを目指して・・・

静岡県内 21番目！厚生労働大臣認定
ユースエール認定を取得
ユースエール認定企業とは？
・新卒者などの離職率が20％以下
・月平均の所定外労働時間が20時間以下かつ法定時間
外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと

・有給休暇の平均の取得日数が年10日以上など…

弊社は以下の通りすべてクリアしてます！
・過去3年の新卒離職率0％(新卒社員13名中)
・月平均の残業時間5.35時間
・有給休暇の平均取得日数が年13.8日

◎福利厚生も充実！
・資格試験全額補助があり
・資格手当あり
・定年65歳（再雇用制度有り）
・年間休日115日
・顧問臨床心理士、公認心理師、THP
心理相談員によるカウンセリング制度



会社名 株式会社ソフトウェアプロダクツ 業種 ソフトウェア開発 担当者 経営統括チーム
石川

【対象求人】
募集職種 ・【大卒等】ソフトウェア開発（既卒３年以内可）

採用予定地 静岡県浜松市

企業PR オーナーシップを発揮して自分らしい働き方で輝こう！

㈱ソフトウェアプロダクツでは、企業ビジョンである「惚れる会社」を目指し、社員にも「この会社に入ってよかった！」「やりがいがある！」と思ってもらえるよう、社員の
持つ100％の力を発揮してもらえるための職場の環境整備に取り組んでいます。
●ノー残業デーの設定（2021年度時間外の実績：11.4時間/月）
●年有給取得⽇数：14.9⽇（2021年度）年有給取得率：89.3％（2021年度）
●メンター制度
●キャリアコンサルティング制度
●表彰制度
●月1回のコミュニケーションデー（社員会）の開催
●テレワーク（在宅勤務）の推進・実施
●各種研修（新入社員研修・IT技術研修・管理職研修など）などなど・・・・・・

「働き方改革」に力を入れています

サークル活動で駅伝大会やマ
ラソン大会に参加しています

会社にテレビ取材が入り
ました

健康器具を設置してい
ます。 今は主にWEB

で社員同士のコミュニケー
ションをとっています。

運動会を開催しました

働き方改革を推進する中で様々な認定
をいただくことができています。



会社名 （医）和恵会 入野ケアセンター 業種 医療・福祉業 担当者 法人本部 人事
飯田晃宏

【対象求人】
募集職種

・【一般・高卒】介護職員
・【一般】社会福祉士
・【一般】事務職

採用予定地 浜松市

企業PR 高齢者医療・介護のパイオニアとして地域に貢献しています

介護職員

社会福祉士・事務職

施設利用されている高齢者の日常生活の支援
を行います。
主な仕事内容は入浴・食事・排泄の支援です。
大変な仕事ではありますが、利用者やその家
族から感謝される一番身近なスタッフとして、
やりがいを感じながら仕事をすることが出来
ます。

【社会福祉士】
施設入所から退所後までの利用者の生活につ
いて相談を行います。
多職種との連携を取りながら、利用者が在宅
生活に戻る事ができるか調整を行います。
また利用中の利用者の様子を家族に報告し、
家族間との連携も図っています。

【事務職】
主な仕事内容は以下の通りです。
・受付（家族対応、電話対応）
・介護報酬請求業務

静岡県認証事業として認証を受けました。
定時退社の推進等、働き方改革にも力を
入れています。



会社名 静岡県建設業課（建設業界PR） 業種 建設業 担当者 静岡県交通基盤部
建設業課 長澤

【対象求人】
募集職種

採用予定地

企業PR 建設業界で社会貢献しませんか？

建設業に少しでも興味を持っていただくために、
・建設業にはどのような仕事があるのか
・建設業がどのように社会に役立っているのか
を紹介します！

↑三遠南信自動車道建設現場

↓坂口谷川水門工事現場

～測量の様子～



会社名 社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会
静岡県社会福祉人材センター(福祉人材無料職業紹介所) 業種 福祉のお仕事 担当者 人材課

市川

【対象求人】
募集職種

福祉学部以外の方でも大歓迎！
福祉・介護の仕事に就きたい、興味がある方ならどなたでも！

採用予定地 静岡県内

企業PR 福祉の仕事の魅力発信や資格取得の相談にも応じます！

私たちが
「アナタのなりたい」を応援します！

福祉・介護・保育のお仕事紹介します！

自分に合った職場を見つけてみませんか？
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