
番号 区分 事業所名 応募求人番号

ユースエール 株式会社 キーズファクトリー 22010-46008

ユースエール 社会福祉法人 三幸会 22020-216908

ユースエール 株式会社 ソフトウェアプロダクツ 22020-52108

ユースエール 社会福祉法人 美芳会 22100-20208

建設 株式会社 井出組 22100-8608

建設 臼幸産業 株式会社 22031-6108

建設 株式会社 キーストン 22020-2708

建設 五光建設 株式会社 22010-49308

建設 株式会社 三和工務店 22100-33908

建設 Suidobi 株式会社 22020-164408

建設 正光建設 株式会社 22090-32508

建設 明徳建設 株式会社 22070-13808

建設 株式会社 山田組 22120-6108

建設 良知樹園 株式会社 22120-3308

建設 秋山興業 株式会社 22010-11508

建設 株式会社 望月鉄工所 22070-3208

建設 阿南重工業 株式会社 22060-3808

建設 株式会社 エクノスワタナベ 22120-21408

建設 小櫛探鉱鑿泉 株式会社 22100-49608

建設 光陽エンジニアリング 株式会社 22010-81908

建設 株式会社 シズデン 22010-91408

製造 株式会社 AFC-HDアムスライフサイエンス 22010-59708

製造 株式会社 オリエンタルフーズ 22040-49108

製造 名古屋製酪 株式会社 23010-21908

製造 株式会社 マリンアクセス 22081-1908

製造 株式会社 スカイ 22090-41808

製造 株式会社 アイ・エム・エス 22100-46508

製造 イデシギョー 株式会社 22100-16608

製造 春日製紙工業 株式会社 22100-5508

製造 興亜工業 株式会社 22100-3108

製造 王子キノクロス 株式会社 22100-47808

製造 五條製紙 株式会社 22100-36708

製造 富士共和製紙 株式会社 22100-6808

製造 株式会社 ヨシモト印刷社 22010-94208

製造 株式会社 ディーエイチシー 13040-125808

製造 フクデ化学工業 株式会社 本社 22090-8208

製造 コトコ 株式会社 22030-11408

製造 株式会社 富洋レヂン工業 22100-9908

製造 株式会社 石川工具研磨製作所 22030-30208

製造 株式会社 エコネコル 22070-12508

製造 株式会社 共栄製作所 22120-24208

製造 株式会社 佐藤工業所 22120-4408

製造 サンワイズ 株式会社 22040-31108

製造 株式会社 ツカサ 22030-51308

製造 株式会社 ニッパ（デンソーグループ） 22090-47708

製造 株式会社 親和製作所 22020-9908

10

7

8

9

1

2

3

4

5

6



製造 ニッキ工業 株式会社 22030-34608

製造 富士工業 株式会社 22040-17508

製造 株式会社 富士根産業 22030-4708

製造 マルスン 株式会社 22100-38208

製造 小林機械工業 株式会社 22050-8108

製造 株式会社 静岡鐵工所 22010-20808

製造 大恵 株式会社 22090-16508

製造 株式会社 ニッケー工業 22040-29908

製造 明陽電機 株式会社 22040-27008

製造 三明電子産業 株式会社 22040-16208

製造 株式会社 朋電舎 22120-31108

製造 渥美浜北 株式会社 22021-2408

製造 株式会社 エム・アール・ケー 22090-42008

製造 株式会社 コーリツ 22090-51608

製造 小松工業 株式会社 22090-29308

製造 三恵 株式会社 22090-15208

製造 ジヤトコエンジニアリング 株式会社 22100-52108

製造 第一工業 株式会社 22020-68408

製造 高雄工業 株式会社 静岡工場 22090-30108

製造 永田部品製造 株式会社 22010-68108

製造 新倉工業 株式会社 22031-13408

製造 ビヨンズ 株式会社 22100-34308

製造 やまと興業 株式会社 22022-9008

製造 ユニクラフトナグラ 株式会社 22020-75308

その他 株式会社 アイエスエフネット 22010-103908

その他 株式会社 NCE 静岡支店 22040-38308

その他 エヌ・ティ・ティ・システム開発 株式会社 22020-91908

その他 エム・デー・ビー 株式会社 22010-63608

その他 株式会社 建設システム 22100-21508

その他 株式会社 Geolocation Technology 22050-13308

その他 株式会社 システム・フジ 22010-47608

その他 株式会社 テクノサイト 22080-8008

その他 東京コンピュータサービス 株式会社 静岡支店 22010-71608

その他 東京システムズ 株式会社 22030-28308

その他 ハイテクシステム 株式会社 22020-154908

その他 ハイテクシステム 株式会社 静岡支店 22010-83408

その他 株式会社 ファクトシステム 22100-15008

その他 富士テクノロジー 株式会社 22010-93108

その他 株式会社 ユニテック 22010-82308

サービス 伊豆箱根交通 株式会社 22050-9208

サービス 遠鉄タクシー 株式会社 22020-3108

サービス 株式会社 スズケイ 22020-72008

サービス 日本通運 株式会社 静岡支店 22010-100808

サービス 大黒倉庫 株式会社 14040-36608
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サービス 株式会社 富士ロジテックホールディングス 22040-39408

サービス アオキトランス 株式会社 22040-35008

サービス 株式会社 大村総業 22100-51708

サービス ダイオーロジスティクス 株式会社 東日本支店 22070-24908

卸・小売 株式会社 静岡メイカン 22020-36708

卸・小売 株式会社 平喜 22010-48908

卸・小売 福一漁業 株式会社 22120-23108

卸・小売 株式会社 昭栄商会 22020-83308

卸・小売 日軽産業 株式会社 22040-19008

卸・小売 松林工業薬品 株式会社 22120-14708

卸・小売 株式会社 村松商店 22020-138908

卸・小売 昱耕機 株式会社 23020-93208

卸・小売 アプレスト 株式会社 22010-41708

卸・小売 株式会社 エヌ・ビー中根屋 22010-26708

卸・小売 株式会社 すみや電器 22010-14608

卸・小売 ダンロップタイヤ中央 株式会社 13040-163408

卸・小売 株式会社 電興社 22020-81608

卸・小売 ヌマカン 株式会社 22030-5108

卸・小売 丸尾興商 株式会社 22080-7808

卸・小売 山崎電機産業 株式会社 22020-20208

卸・小売 株式会社 太田廣 22010-60508

卸・小売 三州紙業 株式会社 22010-7908

卸・小売 株式会社 テラオ 22120-9808

卸・小売 株式会社 ミズ・バラエティー 22100-32608

卸・小売 株式会社 田子重 22120-29908

卸・小売 株式会社 マキヤ 22100-39508

卸・小売 理研産業 株式会社 23020-82408

卸・小売 株式会社 食鮮館タイヨー 22010-23908 

卸・小売 株式会社 エス・ティー・シー 22010-72908

卸・小売 株式会社 オートベル 22030-33008

卸・小売 静岡ダイハツ販売 株式会社 22020-108708

卸・小売 静岡日野自動車 株式会社 22010-18708

卸・小売 トヨタカローラ静岡 株式会社 22010-36508

卸・小売 浜松日産自動車 株式会社 22020-96208

卸・小売 株式会社 中央コンタクト 22010-97008

卸・小売 日本ガス興業 株式会社 22030-6208

卸・小売 有限会社 メイプル 22100-53208

その他 静岡県民共済生活協同組合 22010-51208

その他 明治安田生命保険相互会社 22010-96808

その他 大興産業 株式会社 22020-121308

その他 太陽建機レンタル 株式会社 22010-90308

その他 株式会社 大場上下水道設計 22020-31008

その他 一般財団法人 静岡県生活科学検査センター 22120-11908

その他 新日本設計 株式会社 22030-36308
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サービス 株式会社 クア・アンド・ホテル 19010-82008

サービス サゴーエンタプライズ 株式会社 22020-102808

サービス 株式会社 マグナ.リゾート 22021-3708

サービス 株式会社 五味八珍 22020-4208

サービス 株式会社 ジョイフル 44010-5808

サービス 株式会社 髙田企画 22100-43708

サービス タニザワフーズ 株式会社 23050-9508

サービス ＴＢＣグループ 株式会社 13080-81708

サービス 万葉倶楽部 株式会社 14070-6008

サービス 株式会社 アシベ商事 22110-3408

サービス 株式会社 不二商事 22050-10008

サービス 株式会社 北陸レジャー 18010-47008

サービス 学校法人 静岡自動車学園 22010-89008

サービス 株式会社 遠鉄自動車学校 22020-130408

サービス 株式会社 エイワンスポーツプラザ 22100-29108

サービス 株式会社 秀英予備校 22010-101008

サービス 株式会社 文理学院 19072-3008

医療・福祉 株式会社 イー・ケア 22030-37408

医療・福祉 社会福祉法人 岳陽会 22100-40908

医療・福祉 医療法人社団 静岡健生会 三島共立病院 22050-21908

医療・福祉 社会福祉法人 秀生会 22100-24608

医療・福祉 特定非営利活動法人 シンセア 22100-22808

医療・福祉 社会福祉法人 静清会 22040-12308

医療・福祉 セントケア静岡 株式会社 22010-99908

医療・福祉 社会福祉法人 玉柏会 22040-45908

医療・福祉 社会福祉法人 デンマーク牧場福祉会 22090-19608

医療・福祉 社会福祉法人 天竜厚生会 22022-6208

医療・福祉 社会福祉法人 ねむの木福祉会 ねむの木学園 22060-4008

医療・福祉 株式会社 富士山ドリームビレッジ 22100-63808

医療・福祉 社会福祉法人 みだらけ福祉会 22120-1608

医療・福祉 株式会社 ライフサポート 22010-64908

その他 森林組合 おおいがわ 22080-1308

その他 協同組合 焼津水産加工センター 22120-8508

サービス 株式会社 コーシンサービス 22090-22108

サービス 株式会社 ミダック 22020-98808

サービス 株式会社 イデア 22010-88808

サービス 株式会社 エキスパートパワーシズオカ 22030-47108

サービス ＡＬＳＯＫ静岡 株式会社 22010-38008

サービス 日本原子力防護システム 株式会社 13040-100808

サービス ヤマダユニア 株式会社 2204-30708

サービス 株式会社 協和 22040-48708
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