
主催：静岡労働局、静岡県　協力：ハローワーク
対象：学生及び概ね45歳未満の方 雇用保険を受給中の方は求職活動実績になります。

入場無料！

予約制！

私服でもOK！

履歴書不要！交流会
就職マッチング

●企業アピールタイム…13:00～13:30
●ブース訪問タイム……13:30～16:00
●就活アドバイスコーナーあります。

11月16日水

13:00
START!

プラサヴェルデ 3階
301+302会議室
（沼津市大手町1-1-4）

沼　津 静　岡 浜　松

11月22日火
グランシップ 10階
1001-2会議室
（静岡市駿河区東静岡2-3-1）

11月25日金
ザザシティ浜松 中央館5階
ここ・い～らギャラリー1

（浜松市中区鍛冶町100-1）

ご予約はWEBまたはお電話にてお申込みください

静岡労働局委託  若年者地域連携事業
運営：㈱東海道シグマ
お問合せ・お電話でのお申込み Tel 0120-034-036受付時間9:00～17:00(土日祝除く)

WEB申込はコチラ

参加企業は裏面をご覧ください

https://business.form-mailer.jp/
fms/cfa01ac7182971

新型コロナウイルス感染症感染拡大等により、オンライン開催に変更になる場合があります。
オンラインイベントツール「GALIMO（ガリモ）」を使用！オンラインイベントツール「GALIMO（ガリモ）」を使用！オンラインイベントツール「GALIMO（ガリモ）」を使用！

上記日程で実施 13:00～16:00

WEB上に作成されたイベント会場にて、個別のテーブル
に分かれて対面形式の説明会のように面談することがで
きるツールです。アプリのインストールは不要で、ブラウザ
上から参加できます。



№ 社名 業種 募集職種 勤務地

1 株式会社アイティエス 情報通信サービス業 制御盤設計・製作・現地設置 三島市

2 株式会社アテック 設計請負開発請負業および技術派遣業 事務職 裾野市

3 株式会社 伊豆急ハウジング ビルメンテナンス業・建設業 建築・土木・造園業・営業・一般事務 伊東市

4 株式会社 稲取東海ホテル 宿泊業・サービス業 接客 賀茂郡東伊豆町

5 株式会社 うさぎ薬局 医療・福祉 薬剤師・調剤事務・看護師・ケアマネージャー・ヘルパー・介護職員 静岡県内

6 株式会社すみや電器 電器設備資材卸売業 営業職 沼津市、富士市、静岡市、焼津市、菊川市、浜松市

7 株式会社ディーエイチシー サービス業 サービス（フロント、レストラン） 伊東市

8 株式会社時之栖 宿泊業、サービス業 サービス総合職 御殿場市

9 株式会社プレジャー 宿泊・飲食 調理、フロント 賀茂郡東伊豆町

10 河津建設株式会社 総合建設業 技術職 下田市、沼津市、焼津市

11 コニカミノルタ静岡株式会社 小売業 営業職 沼津市

12 山九株式会社　静岡支店 建設業・運輸業・製造業 機械工、電気工、工事監督、フォークリフトオペレーター等 浜松市、裾野市、御殿場市、他静岡県内

13 社会福祉法人大乗会 医療・福祉 介護職 三島市

14 檜工業株式会社 製造業 総合職　営業職 御殿場市

15 マルスン株式会社 製造業（自動車部品用金型） 生産技術系の総合職 富士市

№ 社名 業種 募集職種 勤務地

1 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社　静岡支店 ソフトウェア開発 システムエンジニア、プログラマー 静岡市

2 株式会社キクチ サービス業（設備保守） サービスエンジニア（メンテナンス職） 静岡市

3 株式会社グラフィック 専門・技術サービス 測量、環境影響調査、施工管理補助 静岡市

4 株式会社三交イン ホテル業 フロントアテンダント（フロントスタッフ） 静岡市葵区、沼津市

5 株式会社杉村工務店 建設・不動産 営業、不動産賃貸管理 藤枝市

6 株式会社田子重 スーパーマーケット 販売員、商品管理 静岡市、焼津市、藤枝市、島田市、菊川市、沼津市

7 株式会社プラポート 製造業 営業/マーケティング/製造オペレーター/開発・改善 静岡市清水区

8 株式会社メガロ静岡 プラスチック射出成形（自動車照明部品等の生産） 成形機オペレーター、品質管理業務、物流スタッフ 静岡市、焼津市、藤枝市

9 株式会社ヤヨイサンフーズ 食品メーカー 製造職 静岡市清水区

10 株式会社ワコーコーポレーション 建設業 足場の施工スタッフ社員 沼津市、榛原郡吉田町、磐田市

11 キスコフーズ株式会社 食品製造業 技術系総合職（製造/入出庫管理/データ入力） 静岡市清水区

12 セコム株式会社 警備サービス業 機械警備サービススタッフ 静岡県内

13 社会福祉法人　静清会 高齢者福祉事業 介護スタッフ/看護スタッフ/保育士/介護支援専門員/事務スタッフ 静岡市清水区

14 東洋冷蔵フード&ロジステイクス株式会社 冷蔵庫事業・冷凍鮪加工事業・運輸事業 冷凍水産物加工製造・品質管理・冷蔵設備の管理 静岡市清水区

15 有限会社生陽会 介護 介護職 静岡市駿河区

№ 社名 業種 募集職種 勤務地

1 株式会社遠鉄ストア 小売業 【総合職】販売・事務、【専門職】チェッカー（レジ）・販売・事務 静岡県西部地区

2 株式会社　コメリ 小売業 総合職及び販売職 静岡県内

3 株式会社綜合自動車学校 自動車学校 教習インストラクター 浜松市東区

4 株式会社松下工業 輸送用機械器具製造業 ロボット事業部 磐田市

5 株式会社ユニオンサービス 環境サービス 営業職・総務職 袋井市

6 株式会社ロジック 情報サービス業 SE、PG 浜松市

7 共和サポートアンドサービス株式会社 製造業 金属加工・機械オペレーター 浜松市、磐田市

8 サゴーエンタプライズ株式会社 宿泊業 レストランスタッフ 浜松市

9 三恵株式会社 自動車プラスチック部品製造 製造（成形・塗装・めっき・物流等）、技術（設計・生産技術等） 磐田市

10 社会福祉法人 遠江厚生園 社会福祉事業 介護職 磐田市

11 社会福祉法人 七恵会 高齢者介護・保育 介護職・保育士 浜松市東区、浜松市中区

12 中部印刷株式会社 製造業（印刷） 事務（経理・総務）・製造スタッフ 浜松市　

13 浜名梱包輸送株式会社 運送業 倉庫作業員、ドライバー等 浜松市、静岡市、他静岡県内

14 福山通運株式会社 運送業 荷物仕分け業務スタッフ、トラックドライバー 袋井市、浜松市

15 株式会社プロスパイラマニュファクチャリング（旧　ブリヂストンエラステック㈱） 製造業 技術、IT、生産管理、品質保証、製造技能 掛川市、磐田市

※参加企業は変更となる場合があります。

11月16日（水）　沼津会場

11月22日（火）　静岡会場

11月25日（金）　浜松会場

就職マッチング交流会　参加予定企業一覧


