
   
 
  

  

  

  

  

  

ハハロローーワワーークク沼沼津津・・ハハロローーワワーークク三三島島でではは、、障障害害ののああるる人人ももなないい人人もも同同じじ

よよううにに社社会会のの一一員員ととししてて社社会会活活動動にに参参加加しし、、自自立立ししてて生生活活すするるここととののででききるる

社社会会をを目目指指しし、、障障害害ののああるる人人がが、、そそのの能能力力とと適適性性にに応応じじたた職職業業にに就就くく機機会会がが

得得らられれるるよようう、、事事業業所所のの方方とと面面接接ががででききるる「「障障害害者者就就職職面面接接会会」」をを

下下記記ののととおおりり開開催催ししまますす。。  

  

  

  

  

  

 

●予約なしで参加できます。当日はハローワーク窓口で事前配布している 

「障害者就職面接会 参加票」をお持ちください。当日、会場にもあります。 

●約４０社の企業が皆様をお待ちしています。 積極的にご参加ください。 

●面接時間内においては何社でも面接可能です。（入退場自由） 

（当日は採否を決定せず、後日再面接の場合があります。） 

●履歴書は複数枚ご持参ください。（履歴書の志望動機欄への記入は不要です。） 

●身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかを必ずご持参ください。 

●手話通訳の対応が可能です。 

●駐車場有り（有料）※障害者手帳をお持ちいただくと４時間まで無料になります。 
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●問い合わせ先： ハローワーク沼津   職業紹介第２部門   ＴＥＬ ０５５－９１８－３７１３ 

日 時 : 令和 ５年  ２月２４日（金） 

１３時００分～１５時３０分（受付開始：１２時３０分～） 

                         

会 場 : プラサ ヴェルデ  1階  多目的ホール 

沼津市大手町１－１－４（ＪＲ沼津駅北口から徒歩約３分） 

駐車場 
交番 

● 

プラサ ヴェルデ 



令和５年２月２４日 プラサヴェルデ ハローワーク沼津・ハローワーク三島

1 22030-01283731 芝浦機械（株）沼津工場 事務職 フルタイム 沼津市

22030-00027231 銀行事務 フルタイム 長泉町

22030-00029431 銀行事務 フルタイム 沼津市

3 22030-01691531 特種東海製紙（株） 一般事務及び軽作業 パートタイム 長泉町

4 22030-01145731 ダイハツ沼津販売（株） 洗車清掃係 フルタイム 沼津市

5 22030-01241431 東レプラスチック精工（株） 事務職 パートタイム 清水町

22030-01825031 塗装、梱包 フルタイム 裾野市

22030-01824131 清掃および雑務 フルタイム 裾野市

22031-00434631 本社勤務の事務職 パートタイム 御殿場市

22031-00628631 調理員（セントラルキッチン本部） パートタイム 御殿場市

8 22030-01591331 米久（株） 製造・現場作業 フルタイム 沼津市

22030-01104331 事務職（補助） フルタイム 沼津市

22030-01100231 事務職（補助） パートタイム 沼津市

22030-01319031 プログラマー／システムエンジニア パートタイム 沼津市

22030-01546231 一般事務職 フルタイム 沼津市

11 22031-00442631 躍進運輸（株） 倉庫作業員 フルタイム 裾野市

12 22030-01095231 （株）スワベ商会 ハーネスの生産設計 パートタイム 長泉町

13 22031-00237831 日立Ａｓｔｅｍｏ（株） 自動車部品製造工 フルタイム 御殿場市

22031-00550231 調理補助兼洗い場業務 パートタイム 御殿場市

22031-00551531 園内園芸業務 パートタイム 御殿場市

22031-00549931 介護補助員 パートタイム 御殿場市

22031-00626731 清掃スタッフ パートタイム 御殿場市

22030-01088531 店舗支援業務 フルタイム 長泉町

22030-01085031 環境整備 フルタイム 長泉町

17 22030-00018831 （株）ツツミ製作所 部品組立、梱包 パートタイム 沼津市

22030-01287131 介護職員 フルタイム

22030-01285631 介護職員 フルタイム

22030-01281531 調理補助 パートタイム 沼津市

22030-01282431 食器洗い パートタイム 沼津市

20 22031-00632431
ハイアットリソース
キャピタルジャパン(合)

ホテルスタッフ パートタイム 小山町

6 （株）ゼプロチュービング

障害者就職面接会 求人一覧（2/10時点）
ブース

No
求人番号 事業所名 職種名 求人区分 就業場所

2 スルガ銀行（株）

7 サンワフーズ（株）

9 （株）静岡中央銀行

10
明電システム
ソリューション（株）

14 （株）時之栖

15 （社福）博友会

16
ウエルシアオアシス（株）
三島営業所

18 （株）ル・グラン
沼津市・三島市
御殿場市
・清水町

19 （株）ＫＴＳオペレーション
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令和５年２月２４日 プラサヴェルデ ハローワーク沼津・ハローワーク三島

障害者就職面接会 求人一覧（2/10時点）
ブース

No
求人番号 事業所名 職種名 求人区分 就業場所

13060-01691531 事務職 フルタイム 裾野市

13060-01690231 開発補助 フルタイム 裾野市

22 22040-00415731 静銀ビジネスクリエイト（株） 一般内部事務の補助 フルタイム 沼津市

23 22080-00379631 （株）レックス 固形燃料製造 フルタイム 長泉町

24 23010-05188231 （株）ブロンコビリー 洗い場、調理補助 パートタイム 沼津市

23020-08073131 洗浄パート パートタイム 三島市

23020-08068231 洗浄パート パートタイム 裾野市

26 34060-00653831 （株）やまみ 軽作業 パートタイム 小山町

22050-  613431 生活支援員 パートタイム 三島市

22050-  585631 生活支援員 フルタイム 三島市

22050-1188531 業務員（水と緑の課） パートタイム 三島市

22050-1187231 楽寿園業務員（園内整備） パートタイム 三島市

29 22050- 9370621
（社福）大乗会
特別養護老人ホーム御寿園

介護補助 パートタイム 三島市

22050- 1013031 （有）小形タクシー タクシー運転手 フルタイム 熱海市

22050-   23431 （有）みずの観光 総合職 フルタイム 熱海市

13150-  695531 （株）ガラージュ・ルミエール 自動車整備士（熱海工場） フルタイム 熱海市

22050-1108631 清掃・軽作業・事務補助 フルタイム 伊豆の国市

22100-1255831 清掃・緑化・洗濯・配送・軽作業 フルタイム 富士市

22100-1254031 データ入力・OA業務・一般事務 フルタイム 富士市

32 22050- 1007231 ＡＣＡＯ ＳＰＡ＆ＲＥＳＯＲＴ（株） 園芸 パートタイム 熱海市

22050-  1106731 菓子製造（2０時間未満） パートタイム 伊豆市

22050-  1105431 菓子製造（２０時間以上） パートタイム 伊豆市

23170- 1973531 手荷物検査 パートタイム 三島市

23170- 1982531 荷物仕分け作業／手荷物検査／簡単事務 パートタイム 長泉町

35 22010-03798231 （株）静岡銀行 内部事務補助 フルタイム
沼津市・三島市
・富士市

36 22030-00014631 倉敷紡績（株）裾野工場 清掃員 パートタイム 裾野市

37 22030-01322731 （株）アイリス 加工・検査・組立・軽作業 パートタイム 長泉町

38 22030-00024131 （株）サンクス 加工・検査・梱包・軽作業 パートタイム 沼津市

22050-  512031 ワンちゃん、猫ちゃんのおやつの箱詰め パートタイム 三島市

22050- 1194831 食品製造・袋詰 パートタイム 三島市

40 22050-  216531 （株）ワークフェア 検品、加工、梱包、軽作業または食品加工 パートタイム 三島市

41 22050- 1113731 （株）アスミール 小物部品の組立、検査、梱包など パートタイム 三島市

21 キヤノン（株）

25 日清医療食品（株）

27 （社福）見晴学園

28 三島市役所

39 （特非）にじのかけ橋

30

31 （株）旭化成アビリティ

33 （一社）イズバウンド

34
ＳＧフィルダー（株）
中部支店
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