
№ 新 企業名 業種 募集職種 本社所在地 応募受付ｍail URL 必ず訪問できる 共通受付シート

1 三州紙業株式会社 健康産業他 インストラクター他 静岡県静岡市葵区辰起町1番18号 office@sanshu-paper.co.jp http://www.sanshu.net ● ●

2 株式会社ユニックス システムインテグレーター
ソリューション営業(法人営業)、
システムエンジニア、プログラ
マー

静岡県静岡市葵区紺屋町17-1　葵タワー15F recruit@uniccs.co.jp http://www.uniccs.co.jp/ ● ●

3 株式会社プラポート プラスチック精密機械加工 機械技術者 静岡県静岡市清水区半左衛門新田135-1 miyaki@plaport.co.jp http://www.plaport.co.jp/ ● ●

4 アオキトランス株式会社 港湾運送事業他 総合職、専門職 静岡県静岡市清水区入船町14番12号 somu@aoki-trans.co.jp http://www.aoki-trans.co.jp ● ●

5 先生精機株式会社 機械製造業 技術職、営業職 静岡県静岡市清水区宍原622-7 saiyou@senjo-seiki.co.jp http://www.senjo-seiki.co.jp ● ●

6 NPO法人　まあぶる 介護福祉 介護スタッフ 静岡県静岡市葵区北安東5丁目10−3 marble.m@nifty.com http://marble-m.main.jp ● ●

7 株式会社アイワ不動産ホールディングス 不動産業 営業職 静岡県静岡市葵区常磐町1丁目8番地の6 jinji@aiwasan.com http://aiwasan.com/ ● ●

8 ＳＳＫセールス株式会社 食料品卸売業 総合職 静岡県静岡市葵区栄町1-3　鈴与静岡ﾋﾞﾙ3Ｆ jinji@so.ssk-ltd.co.jp http://www.ssk-ltd.co.jp ● ●

9 有限会社ＮＡＳＡコーポレーション 介護福祉 介護スタッフ 静岡県静岡市葵区辰起町1番18号 office@sanshu-paper.co.jp http://www.sanshu.net ● ●

10 有限会社アクトリィ 健康食品卸 営業職 静岡県静岡市駿河区小黒2-3-3 job@akutory.tv http://www.akutory.tv ● ●

11 昭立電気工業株式会社　三島工場 製造業 製造技術、一般事務 静岡県三島市平成台50 y-fukuda@shoritsudenki.co.jp http://www.shoritsudenki.co.jp ● ●

12 医療法人社団ＭＦＣ　溝口ファミリークリニック 医療法人 総合管理事務職 静岡県袋井市浅岡45-1 ohmat1040@gmail.com http://mizo-cl.com ● ●

13 サゴーエンタプライズ株式会社 サービス業（ホテル・旅館・飲食） 総合職 静岡県浜松市中区鍛冶屋町135 sago@3535.co.jp http://www.3535.co.jp ● ●

14 秋山興業株式会社 建設業 営業職、職人 静岡県静岡市葵区福田ヶ谷413-1 t-uchida@akiyama-k.jp http://www.akiyama-k.jp ● ●

15 社団福祉法人　松風 特別養護老人ホーム 介護職 静岡県浜松市北区三ヶ日町1148番地の2 mizuumi@po3.across.or.jp http://plaza.across.or.jp/~mizuumi/ ● ●

16 オグマ工業株式会社 製造業 機械設計・制御設計 静岡県静岡市清水区長崎新田197の１ info@oguma.co.jp http://www.oguma.co.jp ● ●

17 株式会社井出組 建設業 技術職（施工管理） 静岡県富士市島田町2-115 idesoumu@idegumi.co.jp http://idegumi.co.jp ● ●

18 株式会社友成機工 製造業 金型設計 静岡県静岡市葵区古庄3-28-20 top@yusei.co.jp http://www.yusei.co.jp ● ●

19 株式会社古川組　静岡支店 建設業 施工管理 静岡県静岡市清水区村松41 recruit@furkawa.co.jp http://www.furkawa.co.jp ● ●

20 株式会社エディオンコミュニケーションズ 携帯電話販売代理店 販売 愛知県名古屋市中村区烏森町4丁目82番地 ec_recruit@edion.co.jp http://www.e-coms.ne.jp ● ●

21 城北機業株式会社 輸送用機械器具製造業 生産技術 静岡県浜松市東区上新屋町1092 recruit@johoku-kigyo.co.jp http://www.johoku-kigyo.co.jp ● ●

22 大五運送株式会社 運輸業 総合職・事務職 静岡県浜松市西区坪井町4493-2 yuji.suzuki@daigo-unso.co.jp http://daigo-unso.co.jp ● ●

23 株式会社エス・ティー・シー 小売業 店頭職 静岡県静岡市駿河区寿町13-18 jinji@stcnet.co.jp http://www.stcnet.co.jp ● ●

24 旭産業株式会社 設備工事業 技術 静岡県静岡市葵区古庄1-3-9 soumu@asahi-ids.co.jp http://www.asahi-ids.co.jp ● ●

25 株式会社ステップコム
ソフトウェア開発
システムコンサルティング ＩＴ関連 静岡県静岡市葵区伝馬町9-11　原科ビル4Ａ info@stepcom.co.jp http://www.stepcom.co.jp ● ●

26 株式会社トリヤマ商会 機械部品販売商社 営業職 静岡県静岡市葵区長沼3丁目1-40 hiromasa@toriyama-s.co.jp http://www.aiweb.or.jp/toriyama/ ● ●

27 インフィック株式会社 福祉・介護 総合職 静岡県静岡市駿河区南町18-1 saiyou@infic.net http://www.infic.net ● ●

28 百年住宅株式会社 建設業
営業職
（反響型の住宅営業）

静岡県静岡市駿河区大谷2丁目20-23 info@wpc100.co.jp http://www.wpc100.co.jp ● ●

29 鈴与コンテナエンジニアリング株式会社 機械整備業 技術職 静岡県静岡市清水区横砂408-17 matuura@suzuyo.co.jp ● ●

30 株式会社ユニテック
情報通信業
（ソフトウェア開発）

ＩＴエンジニア
システム提案営業

静岡県静岡市葵区瀬名1-18-33　ユニテックビル mori@unitec.jp http://www.unitec.jp ● ●

2020.7.17更新

mailto:office@sanshu-paper.co.jp
http://www.sanshu.net/
mailto:recruit@uniccs.co.jp
http://www.uniccs.co.jp/
mailto:miyaki@plaport.co.jp
http://www.plaport.co.jp/
mailto:somu@aoki-trans.co.jp
http://www.aoki-trans.co.jp/
mailto:saiyou@senjo-seiki.co.jp
http://www.senjo-seiki.co.jp/
mailto:marble.m@nifty.com
http://marble-m.main.jp/
mailto:jinji@aiwasan.com
http://aiwasan.com/
mailto:jinji@so.ssk-ltd.co.jp
http://www.ssk-ltd.co.jp/
mailto:office@sanshu-paper.co.jp
http://www.sanshu.net/
mailto:job@akutory.tv
http://www.akutory.tv/
mailto:y-fukuda@shoritsudenki.co.jp
http://www.shoritsudenki.co.jp/
mailto:ohmat1040@gmail.com
http://mizo-cl.com/
mailto:sago@3535.co.jp
http://www.3535.co.jp/
mailto:t-uchida@akiyama-k.jp
http://www.akiyama-k.jp/
mailto:mizuumi@po3.across.or.jp
http://plaza.across.or.jp/~mizuumi/
mailto:info@oguma.co.jp
http://www.oguma.co.jp/
mailto:idesoumu@idegumi.co.jp
http://idegumi.co.jp/
mailto:top@yusei.co.jp
http://www.yusei.co.jp/
mailto:recruit@furkawa.co.jp
http://www.furkawa.co.jp/
mailto:ec_recruit@edion.co.jp
http://www.e-coms.ne.jp/
mailto:recruit@johoku-kigyo.co.jp
http://www.johoku-kigyo.co.jp/
mailto:yuji.suzuki@daigo-unso.co.jp
http://daigo-unso.co.jp/
mailto:jinji@stcnet.co.jp
http://www.stcnet.co.jp/
mailto:soumu@asahi-ids.co.jp
http://www.asahi-ids.co.jp/
mailto:info@stepcom.co.jp
http://www.stepcom.co.jp/
mailto:hiromasa@toriyama-s.co.jp
http://www.aiweb.or.jp/toriyama/
mailto:saiyou@infic.net
http://www.infic.net/
mailto:info@wpc100.co.jp
http://www.wpc100.co.jp/
mailto:matuura@suzuyo.co.jp
mailto:mori@unitec.jp
http://www.unitec.jp/
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31 ナガハシ印刷株式会社 総合印刷 企画営業 静岡県静岡市駿河区みずほ1-35-3 kentaro@nagahasi.com http://www.nagahasi.com/ ● ●

32 株式会社祥瑞 飲食
シェフ、ホールスタッ
フ

静岡県静岡市葵区紺屋町3-6　平野屋ﾋﾞﾙ2階 syozui@gmail.com http://www.syozui.jp ● ●

33 有限会社パル文化財研究所 文化財の調査・研究
研究員
（測量士・学芸員）

静岡県静岡市清水区横砂東町34-4 pal-bunkazai@plala.to http://www17.plala.or.jp/pal-bunkazai/ ● ●

34 株式会社カナサシテクノサービス 製造業 営業職、設計技術職 静岡県静岡市清水区長崎新田198-2 home@kanasashi-tech.jp http://kanasashi-tech.jp ● ●

35 有限会社クリップソフト ソフトウェア開発
プログラマー
システムエンジニア

静岡県浜松市中区東伊場2-7-1 katoh.e@clipsoft.co.jp http://www.clipsoft.co.jp ● ●

36 株式会社村松商店 管工機材卸売業 営業、営業事務 静岡県浜松市東区常光町188 info-1@muramatsu.co.jp http://www.muramatsu.co.jp ● ●

37 パル・ウィズ株式会社 食品・雑貨企画販売 総合職、営業 静岡県静岡市駿河区用宗5-1-10 nagai@safeco.jp http://www.palwith.com ● ●

38 ニッケン消毒株式会社 技術サービス業 環境衛生現場業務 静岡県静岡市駿河区小黒1-6-10 soum@nikkensyoudoku.co.jp http://www.nikkensyoudoku.co.jp ● ●

39 日星工業株式会社 製造業
設計・開発
品質管理

静岡県静岡市清水区吉川790 iijima@nissei-polarg.co.jp http://www.nissei-polarg.co.jp ● ●

40 株式会社ヒノデ
クルマの販売・買取・
整備、カー用品販売

店内販売・営業、
自動車整備

静岡県静岡市駿河区津島町10番20号 setumei@drivefan.com http://www.drivefan.com ● ●

41 株式会社女性イキイキカンパニー サービス業
保育士、調理士、
保育事務、セラピス

静岡県静岡市葵区千代田4-2-12 jinji@ikiikijapan.jp http://www.ikiikijapan.jp ● ●

42 株式会社江﨑新聞店 その他サービス
新聞の宅配、
顧客管理、営業

静岡県静岡市葵区七間町8-20 k_mochizuki@ezknet.com http://www.ezakinet.co.jp ● ●

43 鈴与建設株式会社 建設業 総合職、一般職 静岡県静岡市清水区松原町5-17 saiyou@suzuyo-kensetsu.jp https://www.suzuyo-kensetsu.co.jp ● ●

44 株式会社三保造船所 造船業 設計技術職 静岡県静岡市清水区三保3797 kuwabara-s@mihozosen.co.jp http://www.mihozosen.co.jp ● ●

45 株式会社リバティー ソフトウェア業
サポートスタッフ、Web
デザイナー、プログラ
マー

静岡県静岡市駿河区稲川3-2-23 support@liberty-mail.net http://www.liberty-web.co.jp ● ●

46 有限会社にわ 医療・福祉
事務関連、整体師、柔道
整復師、鍼灸師 静岡県静岡市駿河区鎌田70-12 y-ochi@ai.tnc.ne.jp http://yasuragi-group.jp/ ● ●

47 平和みらい株式会社 物流業 営業職 静岡県静岡市駿河区豊田1-9-1 http://www.heiwa-mirai.co.jp ● ●

48 株式会社アースシフト 建設業 技術職 静岡県静岡市葵区山崎2-14-7 soumu@earth-shift.co.jp http://www.earth-shift.co.jp ● ●

49 有限会社エコワークス 福祉用具貸与 営業 静岡県浜松市西区大平台4-1-14 ecoworks@m20.alpha-net.ne.jp http://eco-kaigo.com/ ● ●

50 株式会社大川原製作所 一般機械器具製造 技術職 静岡県榛原郡吉田町神戸1235 to-okawara@okawara-mfg.jp http://www.okawara.co.jp ● ●

51 静岡川口薬品株式会社　大須賀工場 化学工業薬品製造 製造職 東京都中央区日本橋本町3-9-2 itou@kawaguchichemical.co.jp http://www.kawaguchichemical.co.jp ● ●

52 社会福祉法人　静清会 介護福祉事業 介護スタッフ 静岡県静岡市清水区折戸5-18-36 info@hagoromono-sono.jp http://www.hagoromono-sono.jp ● ●

53 精和産業株式会社
重電・産業用電気機
器機械、ソフトウェア

総合職、技術職 東京都江東区大島5-12-7 saiyo-tokyo@seiwa.com http://www.seiwa.com ● ●

54 株式会社静岡情報処理センター 情報通信業 SE、営業 静岡県静岡市葵区紺屋町12-6 recruit@sicis.co.jp http://www.sicis.co.jp ● ●

55 イデシギョー株式会社 製造業
加工生産管理職、抄
紙生産管理職

静岡県富士市島田町2-198 h-suzuki@ideshigyo.co.jp http://www.ideshigyo.co.jp ● ●

56 有限会社五樹 軽貨物運送業
地区担当ｻｰﾋﾞｽﾄﾞﾗｲ
ﾊﾞｰ

静岡県静岡市葵区北1242-6 info@y-ituki.com http://www.y-ituki.com ● ●

57 宮城設備株式会社 管工事業 施工管理・配管工 静岡県静岡市清水区押切1644 plumber.miyagi@ny.tokai.or.jp http://www4.tokai.or.jp/miyagi_setsubi/ ● ●

58 積栄ライフサービス株式会社
マンション・ﾋﾞﾙ管理
業

営業職（総合職） 静岡県浜松市南区立野町331-1 masuyama009@sekisui.com http://www.sekiei-lifeservice.net/ ● ●

59 株式会社特電 卸・製造業
営業・ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆ
ｱ

静岡県沼津市双葉町9-11-5 t-oogoda@kk-tokuden.co.jp http://www.kk-tokuden.co.jp ● ●

60 株式会社丸井商事 製造業 企画開発営業 静岡県静岡市清水区東大曲町4-18 hide@marui-jp.net http://www.marui-jp.net/ ● ●
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61 有限会社キタガワビジネスサービス その他サービス
事務関連、営業・販
売関連、技術関連、

静岡県静岡市清水区東大曲町9-10 kbsj@kitagawa-group.jp http://www.kitagawa-group.jp ● ●

62 株式会社あんどぷらす
Webサイト制作 シス
テム開発

プログラマ、フロントエンド
エンジニア、広報、ディレク
ター

静岡県静岡市葵区伝馬町9-3 芝田ﾋﾞﾙ3階B info@andplus.co.jp http://www.andplus.co.jp ● ●

63 株式会社日本設計工業
エンジニアリング及び
産業用ロボット製造

機械設計、制御設
計、営業、調達、生

静岡県浜松市北区大原町500 t-enokido@nissetsuko.co.jp http://www.nissetsuko.co.jp ● ●

64 シブヤ精機株式会社 製造業 技術職 静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町630 recruit-h@shibuya-sss.co.jp http://www.shibuya-sss.co.jp ● ●

65 静岡県民共済生活協同組合 受託共済事業 営業職 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵ﾀﾜｰ20～21F r.watanabe@kenminkyosai.org http://www.kenminkyosai.org/ ● ●

66 株式会社ティー・アール・エス 陸上輸送業
事務・管理部業務全
般

静岡県静岡市清水区島崎町161-13 trs-aoki@bell.ocn.ne.jp http://www.toyoreizo.com/ ● ●

67 富士テクノロジー株式会社 情報サービス
ITコンサルタント、
SE、プログラマー

静岡県静岡市駿河区八幡5-16-3 office@fut.co.jp http://www.fut.co.jp ● ●

68 佐藤精工株式会社 金型開発 金型開発、金型設計 静岡県静岡市駿河区北丸子1-18-20 cad_cam@satoseiko.co.jp http://www.satoseiko.co.jp ● ●

69 ベルメディカルケア株式会社 卸売業
医療機器販売・福祉
用具レンタル

静岡県静岡市清水区松原町5-22 info@bellmc.co.jp http://www.bellmc.co.jp ● ●

70 株式会社イワサキ経営 会計事務所 総合職 静岡県沼津市大岡877-6 http://www.tax-iwasaki.com ● ●

71 株式会社食鮮館タイヨー 小売業 営業・販売関連 静岡県静岡市葵区流通センター10-6 n-sakurai@syokusenkan-taiyo.co.jp http://www.syokusenkan-taiyo.co.jp ● ●

72 株式会社オートベル 卸・小売業 営業職 静岡県沼津市岡宮1266-87 saiyo@autobell.co.jp http://autobell.co.jp ● ●

73 株式会社マサモリ 化粧品販売 美容部員 静岡県静岡市葵区御幸町5-17 ﾏｻﾓﾘﾋﾞﾙ3F dmasamori@ck.tnc.ne.jp http://www.masamorindex.com ● ●

74 ハイテクシステム株式会社 沼津支店 ソフトウェア業
プログラマー
システムエンジニア

静岡県沼津市大手町2-10-14 三井生命沼津大手町第2ﾋﾞﾙ numazu@ht-s.co.jp http://www.ht-s.co.jp ● ●

75 株式会社ヨシモト印刷社 製造業
技術職、営業開発
職、製版職

静岡県静岡市葵区安倍口新田393 sugiura@yoshimoto-p.jp http://www.yoshimoto-p.jp/ ● ●

76 株式会社大伊建設 建設業
技術職・管理職・営
業

静岡県静岡市清水区草薙1-24-25 ooi-masahiro.mizuno@live.jp http://www.ooi-kensetu.com ● ●

77 株式会社ハブ 情報サービス業 プログラマー 静岡県浜松市中区元城町216-19　フジヤマ元城ビル4F saiyou_group@habu-jp.com http://habu-jp.com/ ● ●

78 イデキョウホーム株式会社 建設・不動産業
営業職
設計施工管理職

静岡県富士市伝法1335 takayanagi_n@idekyo.com http://www.idekyo.com ● ●

79 ジェイ・ウェル株式会社
建設・設備関連・プラ
ントエンジニアリング

サービスエンジニア 静岡県静岡市駿河区高松1-17-15 daisuke-isikawa@jp-jwell.com http://jp-jwell.com ● ●

80 new 株式会社Ｂｕｉｌｄ　Ｅａｓｔ 建築業 設計職、営業職 静岡県沼津市足高322番地の36 jinji@build-east.co.jp https://build-east.co.jp/ ● ●
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