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ホテルクラウンパレス浜松 4階 芙蓉の間
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静岡文化芸術大学
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《７大学合同開催》

各大学の就職担当者も参加します。
就活相談も可能です。安心してご来場ください。



企業名 業界 所在市町村 会社紹介

1 株式会社アイジーコンサルティング 建築業：住宅 浜松市中区
住宅メンテナンス事業・リフォーム事業・耐震事業・新築事業を事業としている。
明治32年創業の実績を活かし、「永く安心して暮らせる住まいづくりを提案する」ことを使命としてお客様と向き合う。

2 アサヒハウス工業株式会社 建築業：建設 浜松市中区
建設とデベロッパーを主軸に、街と暮らしの未来を創造する不動産の専門商社。分譲マンション・都市開発・商業開発・
建築工事請負・住宅分譲を扱う。企画、設計、施行、管理まで、独自のトータルシステムで、さまざまな事業に参画。

3 天方産業株式会社 商社：機械器具 浜松市中区
地域密着型の総合エンジニアリング商社で、日立特約店として、静岡県西部を中心に営業をしている。「遠州地域」を大切にし
ている会社の為、「地域が好きな人」「地域に貢献したいと思う人」にはピッタリな会社。

4 ＡＬＳＯＫ　綜合警備保障株式会社 ｻｰﾋﾞｽ：警備保障 名古屋市中区
業務内容は、法人向け・個人向けサービス、常駐警備（空港）、警備輸送。東京2020オリンピック・パラリンピックのオフィシャル
パートナーとして「警備業の垣根を越えた経済社会インフラ」という役割を全力で果たす。

5 株式会社出雲殿 ｻｰﾋﾞｽ：冠婚葬祭 浜松市中区
時代を先取りするブライダルの展開や、地域の慣習に合わせたフューネラルの提供。
社会に貢献できる総合セレモニー企業として、人生の節目を彩る事業を展開中。

6 磐田信用金庫 金融 磐田市
磐田市に本店を置く信用金庫。『いわしんNightセミナー』や山間部地域に住まうお客様の利便性向上を目的にした
移動店舗車など、お客様のニーズを追求している。

7 株式会社エイエイピー ｻｰﾋﾞｽ：広告代理 静岡市駿河区
広告立案、デザイン・コピー、撮影、広告媒体の取扱い、印刷物、イベント企画・運営、ＷＥＢソリューションなど
多様化する広告・宣伝のあらゆるニーズへ対応するため、応える能力を自社内に兼ね備えている。

8 遠州信用金庫 金融 浜松市中区
地元企業を対象にセミナーの開催、またマッチング交流会を開催しお客様のニーズに応えている。
地元経営者支援や地域活性のために遠州・浜松の魅力発信サイトを立ち上げるなど、地域貢献にも熱心。

9 遠州鉄道株式会社 運輸・観光ほか 浜松市中区
静岡県西部において、鉄道やバスなどの運輸事業から出発し、現在は地域の暮らしに貢献する多様な分野にわたり、総合生
活産業として、事業を展開している。

10 遠州夢咲農業協同組合（JA遠州夢咲） 団体 菊川市
農業に携わっている人たちを中心に、菊川市・掛川市・御前崎市を営業拠点としている協同組合。
金融、共済、購買、販売、指導、加工、介護、旅行、葬祭などの活動をしている。

11 株式会社遠鉄ストア 流通：食品ｽｰﾊﾟｰ 浜松市中区
浜松地域を中心に３０店舗を展開中。また昨年には愛知県に出店し市場を拡大している。
人と接するのが好きという方、スーパーマーケット・ドラッグストアの仕事に興味のある方にオススメ。

12 株式会社オークラアクトシティホテル浜松 ホテル業 浜松市中区 国際観光ホテル整備法に基づくホテル経営。旗艦「ホテルオークラ東京」のメンバーホテルです。

13 株式会社オートベル 商社：自動車販売 沼津市
静岡県内で15店舗と3事業所とWeb査定チームの計19拠点を運営している。
静岡県内自動車買取業で、「シェアNO1企業」を目指している。

14 掛川信用金庫 金融 掛川市
中東遠のコミュニティバンクとして営業地域は静岡市～浜松市の間、店舗は掛川市、菊川市、御前崎市を主体に島田市～磐
田市の間に、本支店24店、1出張所を数え、一貫して地元中小企業・地元の皆様のお役に立つよう努力している。

15 株式会社杏林堂薬局 流通：その他 浜松市中区
創業117周年。目指すのは「日本で一番『強い会社（１店舗１店舗が強いお店・地域№１のお店）』」、さらに、
全社員が「幸せな人生を過ごせる会社」です。

16 株式会社甲羅 流通：レストラン 豊橋市 甲羅本店・赤から・カルビ一丁などの飲食店経営（直営24業態・115店舗）、ＦＣ加盟店舗への経営指導等（ＦＣ6業態188店舗）

17 株式会社コーエイ 商社：機械器具 浜松市東区
静岡県全域から愛知県東部に１９営業所を配置し、全ての車種の自動車部品や付属品・車の整備に必要な機械や工具などを
取引先に販売。自動車部品の販売事業にとどまらず、新しい事業にも積極的に取り組んでいる。

18 株式会社コーリツ ﾒｰｶｰ：自動車部品 磐田市
二輪エンジン部品・四輪マニュアルトランスミッション部品・等速ジョイント部品の製造一つの分野だけに特化した技術を持つの
ではなく、素材旋削から組立まで一貫加工・生産を通じ、多機能かつ多品種な製品を提供することを目指す。

19 株式会社五味八珍 流通：レストラン 浜松市東区
中華ファミリーレストランチェーン展開、中華食品（餃子・麺など）の製造、食材販売（スーパーへの卸販売・ネット販売・直売店）
している。店舗が合掌造りなのは、郷愁漂う心のより所と、ホッとする空間作りのためです。

20 サーラグループ 複合ｻｰﾋﾞｽ 豊橋市
都市ガス・LPガスなどのエネルギー事業をはじめ、建設・設備事業、自動車、住宅の販売、物流、生活サポートなど、
地域に根ざした幅広い事業を展開。

21 株式会社サカエ 商社：機械器具 浜松市中区
伝動・油空圧機器から検査装置まで扱う技術商社。50周年を機に、「どのような変化にも揺らぐことのない理念」「変化への機
敏な対応」そのふたつを共に実現するために、『野いちご宣言』をした。

22 静岡県警察 警察行政 静岡市葵区
【警察官】個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、被疑者の逮捕、交通取締、公共の安全と治安の維持
【警察行政職員】組織運営、予算編成・執行、統計調査、職員の福利厚生、遺失拾得事務等の業務

23 静岡県人事委員会事務局 地方行政 静岡市葵区
静岡県の未来を担う人材を見出し、県職員の採用試験や、県職員等の給与、勤務時間、 その他の勤務条件に関し行うべき措
置について、人事行政の専門的な観点から調査研究している。県職員の採用試験等について説明する。

24 静岡製機株式会社 ﾒｰｶｰ：一般機械 袋井市
農業機械・施設機器・精米機械・測定分析機器・業務用熱機器・環境関連機器などの製造と販売。流通段階で付加価値を生
む製品を提供し、穀物流通業界への貢献に努めている。

25 静岡ダイハツ販売株式会社 流通：自動車販売 浜松市東区
地域に密着した地元の身近なカーディーラー！静岡県内、中・西部に14店舗を展開！
2015年に創立50周年を迎え、これからも真面目に、一生懸命に、あゆみを進めていきたいと思います。

26 静岡トヨペット株式会社 流通：自動車販売 静岡市葵区
静岡県全域でＴＯＹＯＴＡ車、レクサスの新車・各種Ｕ-Ｃａｒの販売を展開しているカーディーラーです。
その他に各種保険・ＫＤＤＩ/ａｕ各代理店業務を行う。

27 株式会社ジャパン・ミヤキ ﾒｰｶｰ：一般機械 浜松市東区
『考える技術者集団』金属加工のスペシャリスト。長年 培った切削・研削の加工技術、摩擦圧接経験を主軸に、素材調達から
加工・表面処理等 を含む完成品まで、一貫したサポートシステムでお客様のニーズにお応えする。

28 スズキ株式会社 ﾒｰｶｰ：自動車 浜松市南区
二輪車、四輪車、船外機、電動車両、産業機器の開発・製造･販売。２０の国や地域で２９社の現地生産会社が稼働
しており、グローバルに事業を展開している。

29 スズキ教育ソフト株式会社 情報通信 浜松市南区
全国の小・中学校の授業で使われる学習支援ソフトや校務で使われているPCソフトの企画・開発・販売・サポートを行う。学校
教育における『教育の情報化』 をトータルに支援。

30 株式会社スズキ自販浜松 流通：自動車販売 浜松市西区
スズキ車の販売と整備をしている。当社のモットーは「人」を大切にすること。社員に求めるのは「あきらめずにやり遂げるこ
と」。信頼される会社、信頼される人として、社員が高い志と目標を持ち、熱意で取り組んだ時、お客様に喜びと感動を与える。

31 社会福祉法人　聖隷福祉事業団 医療・福祉 浜松市中区
日本 大級の社会福祉法人。 医療に関するワンストップサービスを続け、各地域にお住まいのご利用者様全員が
安心して暮らしていけるよう、事業展開と拡大を行っている。

32 セキスイハイム東海株式会社 建築業：住宅 浜松市中区
積水化学工業の高性能ユニット住宅「セキスイハイム」の販売・設計・施工を中心に分譲マンション事業、
保険事業などを行っています。静岡県注文住宅一戸建て着工実績が１２年連続第１位の実績。

33 ソフトプレン工業株式会社 ﾒｰｶｰ：ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品 浜松市西区
発泡プラスチック分野におけるトータルな情報力をもとにニーズにあわせた製品の企画開発、素材のコーディネイトから生産管
理までを一貫して行い、幅広い産業分野への製品の供給を行っています。

34 大興産業株式会社 ｻｰﾋﾞｽ：物品ﾚﾝﾀﾙ 浜松市東区
建設機械・建設資材の販売・レンタル・整備をはじめ、土木工事からイベントまで。大興産業の総合力が、お客様が必要とする

適な商品とサービスを行っています。

35 髙瀬物産株式会社 商社：食品・飲料 浜松市南区
外食産業のお客様に対し、業務用の食品や酒類、関連資材といった商材の販売だけでなく、物流サービス、メニュー提案、プ
ライベートブランドの開発、更には海外からの輸入など、大変幅広い事業を行なっています。

36 タニザワフーズ株式会社 流通：ﾚｽﾄﾗﾝ 岡崎市
愛知県・静岡県・山梨県などでファーストフード・ファミリーレストランの経営。我社は、街の隅々に小型のショッピングセンターの
展開と チェーンストアづくりを通じて、地域の皆様の普段の食の暮らしの豊かさを実現していくことを目指している。

37 第一生命保険株式会社 保険 浜松市中区
2010年に株式会社化・東証一部上場を果たし、全役職員のグループビジョンを「いちばん、人を考える会社になる。」と定めまし
た。これをグループの約6万人の従業員が共有し、関わる全ての「人」のことを真摯に考え、行動している。

38 株式会社知久 ﾒｰｶｰ：食品・食料 浜松市西区
「健康」と「おいしさ」をテーマにお惣菜・お弁当を調理販売する「知久屋」。こだわりのお惣菜で静岡県、愛知県、東京・神奈川
など現在計44店舗を展開中。

39 株式会社電器堂 商社：機械器具 浜松市南区
メーカーとお客様をつなぐ、エレクトロニクスのプロフェッショナル。世の中の潮流を自発的に捉え、モノではなく、コトを提供。私
たちは、そんな新しい電器堂の価値を創造できる人材を求めている。

40 社会福祉法人　天竜厚生会 福祉・医療 浜松市天竜区
障がい者・高齢者福祉、保育事業、在宅福祉サービス等、静岡県内で１９８事業を展開し５０年の実績を誇る。
また、福祉教育や実習を通じマンパワー育成にも努めている。

41 とぴあ浜松農業協同組合 サービス 浜松市東区
農業に携わっている人たちを中心に、浜松市・湖西市を営業拠点としている協同組合。営農・不動産・旅行・金融・共済・購買・
販売・介護・葬祭なの活動をしている。

42 トヨタカローラ東海株式会社 流通：自動車販売 静岡市駿河区
静岡県の中西部を営業エリアとするトヨタディーラー。トヨタ自動車の新車販売や自動車整備、修理、部品販売、
中古車の販売、保険代理店業務を通して、トータルでカーライフをサポート。

43 株式会社トヨタレンタリース浜松 ｻｰﾋﾞｽ：物品ﾚﾝﾀﾙ 浜松市中区
県西部地域を基盤にカーリース・レンタカーを中心に事業を展開、損害保険代理業も行っている。
遠鉄グループ企業として、地元の法人・個人にサービスを提供。

44 豊橋鉄道株式会社 鉄道旅客事業 豊橋市
豊橋鉄道グループは、鉄道・軌道・バス・タクシーなどの公共交通を中心に、東三河地域で「地域に密着」した幅広い事業展開
を行っています。

45 中村建設株式会社 建設業：総合 浜松市中区
土木・建築・設備工事の企画・設計・施工、戸建て住宅の設計・施工、宅地造成及び分譲、アスファルト合材・流動化処理土の
製造販売、太陽光発電事業他を行っている。

46 ネッツトヨタ静浜株式会社 流通：自動車販売 浜松市東区
湖西市から静岡市まで１５店舗でトヨタ車の販売と整備をしている会社。生きがい働きがいのある会社づくりは私たちの心と行
動で作り上げていきます。

47 浜松ケーブルテレビ株式会社 情報通信 浜松市中区
地域のケーブルテレビ局として、番組の製作や営業を行っている。地域の皆様の豊かな暮らしと、潤いと活力ある地域づくりの
お役にたちたいと考えています。地元の地域社会に思いっきり貢献したい方大歓迎です。

48 浜松市役所 地方行政 浜松市中区
地方公共団体として危機管理、総務、企画、財務、生活文化、健康福祉、こども家庭、環境、産業、都市整備、土木、
上下水道、教育、消防などの地方行政を行う。

49 浜松商工会議所 団体 浜松市中区
浜松地域唯一の地域総合経済団体として、地域経済の総合的な改善発達（企業の経営安定から成長までをサポートなど）と
社会一般の福祉増進のための事業を実施。

50 浜松信用金庫 金融 浜松市中区
浜松市に本店を置く信用金庫。お客さまや地域に貢献するため、努力していきますを基本理念として、預金、貸出、有価証券
投資、内国為替、外国為替、代理業務を行っています。

51 浜松日産自動車株式会社 流通：自動車販売 浜松市東区
持続可能なクルマ社会の実現を目指すとともに、静岡県西部地域の方々に愛され、地域とともに成長し、 地域の日産
の顔として信頼されるべく、社員一同日々邁進している。

52 富士ゼロックス静岡株式会社 商社：機械器具 静岡市葵区
富士ゼロックス社の商品を主として、静岡県内をエリアとし各種情報機器の販売および卸とソリューション＆サービスを
提供している。

53 ﾎﾃﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社グランドホテル浜松 ホテル業 浜松市中区
HMIホテルグループのホテル。ホテルの企画や経営、運営管理のほか、スポーツ施設の運営管理、教養や趣味、
健康増進に関する各種講座の運営を行う。

54 株式会社モアソンジャパン 情報通信 浜松市中区
３０年を超えるソフトウェア開発の経験と技術を礎に、ビジネスソフトウェアやラジオ放送局向けソフトウェアなど幅広い
業種、多彩な製品分野を誇る。

55 株式会社ヤタロー ﾒｰｶｰ：食品 浜松市東区
食品の製造・販売のみならず、ベーカリー・スイーツショップ事業やネット事業、レストラン・喫茶事業と幅広く事業を展開。また
給食事業では地元の子供たちの昼食を担い、地産地消を推進することで地域貢献も果たす。

56 やまと興業株式会社 ﾒｰｶｰ：自動車部品 浜松市浜北区
自動車部品事業とエンターテイメント事業を有す。自動車部品事業では、４０年余の実績と独自の技術開発により、
高品質な製品を提供。エンターテイメント事業ではLEDを利用した光事業を行い、ライト・雑貨販売も行う。

57 ユニー株式会社 流通：総合ｽｰﾊﾟｰ 静岡市駿河区
衣・食・住・余暇にわたる総合小売業のチェーンストア。総合スーパーの「アピタ」、スーパーマーケットの「ピアゴ」など、
１府１９県下に２００店舗以上を展開している。

58 ユニクラフトナグラ株式会社 ﾒｰｶｰ：自動車部品 湖西市
「世界で愛される名品創り」を目指して、 精密自動車部品・精密家電部品・計測機・ロボットシステムの開発・製造を行う。また、
工場内のミスト・粉塵を防ぐ製品の提供など、製造業を支援する幅広い技術でお客様満足No.１を追求。

59 株式会社レント ｻｰﾋﾞｽ：物品ﾚﾝﾀﾙ 静岡市駿河区
産業機械(フォークリフト・高所作業車)、 建設機械(掘削機・ダンプ)を基軸に電動工具、オフィス用品、レンタカー、アート等のレ
ンタル事業を展開！”レンタル”という発想で、様々な企業・ビジネスの課題を解決する。

60 ワルツグループ 商社：食品・飲料 豊橋市
コーヒー・紅茶・食品・器具等の卸販売と小売販売、さらにカフェ・レストランの経営を事業としている。
コーヒーメーカーとして、また食材のディストリビューター（卸売業者）として、さまざまな業態の飲食業を支援している。


