
魅力発見！　働くイメージできる

企業・団体の人事担当者が自社の
魅力を３分以内でプレゼンします。
様々な企業・団体の魅力が発見でき
自分が活躍するために知るべき情報
の全てがわかります。

２／２６㊌～２９㊏
三島駅北口校舎　大教室

就職指導課

企業・団体
アピールタイム

１０時集合（厳守）

日時・場所

内容

nhdgi;r;90
nhdgjCdgb( 三島校舎 )

合同企業研究会

※12時30分から各ブースにおいて
　　３ターム自社説明を実施



令和元年度 「学内合同企業研究会」参加企業⼀覧

企業名 業種 企業名 業種

1 あいら伊豆農業協同組合 その他サービス 株式会社アルビオン 医薬品・医療関連・化粧品

2 ウエルシア薬局株式会社 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） イオンリテール株式会社 コンビニエンス・GMSストア

3 臼井国際産業株式会社 商社（自動車・輸送用機器） イシハラ株式会社 建設・住宅・不動産

4 株式会社エイエイピー 印刷・パッケージ 伊豆箱根鉄道株式会社 運輸

5 株式会社オートベル 専門店（自動車関連） いなば食品株式会社 水産・食品

6 株式会社小田急リゾーツ ホテル・旅行 株式会社エイチ・アイ・エス ホテル・旅行

7 神奈川県警察本部 官公庁・団体 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 通信関連

8 株式会社GeolocationTechnology 通信関連 岡三証券株式会社 証券・投信・投資顧問

9 株式会社サン・プランナー 人材紹介・人材派遣 株式会社学情 人材紹介・人材派遣

10 サンワフーズ株式会社 その他サービス 神奈川トヨタ自動車株式会社 専門店（自動車関連）

11 株式会社ジェイアール東海ツアーズ ホテル・旅行 関西観光開発株式会社 ホテル・旅行

12 株式会社静岡伊勢丹 百貨店 株式会社クリエイトエス・ディー 専門店（ドラッグストア・調剤薬局）

13 シダックス株式会社 フードサービス ケイラインロジスティックス株式会社 運輸

14 株式会社杉孝 建設・住宅・不動産 株式会社コメリ コンビニエンス・GMSストア

15 住友不動産販売株式会社 建設・住宅・不動産 株式会社静岡中央銀行 銀行

16 株式会社スワベ商会 その他商社 静岡マツダ株式会社 専門店（自動車関連）

17 靜甲株式会社 商社（総合） 静岡県警察本部　三島警察署 官公庁・団体

18 セコムジャスティック株式会社 その他サービス 株式会社スズキ自販静岡 専門店（自動車関連）

19 全国共済農業協同組合連合会 その他サービス 東海澱粉株式会社 商社（水産・食品）

20 株式会社セントラル情報センター 情報処理・ソフトウエア 東京コンピュータサービス株式会社 情報処理・ソフトウエア

21 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 保険 特種東海製紙株式会社 素材・化学

22 株式会社大成 その他商社 株式会社中島屋ホテルズ ホテル・旅行

23 東芝テック株式会社 機械・プラントエンジニアリング 日産プリンス静岡販売株式会社 専門店（自動車関連）

24 トヨタカローラ静岡株式会社 専門店（自動車関連） 株式会社日新 運輸

25 長田広告株式会社 専門・技術サービス業 日本航空株式会社 運輸

26 ニッタン株式会社 電子・電機 日本ゼネラルフード株式会社 水産・食品

27 沼津信用金庫 信用金庫・労働金庫 富士市 官公庁・団体

28 ハウスコム株式会社 建設・住宅・不動産 富士屋ホテル株式会社 ホテル・旅行

29 株式会社プリンスホテル ホテル・旅行 株式会社ミサワホーム静岡 建設・住宅・不動産

30 防衛省・自衛隊（静岡地方協力本部） 官公庁・団体 三島函南農業協同組合 その他サービス

31 株式会社ホテルニューアカオ ホテル・旅行 三島信用金庫 信用金庫・労働金庫

32 株式会社マイナビ 人材紹介・人材派遣 明和地所株式会社 建設・住宅・不動産

33 矢崎総業株式会社 自動車・輸送用機器 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社 フードサービス

34 郵船ロジスティクス株式会社 運輸 株式会社ゆうちょ銀行 その他金融

35 リゾートトラスト株式会社 建設・住宅・不動産

36 株式会社ＬＥＯＣ フードサービス

２月２６日（水） ２月２７日（木）
№



令和元年度 「学内合同企業研究会」参加企業⼀覧

企業名 業種 企業名 業種

1 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 保険 株式会社イー・ケア 医療・福祉施設

2 アサガミ株式会社 運輸 インフィック株式会社 人材紹介・人材派遣

3 株式会社淺沼組 建設・住宅・不動産 株式会社植松グループホールディングス 建設・住宅・不動産

4 株式会社アルバイトタイムス 人材紹介・人材派遣 エスアイエナジー株式会社 エネルギー

5 株式会社稲葉商店 建設・住宅・不動産 株式会社エス・ティー・シー その他専門店

6 株式会社ＮＨＣ 商社（化学・医薬品・化粧品） 株式会社エステック 自動車・輸送用機器

7 株式会社キーズファクトリー OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他 エネジン株式会社 エネルギー

8 株式会社杏林堂薬局 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） 株式会社エヌオーイー ホテル・旅行

9 協和医科器械株式会社 商社（精密機器・医療用機器） 株式会社サカイ引越センター 運輸

10 株式会社グランベルホテル ホテル・旅行 静岡エフエム放送株式会社 通信関連

11 コネクシオ株式会社 その他専門店 静岡トヨタ自動車株式会社 専門店（自動車関連）

12 静岡県 官公庁・団体 静岡トヨペット株式会社 専門店（自動車関連）

13 静岡市 官公庁・団体 株式会社清水銀行 銀行

14 静銀ビジネスクリエイト株式会社 その他サービス 鈴与株式会社 運輸

15 静銀モーゲージサービス株式会社 信販・クレジット・ファイナンス スルガ銀行株式会社 銀行

16 セキスイハイム東海株式会社 建設・住宅・不動産 生活協同組合ユーコープ その他サービス

17 積水ハウス株式会社 建設・住宅・不動産 第一生命保険株式会社 保険

18 綜合警備保障株式会社 その他サービス 高瀬物産株式会社 商社（水産・食品）

19 太陽建機レンタル株式会社 リース・レンタル 株式会社ティージェイエス 情報処理・ソフトウエア

20 株式会社東急リゾートサービス ホテル・旅行 株式会社ＴＴＣ その他サービス

21 株式会社東京ウエルズ 電子・電機 東海ソフト株式会社 情報処理・ソフトウエア

22 東横化学株式会社 商社（化学・医薬品・化粧品） 東海旅客鉄道株式会社 運輸

23 南駿農業協同組合 その他サービス 名古屋製酪株式会社 水産・食品

24 日水物流株式会社 運輸 日清医療食品株式会社 水産・食品

25 日本通運株式会社 運輸 日本食研ホールディングス株式会社 水産・食品

26 株式会社日本ハウスホールディングス 建設・住宅・不動産 日本ロジテム株式会社 運輸

27 日本生命保険相互会社 保険 ネッツトヨタ静岡株式会社 専門店（自動車関連）

28 日本郵便株式会社 その他サービス ネッツトヨタスルガ株式会社 専門店（自動車関連）

29 箱根観光船株式会社 運輸 株式会社フジコー エンターテインメント

30 ホシザキ東京株式会社 その他商社 フジ産業株式会社 フードサービス

31 株式会社ホンダカーズ静岡 専門店（自動車関連） 株式会社ブロンコビリー 専門店（フード）

32 株式会社マーキュリー 人材紹介・人材派遣 株式会社星野リゾート・マネジメント ホテル・旅行

33 株式会社ヤナセ 専門店（自動車関連） 株式会社マースグループホールディングス OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他

34 株式会社ユナイテッドベジーズ 商社（水産・食品） 丸尾興商株式会社 商社（精密機器・医療用機器）

35 ユニー株式会社 コンビニエンス・GMSストア 三島市 官公庁・団体

36 吉本興業ホールディングス株式会社 その他サービス 株式会社メトロ 情報処理・ソフトウエア

２月２８日（金） ２月２９日（土）
№
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