
「合同企業説明会2019」

A日程　出展企業(12日　10：00～13：00)

1 株式会社安心堂  専門店

2 株式会社イワサキ経営  会計・税務・法律・社労士事務所

3 株式会社エキスパートパワーシズオカ  エンジニアリング・設計

4 エヌ･ティ･ティ･システム開発(株) 浜松・静岡・沼津  コンピュータ･情報通信･ソフトウェア

5 株式会社神谷商会  商社（総合）

6 株式会社　協栄製作所  輸送用機器

7 株式会社 旭洋工業製作所  輸送用機器

8 三和建商株式会社  建設・調査設計・設備工事

9 学校法人静岡自動車学園  教育

10 住電装プラテック株式会社  輸送用機器

11 ソフトプレン工業株式会社  ゴム・プラスチック・窯業

12 株式会社テクノサイト  コンピュータ･情報通信･ソフトウェア

13 トヨタ部品静岡共販株式会社  商社（自動車関連）

14 ネッツトヨタ静岡株式会社  商社（自動車関連）

15 冨士乳業株式会社  食品

16 株式会社富洋レヂン工業  その他製造

17 株式会社　朋電舎  電気・電子・精密機器

18 株式会社ミズ・バラエティー  運輸・物流・倉庫

19 株式会社　未来教育舎  教育

20 株式会社レント  リース・レンタル

B日程　出展企業(12日　14：00～17：00)

1 アース環境サービス株式会社  その他サービス

2 アクアインテック株式会社  その他製造

3 株式会社イー・ケア  医療・福祉・健康産業

4 株式会社エクノスワタナベ  建設・調査設計・設備工事

5 大河原建設株式会社  建設・調査設計・設備工事

6 協和医科器械株式会社  商社（専門）

7 社会福祉法人湖成会  医療・福祉・健康産業

8 三和建設株式会社 住宅・不動産・リフォーム

9 (一財)静岡県生活科学検査センター  団体・事業団

10 株式会社静岡情報処理センター  コンピュータ･情報通信･ソフトウェア

11 株式会社杉山製作所　静岡事業所  電気・電子・精密機器

12 スルガ銀行株式会社  銀行・信用金庫

13 株式会社　駿河生産プラットフォーム 機械

14 太陽建機レンタル株式会社  リース・レンタル

15 株式会社田子重  百貨店・スーパー・チェーンストア

16 橋本エンジニアリング株式会社  輸送用機器

17 不二電子工業株式会社  電気・電子・精密機器

18 フライスター株式会社  食品

19 ブリヂストンエラステック株式会社  輸送用機器

20 株式会社三保造船所  輸送用機器

http://www.anshindo-grp.co.jp/
https://www.tax-iwasaki.com/
http://www.web-eps.co.jp/
http://www.ntt-ipnet.co.jp/k/
http://www.ntt-ipnet.co.jp/k/
http://www.kamiya.co.jp/
http://www.kyoei-seisaku.co.jp/
http://www.kyokuyo-ind.co.jp/
https://www.sanwakensho.co.jp/
https://www.ksjg.com/saiyou/
http://www.s-spt.co.jp/
http://www.softpren.co.jp/
http://www.technosite.co.jp/
http://www.shizuokakyohan.co.jp/
http://www.netz-shizuoka.net/
https://fujinyugyo.jp/recruit/
http://www.fuyoresin.co.jp/
http://www.hodensha.co.jp/
https://www.msv-recruit.net/fresh/
http://www.m-kyoiku.co.jp/
http://www.rent.co.jp/
http://www.earth-kankyo.co.jp/index.html
http://www.aquaintec.co.jp/
http://www.e-care.co.jp/
http://www.echnos.co.jp/
http://www.ohkawara.co.jp/
http://www.kyowaika.co.jp/
http://www.s-koseikai.jp/
http://www.sanwagr.co.jp/
http://www.shizuokaseikaken.or.jp/
http://www.sicis.co.jp/
http://www.css-sugiyama.co.jp/
https://www.surugabank.co.jp/
http://www.suruga-g.co.jp/
http://www.taiyokenki.co.jp/
http://www.tagoju.co.jp/
http://www.hashimoto-eg.com/
http://www.fuji-ele.co.jp/
http://www.frystar.co.jp/
http://www.bset.co.jp/
http://www.mihozosen.co.jp/


「合同企業説明会2019」

C日程　出展企業(13日　10：00～13：00)

1 アオキトランス株式会社  運輸・物流・倉庫

2 植松グループ  商社（総合）

3 株式会社エス・ティー・シー  商社（専門）

4 株式会社エステック  輸送用機器

5 五條製紙  紙・パルプ

6 株式会社　三明  商社（専門）

7 NEC静岡ビジネス  コンピュータ･情報通信･ソフトウェア

8 株式会社シムックス  警備

9 株式会社秀英予備校  教育

10 新日本特機株式会社  輸送用機器

11 株式会社スワベ商会  商社（総合）

12 テルモヒューマンクリエイト株式会社  業務請負・人材派遣・人材紹介

13 株式会社電興社  商社（総合）

14 株式会社トゥー・ワンプロモーション  印刷・出版・広告・マスコミ

15 社会福祉法人賛育会　東海清風園  医療・福祉・健康産業

16 東京コンピュータサービス株式会社  コンピュータ･情報通信･ソフトウェア

17 株式会社　東洋鐵工所  機械

18 パーパス株式会社  鉄鋼・金属製品

19 株式会社丸紅  建設・調査設計・設備工事

20 株式会社ミクニ  輸送用機器

D日程　出展企業(13日　14：00～17：00)

1 株式会社こころ  フードサービス

2 三州紙業株式会社  商社（総合）

3 株式会社 ジー・ディー・エス  その他サービス

4 医社）静岡健生会　三島共立病院  医療・福祉・健康産業

5 株式会社　静岡制御  商社（専門）

6 株式会社スカイ  その他製造

7 静清信用金庫  銀行・信用金庫

8 東進衛星予備校(株式会社TEP)  教育

9 株式会社日本設計工業  エンジニアリング・設計

10 日本プラスト株式会社  輸送用機器

11 ハイテクシステム株式会社  コンピュータ･情報通信･ソフトウェア

12 株式会社ハンズ  コンピュータ･情報通信･ソフトウェア

13 美光産業株式会社  輸送用機器

14 株式会社ビッグ富士  百貨店・スーパー・チェーンストア

15 平和みらい株式会社  運輸・物流・倉庫

16 株式会社都田建設　DLoFre's 住宅・不動産・リフォーム

17 明治安田生命　静岡支社  保険・証券

18 株式会社　柳屋本店  食品

19 ユニクラフトナグラ株式会社  輸送用機器

20 ライフデザイン・ピオン 家具・インテリア

http://www.aoki-trans.co.jp/
http://www.uematu.co.jp/
http://www.stcnet.co.jp/
http://www.s-technology.co.jp/
http://www.gojo.co.jp/
http://www.sanmei.co.jp/
http://www.nec-sbusiness.co.jp/
http://www.keibi-sems.co.jp/
https://www.shuei-yobiko.co.jp/
http://www.shinnippontokki.co.jp/
http://www.suwabe.co.jp/
http://www.terumo-hc.co.jp/
http://www.denkosha.co.jp/
https://www.21pro.co.jp/
http://www.san-ikukai.or.jp/
http://www.tcs-ipnet.co.jp/
http://www.toyoiron.co.jp/
http://www.purpose.co.jp/
http://www.marubeni-co.jp/
http://www.mikuni.co.jp/
https://www.cocoro-inc.net/
http://www.sanshu.net/profile/
http://www.gds.co.jp/
http://www.mishima-kyouritsu.com/index.html
http://shizcon.com/
http://www.sky-jp.com/
http://www.seishin-shinkin.co.jp/
http://www.tep.jp/top/
http://www.nissetsuko.co.jp/
http://www.n-plast-saiyo.com/
http://www.ht-s.co.jp/
https://www.hands-inc.co.jp/
http://www.biko-ind.co.jp/
http://www.bigfuji.co.jp/
http://www.heiwa-mirai.co.jp/
http://www.miyakoda.co.jp/
http://www.meijiyasuda-saiyo.com/2019/
http://www.yanagiya.co.jp/
http://www.unicraft-nagura.co.jp/
http://interior-maezawa.co.jp/

