
企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

担当者部署

電話番号

ホームページ

株式会社赤堀

菊川市赤土 1160-1

従業員数
34 名

【内訳】男性 7名

（合計） 女性 27 名

企業見学 I ⑤ ・ 不可 インターンシップ受入 ( • 不可

●企業紹介

「快適な生活空間を創造し、社会に貢献する」を企業使命とし、「Amenitylife design company,..._, 快

適生活創造企業」を目指しています。 寝具・雑貨・インテリア商品を企画・中国で生産・加工・輸入し、 量

販店やホームセンター・専門店に卸したりインターネットショップにて小売販売を行っています。n寝具・インテリア・雑貨のロ・販売

I AKAHORI 

グループ企業（アンテナショッブ）

●雑貸屋 レガロス
一 .... -

REGALDS STYLE 

●企業の魅力

アイデアがカタチになる！ただ売るだけではない面白さがあります。常に新商品の発掘、新規取引先の開拓を

探しているのでやりがいも大きいです。 売上も伸び続けていてこれからの時代の若い感性を持った営業を求

めています。お茶のまち菊川市の南寄りの場所に本社があり、近隣には御前崎港があります。

●静岡本社 東京事務所中国膏烏事業所
、 騎 I

■企業から

入社後の半年間は、本社で商品知識などの基本をお教えします。基本を学んでから次は先輩との同行研修

がスタート！現場デビューに向けて、 1歩1歩ステyプUPしていける環境です。

■若手職員から

「営業は固定客への訪問です。最初は不安もありましたが、先輩も優しく指導してく

れ、出張も自分でスケジュールを立てて行く事もでき、地方の美味しい物も食べる機

会もあり楽しく営業活動をしています。一緒に出張へ行こう！ ！」

担当部署

担当者名

電話番号

総務課

辻智子

0537-73-2157 

ホームページ

E-mail 

FAX番号

akahori-y .sakura. ne.jp 

akahori-

tuzic)sf. tokai.or. i 

0537-73-5789 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

株式会社アコール

静岡県菊川市仲島2丁目5-15

従業員数

二I ⑱ _91 不可名 Iイノターノシッ:1 ⑮ _sl名不可

【内訳】男性 21名

株式会社アコールは株式会社コモードが100%出資する会社です。母体となる株式会社

コモードは介護事業を菊川市内、掛川市内、御前崎市内で展開する、総従業員数約

70人規模の会社です。

劃「＼且F-皿l園
HEffl:Tl=EI 

なんと言っても新しいこと。そして柔軟性に富む発想を受け入れる体質です。

現在はふたつの事業を展開しておりますが、我々 がやってみたいことを常に考え、そこにお客

様のニーズと市場があればトライします。

配食サービスまごころ弁当

女性スタッフが多く、子育てをまだ頑張っている世代が活躍しています。

学校や家庭の用事なども配慮して勤務体制を組むなど、女性に優しい環境作りを

行っています。

■企業から

配食サービス事業は御前崎市への市場拡大、そして飲食事業への展開を現在計画しております。

教育事業は松陰塾相良校、松陰塾菊川校を展開しておりますが、更に7年以内に5校の開校をめざしており

ます。また、教室の不動産取得と共に他ビジネスも模索中。

とにかく、 足下を固めながらも前に前にと発想していくアコールです。固定観念、先入観、 既成概念の欠片もな

い学生、そして尚且つ礼儀正しい親孝行息子、親孝行娘の学生諸君の応募をお待ちしております。

●相良校塾長より

「勉強を教える」「学習を促す」ただそれだけではありません。

学習のサポートと共に人間的な成長を寄与し、

生徒一人一人と真剣に向き合います。

生徒が教わるだけではなく、私たち講師も生徒から学ぶことがたくさんあり、

二人三脚で日々の成長を実感しています。

担当部署 I総務部 ホームページ Ihttp:/ /www.comodo-care.jp 

担当者名 I大石千秋 E-mail 
comodo-
care@poppy.ocn.ne.jp 

電話番号 10537-37-1220 I FAX番号 10537-37-1222

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名
- _,., 

所在地

• 企業l青報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

アカマッフォーシス株式会社静岡工場

静岡県菊川市加茂 1300-2

従業員数
26 名

【内訳】男性 25 名

（合計） 女性 1名

企業見学 I ◎ • 不可 インターンシップ受入 R ・ 不可

自動車部品や電化製品に使用される部品を製造するための冷間鍛造金型を製造しています。

常にQ (品質） . C (コスト） . D (納期短縮）の徹底と、お客様が抱える様々な問題に

その場で解決策を提示する「提案型営業」を行っています。

向上をヤ—

お客様が金型に求める事。それは、高精度・低価格・短納期は勿論の事ですが、長寿命かつ

寿命の安定です。弊社は60年以上冷間鍛造金型製造一筋に操業してきました。

蓄積されたノウハウを活用し、お客様の満足する金型の製造に成功しています。

また、創業以来、常に黒字経営を続ける優良法人でもあります。

1ヽ町万n可T株式会社
●企業から

元気のある学生を募集しています。借り上げ住宅制度があり広く全国から募集します。

トヨタ自動車をはじめ各自動車企業、並びに自動車関連企業を主要顧客とする、

総勢3000名、年商800億の株式会社メイドーグループです。

安定した基盤で新しい未来に一緒に挑戦していきましょう。

■先輩社員から 製造部大河原さん・谷川さん

入社2年目で、現在CNC旋盤・MCの仕事をしています。

入社当初は右も左も分らず、この会社で働いていけるのか

不安でしたが、先輩方からのサポートも有り、徐々に仕事の

幅を広げることが出来ました。

新しい作業を覚えられた時や、難しい品物の加工に成功した

時に達成感を感じています。

担当部署 製造部 ホームページ I http:/ /www.forsys.co.jp 

企業連絡先 I担当者名 櫻井弘和 E-mail info-shizuoka@forsys.co,jp 

電話番号 10537-35-1111 IF AX番号 10537-35-1811 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

アクアインテック株式会社

静岡県菊川市東横地3311-1

従業員数

（合計）
名

【内訳】男性

女性 平14名

企業見学 不可 インターンシップ受入 不可

アクアインテックは水インフラの

オールインワン企業です。

△咆竺~c

◆水処理事業
水処理プラントの工事 ‘
・機械装置の設計・嘘

【社会への貢献】

自治体が抱える予算不足や人手不足といった問題を

解決する製品を開発・提案！社会インフラの維持に

貢献しています。

【働く人を大切にする職場】

年間離職率2%と定着率が高く、働きやす直職場です。

新卒社員向けには、奨学金支援や借上社宅を用意する

◆管更生事業
老朽化した管の内側に新しい管を形成し、

地面を掘り返さずに管機能を蘇らせる
「オールライナーエ法」の更生管材料の
製造・開発

◆環境機材事業

マンホールや電線共同溝の
鉄蓋、鋳物製のメーター
ボックスの販売等

【高い技術力】

当社の武器はその技術力。

100を超える特許を持ち、

中小企業でありながら

水インフラ業界で存在感を

示しています。

研究開発やものづくりに

興味がある方には

ぴったりの職場です。

など、若い人が安心して働ける環境づくりに努めています。i
■企業から 採用担当米林

水インフラ関連の仕事と聞いても具体的に想像がつかない方も多いと思います。

インターンでは、会社紹介やグループワーク、先輩社員座談会を実施します。

エントリーは左記のQRコードから（マイナビサイト）

2022年夏インターン開催！！～オンライン2days-
① 8/9(火）、 10(水） ②8/29(月）、 30(火） ③9/7(水）、 8(木）

学生へのメッセージ I■若手職員から 2021年入社佐々木

企業連絡先

入社前はどのような仕事をするのか不安でいっぱいでしたが、面倒見のいい先輩社員が

多く、 1つ1つの質問にも丁寧に回答して下さいます。そのため当社の事業内容と日常

生活との繋がりが理解でき、今ではやりがいをもって仕事に取り組むことができています。

また若手のアイディアを大事にする会社でもありますので、意見をしやすい職場環境でも

あります。少しでも興味を持った方は、是非当社のインターンにご参加ください。

当社で皆さんの力を発揮し、一緒に楽しく働きましょう！

担当部署

担当者名

管理部総務人事グループ

米林 （よねばやし）

ホームページ
https ://www .aquaintec.co.j 

趾

E-mail 
aqua-

電話番号 10537-25-7540 I FAX番号 I 0537-25-7541 

※情報は2022年5月現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

株式会社浅野静岡工場

菊川市西方151-1

従業員数
名

【内訳】男性 60 名

（合計）
72 

女性 12 名

企業見学 I の・ 不可 インターンシップ受入 ．゚ 不可

「株式会社浅野は試作品メーカー」です。

自動車・バイクメーカー様のみならず、航空機メーカー様、 電気機器メーカー様、光学機器メーカー様、医療

機器メーカー様など、幅広い業界で開発支援をさせて頂いております。

お客様の夢の実現のために、硬度な技術を身に付け、知恵を発揮していきます。

要望を正確に捉え、必要とされる時に、必要とされる商品を提案し、お渡しできる。それが私たちの強みです。

例えば、今、皆さんが乗っている車の部品は弊社で試作品を作り、製品になったものがあるかもしれません。

【自動車部品から宇宙産業まで、つねに時代を先駆する技術革新力】

多くの部品製作を通じて培ってきた「対応カ・技術カ・提案力」を活用して、お客様の製品、部品の開発支

援をし続けています。目指すは開発支援で世界一です ！

【モノづくりのプロフェッショナルを目指して下さい ！】

浅野は長い歴史で培ったノウハウ・技術力があります。モノづくり開発支援には設備はもちろん、熟練した職人

技も重要です。製造現場では若手とベテランが型を並べて仕事をしながら、技術・技能を直接伝承していま

す。また人材育成の一つとして資格取得精度があります。

［新入社員定着率の高さは、心の豊かさから！】

浅野の経営理念「豊かさを追求し、求められる企業へ」を掲げ、経済的な豊かさだけでなく、生き甲斐や働き

甲斐といった心の豊かさを求めた経営を進めています。管理職との距離感は近く、人の温かみにあふれた、風

通しの良い会社です。

●企業から

新入社員の3年間の定着率は90%以上です。全国平均の大卒新入社員の離職率が30%にも及ぶことか
ら、 当社の定着率は非常に良いことがわかります。

それぞれの個性を生かし、生き生きと働ける当社で、 3年後、 10年後、定年までの目指すべき自分を見つけ

ていきましょう！

●若手職員から

私は大学4年間で学んだこととは関係のない業界・職種に就きました。初めは大学で学んだ事を活かしたいと

思い、業界を絞って受けていましたが、中々 就職先が決まらず、大変でした。やりたいこと＝向いていることとは

限らないので、様々 な業界・職種について話を間いてみると新たに興味が持てるかもしれません。 (2015年
入社）

担当部署 I管理課 Iホームページ
http://www.asano-

I担当者名 I寺田清人 IE-mail 

電話番号 10537-35-6565 IF AX番号 0537-35-6566 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

株式会社イトー急行

静岡県菊川市西方134-10 （本社）愛知県瀬戸市共栄通7-11 

従業員数

（合計）
73名

全社 1【内訳】男性I 55名'

企業見学

◆企業紹介

730名

不可

女性

インターンシップ受入

創業から60年になる総合物流企業です。倉庫業・物流センター

事業・各種車両による輸送により、メーカーからエンドユーザーまで

大切な製品をお取り扱いする、経済の基幹事業です。

◆事業内容

大手電設製品製造メーカー様とBto Bの関係を保ち、製品保管
から各納品先までの安全輸送を行っています。

18名

全社 610名

東証一部上場企業であるニッコンホールディングスグループの一員として、大手電設メーカー様、
住宅建材メーカー様、自動車部品メーカー様等との深いパープのお取引で複数年の増収増益
を継続しています。安定度は抜群と自他ともに認識しています。当該事業所は、東名高速菊
川 ICにも近く、交通アクセスも申し分ありません。 2017年9月に菊川市内に大型倉庫を建
設し、新規業務の取り組みも積極的に行っています。まだまだ成長を続けてゆく企業です。

◆企業から

当該事業所の平均年齢は45歳ですが、 20,..._,30代の従業員

が40%を占めています。年代層が厚いということは色々な経験
知識を得る事が出来る環境と思います。時代の変化に合わせた
会社の成長に皆さんの若い感性、力を活かしてみませんか？

●先輩職員から

私達の職場は、メーカー様の製品を、毎日入庫・出荷・検品・梱包•仕

分けをフォークリフトやハンディーターミナルを使用して行っております。

物流•倉庫業務やWMSに関する知識が全くなくても、周りの方が優しく

丁寧に教えて頂けるので心配ありません。

分からないことや周りの方に聞きやすい環境なので、いろいろな知識を得

ることが出来、自分自身が成長していける会社です。

担当部署

三

企業連絡先 ~ 
静岡営業所菊川ロジ営業課 Iホームページ I http://www.itoexp.co.jp/ 

永野和広 E-mail 
kazuhiro_nagano@忙oexp
.co.・ 

電話番号 10537-36-5223 I FAX番号 10537-36-5857 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載渭報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

I 

株式会社エコノス・ジャパン

菊川市青葉台三丁目 15 -1 

従業員数
名

【内訳】男性 18 
22 

（合計） 女性 4 

企業見学 ◎ • 不可 インターンシップ受入 €)• 
●企業紹介

弊社は「環境対策を自然や人体に悪影輩（残留性）のない方法で経済てきに

提供し社会に貢献する」を社是とする研究開発型の企業です。

●事業内容

弊社独自の、水（殺菌水·洗浄·脱臭技術）、空気（パーティクル除去•水切技術）

光（パルス光殺菌）、熱（過熱水蒸気殺菌・乾燥・焼成・収縮技術他）の4つの

コア技術にさらに磨きをかけ、お客様のニーズにきめ細かく対応した、

大手にできない現場対応型のシステムを展開。単なる装置の販売にとどまらず、より高い

レベルのハードとソフトの提供を念頭に、次なるステyプヘ発展できる柔軟なシステム作りの

お手伝いを心掛けています。

IE..amll!'―---匹-~~ ~ 心 ン
l .• 疇.. ,•_: 

. .F . •. f. 

名

名

不可

弊社は菊川駅の改札口を出て左側に見える牧之原台地の高台の中段付近に見える看板「ECONOS」という会社

で、小さいながら全国の養鶏場や業務用ウォーターサーバーの工場、大手コンビニチェーンストアで販売されているカット野

菜工場をお客さまとして様々 な殺菌装置を設計、製造、販売している会社です。

小規模企業と言うと大手企業の下請け作業のイメージを持たれる方が多いと思いますが、企業の母体は静岡市清水

区にある「静甲グループ」の一員であるものの、 「ECONOS」という独立したブランドを持ち、菊川を拠点に全国に向け活

動している会社です。

微生物、殺菌と言うとなかなか馴染みがないように感じますが、壁やキッチンに生える黒カビやにんじんやレタスが黒くなっ

て腐ってしまうと言った身近な問題に対して、食品会社や飲料水メーカーの生産している製品に対して微生物汚染を少し

でも少なくするような殺菌装置や殺菌水を弊社が設計、製造、販売している会社です。

皆さんが食べている卵も弊社の装置で洗浄、殺菌されたもので、安全•安心の卵かも知れません。

小さな会社ですが、全国の色々 な会社が困っている微生物の問題に対して積極的に活動している会社です。人数が少

ないので、色々 な事にチャレンジできる会社です。小粒でもピリッと辛い元気な会社ですので、チャレンジ精神がll王盛な仲

間を募集しています。それぞれの個性、能力を生かした配置をさせて頂きますので、 一緒に活動しませんか？

●企業から

お客様からは技術的な問合せを受けることも多くあるので技術者レベルの知識があれば業務がスムーズに行え

る仕事です。

「営業でありながら技術者レベルの知識を有している」というのが当社の特長の一つでもあります。

技術的な専門知識なのでむずかしいことではあるかもしれませんが、積極的に勉強していく意欲があれば、 十

分覚えられます。経験は問いません。モノ作りに興味がある方、ココだけにしかない製品を扱う「オンリーワン企

業」であることの価値を見出せる方は、ヤリガイ十分な仕事です。

●若手職員から

私は2021年4月に入社し、試験研究室という部署に所属しています。

試験研究室では主に社内製品である殺菌装置の効果を、お客様の求める基準に答えられるのかをデータとし

て示すことで、営業部の方のサポートを行っております。当社は風通しがよく、とても働きやすい職場ですので、

興味を持って頂けたら幸いです。

担当部署 管理部 ホームページ lhttp://www.econos.eo.jp/ 

担当者名 北原聡穂 E-mail econos@econos.co.jp 

電話番号 10537-35-0667 I FAX番号 10537-35-668 

※情報は2022年5月現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

SUS株式会社静岡事業所

菊川市西方53 (本社：静岡県静岡市）

従業員数

企業清報
（合計）

251 名
【内訳】男性

女性

企業見学 採用選考前等に実施 インターンシップ受入
冒
要相談

企業紹介

事業内容

●事業内容

① FA(ファクトリーオートメーション）向け機械装置およびユニット機器製品の設計開発、製造、販売

製品例：工場設備用のフレームや部品（ねじ・締結部品など）

駆動系製品（アクチJ.Iーター・コンベア）

制御コントローラー・制御ソフト

②アルミ製住宅及び建築用アルミ構造材の設計開発、製造販売

企業の魅力

学生へのメッセージ

• 工業向けのアルミプロファイルメーカーとして、国内トップシェアを誇ります。

・つくりあげるSUS製品は、業界に囚われず広く活躍しており、

「実は00でSUSが使われているんだ～」がたくさんあります。

• 自社で「開発」「製造」「営業販売」を一貫して行い、さらに繰り返し使える素材の強みを活かすため、再生も

自ら行っています。国内には6大工場、営業所は全国に 17箇所ございます。

•静岡県菊川市にある SUS静岡事業所の役割は、「マザー工場としての製造」と「製品開発」です。

•「製品の設計開発」の仕事は、 自分で考えたものを実際のカタチにすることです。思い描いたものをカタチにす

るのは試行錯誤の連続で、実験•試験の結果、思うようにいかず、図面を修正し、再度やり直しということもあ

ります。ですが最終的に製品として出来上がった時やお客様からの反応を得たときに、社員たちはやりがいを感

じています。

●企業から

新人にも、できることから仕事に関わってもらおうという雰囲気の会社です。

●若手職員から

入社した当初は、アルミの知識もなく自分は、何ができるんだろう？と思っていましたが何も知らないまま、仕事

に取り組むのではなく、丁寧な研修があり安心したのを覚えています。

また、SUSは挑戦する姿勢を大切にする会社なので、新しいアイディアを積極的に採用します。

社内一貫生産の当社だからこそ、自分が生み出したアイディアがお客様の手元に届くまで見届ける事ができま

す。

担当部署 本社人事チーム／静岡事業所Iホームページ I https://www.sus.eo.jp/ 

企業連絡先 担当者名 E-mail recruit@sus.co.jp 

電話番号 I白平詞汎豆；；：―9i~i IF Ax番号

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

NOKフガクエンジニアリング株式会社（旧社名フガクエ機株式会社）

静岡県菊川市下平川1256-1

------r――-
従業員数

（合計）
4121 名

企業見学 ⑨ • 不可

•企業紹介

【内訳】男性

女性

インターンシップ受入

冒
R ・ 不可

NOK株式会社のグループ会社として、オイルシール用精密金型及び機械装置の設計•製造・販売をしており
ます。ゴム金型業界では日本一の企業規模です。

●事業内容

主に自動車用のシールの精密金型を製造しています。「シールって何？ 」と思われると思いますが、分かりやすく

例えると、洗濯機から水が漏れたりしない、その秘密が「シール」です。当社の高い金型加工技術が、世界中

で信頼され、役立っています。

・ゴム金型業界では業界トップクラスです！

•福利厚生が整っており、社内行事である「新入社員歓迎会」 「日帰り旅行」 「年末パーティ」の参加率は常に

70%以上です。

・社員同士の仲が良く先輩にも話しかけやすいので、分からないことは丁寧に教えてくれます。

・仕事内容として、ライン作業ではないので常に自分で考えて工夫しながら仕事ができるので、仕事に「やりが

い」をもって取り組めます。

●企業から

組織の特徴としては、全社員のうち30歳以下の社員が40%と、多くの若手社員が活躍しています。また、職

場の雰囲気が良く、分からないことがあれば、先輩社員がすぐに相談に乗ってくれます。

学生の皆さんはまだ、会社というのがどんなところは想像できないと思います。少しでもその不安を取り除くため

にも、是非一度、当社の会社見学にご参加ください！！

●若手職員から (2018年4月入社）

入社時は右も左も分からないなかで、先輩方が丁寧に教えてくださり入社前にあった不安はすぐになくなりまし

た。常に考えて仕事を行う職場なので大変ではありますが、その分「やりがい」をもって仕事に取り組めます。

仕事の内容は会社や職場によって色々 と異なりますので、「分からない」を「分かる」に変えるためにも是非一

度会社見学に来ませんか？皆さんとお会いできること、楽しみにしてます！

担当部署 業務部業務課 ホームページ Ihttp://www.fugaku-koki.co.jp/ 

担当者名 松島 信貴 E-mail matsun@fkk.nok.co.jp 

電話番号 0537-73-5151 FAX番号 10537-73-5150 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

株式会社 NBCメッシュテyク静岡菊川工場

静岡県菊川市加茂1200

従業員数
名

【内訳】男性 44 名

（合計）
63 

女性 19 名

企業見学 I 可 ◎ インターンシップ受入 R・ 不可

●企業紹介

NBCメッシュテyクは日清製粉グループの一員として、スクリーン印刷用メッシュクロスを始め、各種産業用の

メッシュクロス（食品、電子、機械、化学、土木、建築・農業資材、公害機器など）、成形フィルター（自動

車、家電メディカル、衛生機器など）の開発•製造・加工・販売を行っております。

●事業内容

世界最先端のメッシュテクノロジーで、あらゆる産業界に貢献！

製粉用ふるい網の国産化を目的に、日清製粉によって

1 9 3 4年に設立された当社は、以来80年以上に

NBC::::111, 
わたりふるいのメッシュ技術を軸に繊維製造技術（メッシュテクノロジー）と、μ(ミクロン）単位の不純

物を除去し自動車や携帯電話等の安全性向上と性能アップを可能にさせたフィルターテクノロジーを企業の強

みとしています。

●自ら考え行動し自分の価値を100%発揮しよう！
「会社が仕事をしやすい規模である」「独自性を持っている」「世の中に幅広く貢献できる」という3点です。み

んなが知恵を絞りながら楽しく仕事をし、小さくてもキラキラ輝いている会社でありたいと考えています。メッシュが

物を濾過するという製品自体の 1次機能だけではなく、ウイルスを不活性化させる抗菌機能等の2次機能を

合わせもった製品等、当社でしか実現できない技術の数々で、魅力ある製品を作っています。我々の作る製

品を通じて、お客様の快適で安心•安全な暮らしを支えていき、環境保全などに貢献することで社会に役立つ
企業であり続けたいと思います。 11..._:...,. - .a.- I 

公式キャラクター

カイ アン

●企業から

とにかく“ものづくり”が好き！その思いをのびのびと育て、活躍できるように！

当社には技術を持った「職人」がたくさんいますが、当社の職人は「職人気質」ではないんです。

“仕事は教えてもらうんじゃなく見て学べ”？ そんな古い育て方はしません。

上司や先輩がきちんと説明して教えていきますので、分かりやすくしっかりと身につけていくことができます。

社貝それぞれが相手の立場になって、協力しあいながら仕事をしています。

ベテランから若手へ、自分の技術をどんどん伝えて共有して、ともに技能・技術を高めあっています。

●若手職員から (2019年入社）

高校を卒業し、地元で就職をしました。

最初はなにもわからず不安でしたが、先輩方が優しく

声をかけてくれました。わからないことはちゃんと聞いて

理解するよう心掛けています。教育訓練制度も充実している

ので、安心して働けます。

せひ地元で、ものづくりで、と考えている方は、見学しに来て下さい。

担当部署 総務部 ホームページ lhttps:/ /www.nbc一jp.com/

担当者名 崎山 貴之 E-mail 

電話番号 0537-37-3633 FAX番号 10537-37-3623 

※情報は2022.年4/1現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

遠州夢咲農業協同組合

静岡県菊川市下平川6265

従業員数

企業清報
（合計）

355 名
【内訳】男性

女性 亨140名

企業見学 不可 インターンシップ受入 不可

◆企業紹介

農業を主軸とした総合農協として、地域に根差した様々 な事業を展開しています。

●事業内容

営農・茶業・生活・経済・信用・共済・企画・総務など

企業紹介

事業内容

企業の魅力

◆企業理念：「農業で求める真の豊かさ」というJ応夏州夢咲の理念は、何よりも人が夢持つことで心を育み、そして一人

ひとりが輝くことによって具現化されると考えます。営農、茶業、生活、経済、信用、共済、企画・総務と幅広く事業を展

開する農協の中でも、【輝く】誰もが「行ってみたいナ」と思う。【育む】地域の皆様に愛され、信頼される。【拓く】未来を見

つめ、大いなる可能性にチャレンジしていく。この3つを大切にし、 J応塁州夢咲は「輝く・育む・拓く」のもと進化し続けます。

◆仕事内容： JAの事業内容は主に営農、茶業、生活、経済、信用、共済、企画・総務です。それぞれの内容をご紹

介します。【営農】消費宣伝活動に積極的に取り組み、『売れる農産物作り』に特化した安全•安心な夢咲特産物の拡

大を組合員と一体となり図っています。行政機関との連携により、担い手の育成や農業法人への経営指導などにも取り

組んでいます。【信用】地域に密着した金融機関として、組合員を中心とする利用者の皆様に一層の金融機能サービス

を提供し、身近で親しみやすい店舗作りに取り組んでいます。【共済】「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供を通じ、豊か

な生活づくりに努めています。

●企業から

学生の皆さんの不安を取り除くことも、人事担当者としての大切なお仕事ですので

当 JAに関する疑問質問はもちろん、不安なことなどありましたら遠慮なく声をかけ

てください。皆さんとお話しできることを心から楽しみにしています ！！ 

学生へのメッセージ
●若手職員から

私は目的をもって夢咲へ入りました。まだ入って半年過ぎたばかりなので、分か

らないことばかり。大変なこともたくさんあり勉強の日々 です。学生のみなさんも

就職する上で不安なことはたくさんあると思います。しかし、その不安を少しでも

解消するには「質問をする」「確認をする」ということが大切だと思っています。

夢咲の先輩方は優しいのでなんでも積極的に聞いてみてくださいね！

担当部署 I総務部人事課 ホームヘーン I0 "、 https://jayumesaki.ja-
shizuoka.or担Lrecruit

企業連絡先 担当者名 I西川勇史・中村夏弓 E-mail 
yumesaiyo@yumesaki.ja-
shizuoka.or.jp 

電話番号 10537-73-6994 I FAX番号 I0537-73-5171 
※情報は2022年5月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

Iオーゼックステクノ株式会社

I静岡県菊川三沢1500-50

I 

従業員数
27 名

（内訳】男性 25 名

（合計） 女性 2名

企業見学 ⑤ • 不可 インターンシップ受入 可 ・@  
企業紹介

菊川市三沢の工業団地内に会社があります。フジオーゼックス100%子会社にてエン

ジンバルブの金型を4種類作製し供給しています。
神奈川県藤沢市にも工場があり、エンジンバルブ・ローテータ等を生産しています。藤

沢工場は110名の従業員がいます。
全従業員数137名 藤沢工場加工製品

（静岡工場設備台数） （エンジンバルブ・ローテータ）

NC旋盤加工機14台、刻印機2台、芯なし切削機2台

(4種類のエンジンバルブ金型）

灰

エンジンバルブは自動車を筆頭に船舶、二輪車、トラクター、発電機等エンジン搭載し
ているものすぺてのエンジンはバルブを使用しています。静岡オーゼックステクノはエン
ジンバルブ金型をoozx、海外工場のすべてに供給しています。金型プログラムを作成
し加工する楽しさもあります。
藤沢工場は大小さまざまな特殊エンジンバルブを加工しoozxに供給しています。独

自にローテータ・安全弁も加工し、さらに独自開発も行っています。

静岡工場は親会社、 oozxと隣接して
いることからoozx厚生施設も利用でき
便利です。また納涼祭等のイベントにも
積極に参加をしています。

●企業から

静岡工場

静岡工場は、オーゼックステクノ本社工場です。従業員は少ないですが個々のレベ

ルアップを上げる取組みを行っています。工場は古いですが味わいのある工場です。

菊川駅から会社までは通勤バスも利用できます。菊川インターより車で8分-10分
で会社につきます。

学生へのメッセーン
‘‘‘ ●若手職員から

I 釉‘裔誼ないですが、みんな心優しい人が多く仕事もチームワークが良く、工場周辺
いです。

企業連絡先

敷地内に
春→桜
秋→かき

担当部署

担当者名

電話番号

ー 、C. /、 U I~'、:·tーゞ·--~、一；担血J ,,,J 

業務企画部総務・経理G Iホームページ

大久一生 E-mail 

0466-87-1406 FAX番号 I 0466-87-1743 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

落合刃物工業株式会社

企業情報

菊川市西方58番地

従業員数

（合計）
107 名

（内訳】男性

女性 ~ 21名

企業見学 ⑤ • 不可 インターンシップ受入 不可

企業紹介

事業内容

●企業紹介・事業内容

1919年、茶摘鋏の製作を開始して以来、2019年で創立100年を迎えました。日本初の動力式茶摘機を

発明し、茶農家の皆様の省力化に努めて来ました。お茶畑にやさしい機械を農家の皆様にお届けするのが弊

社の使命です。

茶葉摘採機・茶園管理機をはじめ農業用機械製品を企画設計から部品加工、組立まで一貫して生産販

売をする享で、常にお客様の要望しているものを提供しています。

■企業の魅力

国内初の動力茶摘機を開発したOCHIAI、以来、茶摘機のみならず総合茶園管理機の分野において、新

技術を搭載した機械で常に業界をリードしています。動力茶摘機のパイオニアとして、市場ニーズにいち早く応

え、高い評価を得て来ました。世界各国のお茶の産地をはじめ、アメリカやヨーロッパには、庭園の植元入みよう

のヘッジトリマーを輸出するなどワールドワイドな事業を展開しています。めまぐるしく変化する時代を乗り越え

て、お茶畑に優しし湘息械を更なる未来へと繋ぐのがOCHIAIの使命です。

企業の魅力

~ 

学生へのメッセージ

●企業から

2019年弊社は創立100周年を迎えます。創業以来、

常に「お茶を摘む人」「お茶を飲む人」の側に立って

数々の製品を作り上け茶業界に貢献して来ました。

更なる未来へ向け新しいOCHIAIを

創り上げていく若い力を必要としています。

私たちと一緒に新しいOCHIAIを創り上げていきましょう。

●若手社員から 佐藤裕也 (2018年入社）

大学では農機について学んでいて農業機械の仕事に携わりたい

と思い入社しました。茶園で自分が関わった機械が動いているのを

見れるのでやりがいを感じています。

また、お茶以外の作物向けの機械も開発していますので

様々な知識や技術が得られ成長も実感できます。

当社で皆さんの力を一緒に発揮しましょう ！

担当部署 総務部

―••一・ 一

後藤栄三

ホームページ lhttp://www.ochiai-1.co,jp/ 

企業連絡先 担当者名 E-mail info@ochiaiー1.co.jp

電話番号 10537-36-2390 I FAX番号 10537-36-2160 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

株式会社オール看護小笠

企業清報

静岡県菊川市上平川293
- ,,--------

従業員数

（合計）
89 名

【内訳】男性

女性

彗
781名

企業見学 不可 インターンシップ受入 不可

●平成13年9月設立以来、地域に密着した医療介護事業を行っています。

訪問看護・居宅介護支援（ケアマネジャー）・通所介護（デイサービス）・訪問介護（ホームヘルパー）

グループホーム（認知症対応型共同生活介護）と会社の名前の通り幅広い看護・介護に精通しています。

看護師が中心となり業務を行っていますので、介護職員との連携もスムーズに取ることが出来ます。利用者様

や入居者様の急変時にも素早く対応することが出来ます。

企業紹介

事業内容

●幅広く事業を行っていますので、同じ会社内で様々 な介護技術を学ぶことができ、スキルアップしていくことが

できます。

各種研修や資格取得に関して会社としても積極的に取り組んでいますので、資格を取るための休日や費

用負担など福利厚生も充実しています。各種保険も完備しています。※現在はコロナ禍で研修の開催が減っ

ているため、WEB研修を取り入れています。

企業の魅力

●企業から介護初心者の方でも会社の事業が多くあるため、学びやすい場所からスタートしていくことが出来

ます。ゆくゆくはケアマネジャー等介護の上級の資格を取得していくことができます。

学生へのメッセージ I 
●若手職員から 職員さんの職種や年齢層が幅広く、いろいろな知識や考え方を学ぶことが出来ます。利用

者の方々 からも学ばせてもらうことが多く、充実した毎日を送っています。まずは介護福祉士の資格取得を目

指しています。

担当部署 ホームページ I http:/ /www.allkango.jp/ 

企業連絡先 担当者名

総務課

齊藤将之 E-mail ogasa@allkango.jp 

電話番号 10537-75-0123 I FAX番号 10537-75-0124 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

川崎工業株式会社

企業情報

菊川市加茂 11 3 1 
- ・・--・・-・ ・r-

従業員数

（合計）
5381 名

【内訳】男性

女性

企業見学 ◎ • 不可 インターンシップ受入

4竺
直

R・ ・ 不可

●一貫生産体制による高い品質とオリジナルブランド◆

企業紹介

事業内容

当社は、トヨタ自動車ティア 1の自動車用アルミ部品およびオリジナルブランドのジャッキを製造している自動車

部品メーカーです。製品は研究開発から設計、加工、製造、組付までを自社工場により一貫生産を行ってい

ます。加工については、専用機を自社開発し、より高い品質とコストの低減を実現。特に当社の自動車部品

は、吸気系・冷却系部品など、クルマの心臓とも言われるエンジンに直接関係する部品のため、高度な技術が

要求されます。低燃費や軽量化といったエンジン性能アップを支える、縁の下の力持ちと言えるかもしれません。

また、オリジナルブランドのジャッキについても、部品設計から出荷までのトータル体制を確立し、お客様から高い

討叶iffiを頂いています。

湿肇苧色『.-::...:..'. ·''="• • ; 『巧·—· ---2.:...,--~-

企業の魅力

と
'ヽ.、、

E

◆一人ひとりの向上心が働きやすい環境を作っています◆

当社には、創意工夫改善提案制度という制度があり、 1人月1件以上の改善提案を行っています。この制度

は、年齢やキャリア、部署などは関係なく、より働きやすい職場環境を目指して導入され、年2回の優秀な提案

を表彰。過去には派遣スタッフの方も表彰された実績があり、当社で働く全ての人が「少しでも現場を良くした

い」と考えて行動している証です。新入社員の方は必ず現場を経験してから様々 な部署に配属されますが、

「もっと現場を変えてみたい」と現場に残ることを希望する人もいます。それだけ現場の力が会社の原動力になる

ことを知っているのだと思います。これからも社員の成長のために、仕組みや環境作りにより一層力を注いでいき

ます。

基本理念です。そのために「Gearup for the next stage !」とスローガ

ンを掲げ、次のステージを目指し活動しています。その高い目標を達成するた

めに、当社は「社会人としての規律を守る人」、「自分の仕事に対して賣任を

持つことができる人」を求めています。こうした人物像に当てはまるだけではなく

そこに近づこうと努力する人に私たちの仲間になって頂きたいと考えています。

学生へのメッセージ I 
●若手職員から 2017年入社生産準備課兼子雄樹

私の現在の仕事は新しく開発される車のエンジン回りの自動車部品を、

大手メーカーであるお客様と一体となって製品の設計を行っています。

最新の自動車の開発段階に関われるや

自分が携わった製品が生活に欠かせない自動車に乗っていると思うと、

やりがいを感じます。あなたと共に働ける日を楽しみにしています！

担当部署

担当者名

総務部 総務課 ホームページ
http:/ /www.kawasaki― 
ind.co.jp/ 

企業連絡先 松井 E-mail k-matsui@kawasaki一ind.co.jp

電話番号 0537-36-5123 FAX番号 10537-36-5778 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載渭報は予告なく変更される場合がありますので、 ご了承ください。
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企業名

所在地

KAMIYA GROUP株式会社

企業清報

菊川市堀之内182-10

従業員数

（合計）
14 名

【内訳】男性

女性 翌
企業見学 不可 インターンシップ受入 不可

企業紹介

事業内容

●企業紹介

普段とは違ったちょっぴり贅沢なひとときを・・・

"luxe (ラグゼ）“とは上質や贅沢を意味します。

髪にも心にもラグゼな時間を過ごして頂きたい・・・

そして全てのお客様の髪を芯から美しくしたい・・・

ラグゼヘアカミヤは、そんな想いから生まれたサロンです。

全てはお客様の最高の笑顔のために・・・

■事業内容

カット・カラー・パーマ・シャンプー・着付・ヘアセットなど、美容業務全般を行なっております。

特に若い方からご年配のお客様まで、地元のお客様に喜んでいただけるような美容室を目指しております。

. ••· ―ぐ涙~'.t;-~.

f 炉ふ• • ~I, ョ•
、~. •• 
ー、..

1-.:..・----
--::·-=~'!:.. 

.. ........,. 

•最初の3ヶ月間は訓練校がある為、サロンワークに入る前に安心して技術の勉強ができます。

・サロンの雰囲気は和やかで笑顔があふれ、先輩後輩関係なく、 一緒に技術や人間力も向上していける環境

です。

•練習は基本的（ごは営業時間内に行う為、残業はほとんどありません。
・有給休暇や産休・育休などの休暇取得率が高く、個々 のライフスタイルに合わせた働きやすい環境です。

企業の魅力

■企業から

美容が大好きなあなた

美容師として自分の目標があるあなた、

まだ目標は見つかっていないけどとにかく一生懸命やってやるぞー！！と意気込んでいるあなた

私達カミヤグループで一緒にお仕事してみませんか？

是非一緒に頑張りましょう！

学生へのメッセージ
■若手職員から

美容師以外にも、脱毛・浩付•まつげパーマなども一緒に勉強できます。

先輩達と楽しく営業していきましょう！

一度サロン見学に来てみて下さい！！

担当部署 総務課 ホームページ I http:/ /www.kamiya-g-r.jp 

企業連絡先 担当者名 中村涼子 E-mail camiya@kamiya-gr.jp 

電話番号 10537-35-8005 (菊川店） IF AX番号 1同左

※情報は2022年5月現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

株式会社KSオークラ

菊）II市加茂 21 5 8 

従業員数

（合計）
86 名

【内訳】男性

女性 ~ 27名

企業見学 不可 インターンシップ受入 不可

企業紹介

事業内容

●企業紹介

地球環境にやさしく安心して使用頂ける製品を、安定して提供することを目指し、大倉工業グループのコア

技術、品質管理システムを取入れ、日々前進しています。その為に、最新の広幅多層製膜設備を導入し、

新たな商品開発にも注力して参ります。 お客様のご要望にお応えし、お客様とともに発展していける、そんな

KSオークラを目指して日々 努力して参ります。

●事業内容

生活製品から物流、食品関連等、皆様の身近にある商品に使われるフィルムを多数製造しております。

親会社である大倉工業は、四国の丸亀市に本社を置く加工メーカーです。

創業以来、「真心を包み、幸せを守り、技術を進化させる」という事業価値を誇りとして、包装用や産業用フィ

ルム、液晶用光学フィルム、木質建材などの様々な製品を提供し、産業用から食品・日用雑貨の包装など

幅広い分野でご利用いただいてます。

企業の魅力

●企業から

東京証券取引所1部上場企業の大倉工業株式会社グループです。

北は北海道、南は静岡県までカバーし、お客様から信頼され、発展を遂げて

いくために「より良いものを安く、安定して提供する」事を基本にしつつ、

「お客様のニーズを的確にキャッチアップしソリューションを提供し続けること」が

不可欠であると確信しています。

仕事はOJTにて理解できるまで指導いたします。

学生へのメッセージ I●若手職員から (2019年入社）

当社は、食品・繊維製品・日用雑貨・産業資材・医薬品・化粧品など多岐1... 

わたる商品を包装するポリエチレン等を作っている業界トップランクの会社です。

日常生活の身近なところで目にすることのできる当社の製品は、今も将来も

人々の生活に必要不可欠なものであるため、生涯にわたって元気に努める

ことができる会社です。
s
0
 

担当部署

企業連絡先 担当者名

業務課

小川和子

ホームページ

E-mail 

https://www.kantookura 

如
k-ogawa02@okr-

ind.co.・ 

電話番号 10537-35-3151 I FAX番号 10537-36-5404 

※情報は2022年1月末現在のものです。掲載膚報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

I 

菊川シール工業株式会社

静岡県菊川市加茂 12 5 7 

従業員数
名

【内訳】男性 282 名

（合計）
464 

女性 182 名

企業見学 ⑨ • 不可 Iィンターンシップ受入1 要相談

【企業紹介】

弊社は、総合部品の世界的トップメーカー「NOK株式会社」の生産拠点のひとつとして工業用ゴム製品とガスケy卜製品

の生産をしています。また、 『次工程はお客様』をモットーに培った企業力とNOKグループの基本理念である「人間尊重の

経営」を基盤とし、全社員の相互信頼関係のもと、地域に根付いた企業を目指しています。

（事業内容】

自動車を中心とした輸送用機器のオイルシール部品（金具とゴムが一体化したもの）の製造を行っています。

＊オイルシール国内シェアN0.1

世界トップクラスの技術で世界中のドライバーに安心と安全を供給しています。

＊豊富な経験と実績

『次工程はお客様』をモットーに社内外を問わずハイクオリティーな製品を供給

＊その他

・完全ライン作業ではないのである程度自分のペースで作業ができる。

・未経験者でもOK!サポート体制も整っています。

•自動車メーカーに合わせていて休日が多い。

（稼働244日、 GW夏季・年末年始連休有）

•平均で一人当たり 1. 2日／月と有給取得率が高い。

・菊川市はもちろん掛川市、袋井市、御前崎市、島田市から30分圏内

と通勤にも便利。

•工場内冷暖房完備、社員食堂（本社） 、売店（本社）、駐車場あり

・教育訓練の充実。必要な資格は入社後の取得が可。

【企業から】

弊社の平均年齢は40 .8歳、 10代、20代が全体の約20%と年々少しずつ増えてきてはいますが、

まだまだ若い力が不足しています。ものづくりに携わりたい方や一人でコツコツと仕事をこなしたい方はもちろん、

自分の可能性を試してみたい方は是非一度、 •工場見学をお申込み頂き、弊社の明るさやニオイ等の雰囲気
を感じて下さい。

【若手社員から】

＊中山 佑典 [2017年入社】

学生へのメッセージ I面接は企集側からの質問に答える
だけではなく、 自分の得意な分野に
繋げて答えられる様に練習をしま
した。また、企業見学の時には一つ
でも多くの事を確認する為、事前に
情報収集をしていました。皆さんも
納得出来る企集に入社出来る様
頑張って下さい。

O増田麻唯子【2016年入社】

工場＝流れ作集ラインと思っていた
ので、ラインのペースに合わせて
作集しなければいけないのかと
思っていましたが、ある程度自分の
ペースで作業が出来ます。
そういった所も企集見学を活用して
確認して下さい。

臼
担当部署 業務部業務二課 ホームページ I https://kikugawa-seal.com/ 

企業連絡先 担当者名 伊藤勝裕 E-mail ksk@kikugawa-seal.com 

電話番号 10537-35-6146 I FAX番号 I 0537-35-5791 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

株式会社 コモード

菊川市下内田4044-1

従業員数

（合計）
50 名

【内訳】男性

女性 且
8

2

 
4
 

企業見学 ⑱ ・ 不可 インターンシップ受入 ⑲ 不可

※企業紹介

「お客様から最も信頼され称賛される介護サービス提供会社になることである」

というビジョンを掲げ、常にお客様、ご利用者様目線を持ち、十分に満足して頂ける

介護サービス提供会社を目指しています。

企業紹介

事業内容 ※事業内容

通所介護

訪問介護

居宅介護

デイサービスかなで ／ デイサービスかなで中の家

かなでリベロ （自費サービス）

介護相談かなで ／ 介護相談かなで大東

企業の魅力

※デイサービスかなで

周囲は小高い山と田んぼアートで名高い内田の田んぼに囲まれています。緑豊かな自然の中にあります。

特徴としては、充実した機能訓練士のもと個別に機能訓練のメニューを立てて、ご利用者様の日常生活の維持、向上

を目指しています。開設当初より地域の皆様でも参加できる「介護予防教室」を毎月 1回実施しており地域に

根付いた取り組みにも力を入れています。

※デイサービスかなで中の家

隣の掛川市中にあり、静かな田んぼの中の普通の民家で、より在宅の環境にあった機能訓練が受けれる環境に

なっています。自宅にいるように穏やかに過ごせて頂いています。

※訪問介護かなでリベロ

介護保険上のサービスだけではなくご利用者様のニーズに沿ったサービスが実現できるよう、

自費でのサービスも設定しています。

※介護相談かなで／かなで大東

ご利用者様、ご家族様が住み慣れたご自宅で過ごせる様支援していきます。 い
●企業から

2 0歳代から70歳代まで職員は幅広い年齢層です。

それぞれの職員が役割を持ち、連携、共力しています。

女性スタッフも多く、子育てに優しい環境作りをしています。

学生へのメッセージ
’●若手職員から

人と関わることが好き。笑顔が好き。楽しいことが大好き。私が選んだ道、職場です。

そんな自分の気持ちがいつも叶う日々に、今のこの出逢い、一瞬一瞬を嬉しく感じています。

ひとつの笑顔で周りの方も笑顔になれるその瞬間に、感動したり、元気をもらったり、毎日充実

しています。そして、自分自身が成長できる場でもあります。

担当部署 総務部 ホームページ Ihttp:/ /www.comodo-care,jp 

企業連絡先 担当者名 大石千秋 E-mail lds.comodo@gmail.com 

電話番号 I 0537-37-1220 I FAX番号 I os37-37-1222 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載膚報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

株式会社三共製作所

（工場）静岡県菊川市本所2290 （本社）東京都北区田端新町3-37-3

従業員数
4301 

（合計）

企業見学 1 C口）•
く事業内容＞

名

不可

【内訳】男性

女性

インターンシップ受入

、 •生産設備向け各種自動化装置の開発、製造、販売

・産業用各種自動機械の開発、製造、販売

•自動車業界向け加工設備機器の開発、製造、販売

•エ作機械用搭載機器の開発、製造、販売

く独自の自動化技術であらゆる分野のモノづくりを支える機械メーカー＞

～高度化する21世紀の社会を活性化しています～

様々 なメーカ＿を支える機械メーカー、それが私たち三共製作所です。

世界の生産設備や産業用自動機械向けに、世界トップクラスの【カム技術】を用いて高精度・高生産性•高

品質な製品を提供しています。

失敗を恐れずチャレンジし、独自の技術を身につけ、新しいモノを生み出し、

世界を相手に、まだ世に出ていない『新しい領域での仕事ができる』会社です。

世の中にある自動車・電化製品・医療医薬・食品・生活用品などの多種多様な生産システムには、当社の

自動化技術がなくてはならないものとなっています。

近年では生産設備の枠を超え、テーマパークや航空宇宙分野等、活躍の場を広げています。

世界中のお客さまが感動するモーションコントロール（制御された動き）を実現すること、それが私たちの仕事

です。

●企業から

マイナビ2021で会社説明会エントリーを受け付けています。

当社のメイン工場である静岡工場はカム専用工場としては東京ドーム4個超と世界最大規模を誇ります。

今や国内のみならずアメリカ・中国・台湾・韓国・タイ・ベトナムに進出し、活躍の場は世界に広がっています。

ものづくりへの飽くなき探究心を原動力に「見たことのない動き」を創り出す三共製作所の世界をせひ体感くだ

さい！

■若手職員から 開発設計部門佐藤倫尋

私が設計者として担当している機種は、「バリアックス」製品です。プレス加工の

現場で材料を高い精度で滑らかに高速で送るための装置です。設計から製造

までお客様の工場に納品して使用されるまで、確認とサポートを行います。自分

が描いた図面が製品としてカタチになり、活躍する姿を見ることは設計者としての

醍翻味です。また、お客様のところでプレスされたものが自動車など様々 な製品

となり、人々 の生活に貢献していることを考えるとやりがいを感じます。今後も産

業機械の設計に関わり、世の中に貢献したいと思います。

担当部署

担当者名

人事管理室

有海徹

ホームページ

E-mail 

FAX番号

http://www.sankyo-



企業名

所在地

しずおか教育開発研究所株式会社 （旧株式会社オーザ）

静岡県菊川市本所 11 0 5 -1 

企業清報

従業員数

（合計）
66 名

【内訳】男性

女性 旱35名

企業見学 0可 不可 インターンシップ受入 〇可 不可

企業紹介

事業内容

当社は「すべての利用者が希望を持てる社会の実現」を理念とし、昭和60年の設立以来、不登校や発達

障がいのある児童や生徒の支援を行うべく、フリースクールや静岡高等学園を開設してまいりました。また他事

業として、パソコン教室や英会話教室など幅広いキャリクラムを企画、運営することが当社の特徴と言えます。

施設の利用者が自立し「本当の生きる力」を身に付けることを目指し、これまで事業に取り組んでまいりまし

た。

当社は利用者の一生を支える、切れ目のない事業展開をしております。

事業内容：

・学童教育事業：放課後等デイサービス

•高等教育事業：静岡高等学園

•福祉サービス事業：福祉型カレッジ「しずおか未来カレッジ」（自立訓練、 生活訓練、移行支援）

・就労継続支援B型 ・しずおか未来ファーム（広大な自然に囲まれた場所での農業体験）

•相談支援事業 ＇蘊

企業の魅力

当社は昭和60年創業以来、新人からベテランまでの各層の先生方の意見を反映し、一つ一つ積み重ね、

利用者の一人ひとりが地域で文化的に暮らせていくための、生活支援、学習支援、就労支援を行ってまいり

ました。

先生方から風通しが良く、みんなで力を合わせて作り上げていくという風潮が非常に好きで長く勤めています。

と言う声を聴いております。

また当社は、 JR菊川駅より徒歩 10分範囲内に位置し、通勤に非常に便利です。また職場環境、福利

厚生が充実した働き甲斐のある職場です。せひ一度見学にいらしてください。

—し
'1 .. 

L~ ． ~ 
｀ 9ゞ‘

■企業から：

企業の特徴としては、 35歳以下の職員が全体の60%と、多くの若手職員が活躍しており、新規採用職

員をサポートする環境も整っています。あなたの”若い感性”と”行動力”をぜひ「しずおか教育開発研究所」で

生かしてみてください。

学生へのメッセージ
●若手職員から (2 0 2 0年入社）

私は継続支援B型に所属しています、利用者さんが生き甲斐を見つけ、社会参加や仕事に打ち込んでいる

姿を見るにつけ、こちらも元気になります。またこの仕事を通して自分自身の成長を感じられることもやりがいを

感じています。

担当部署 I代表代行 ホームページ Ihttps:/ / o-the.co.jp 

企業連絡先 担当者名 I飯嶋長雄 E-mail linfo@o-the.co.jp 

電話番号 10537-36-5789 FAX番号 10537-36-6932

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載膚報は予告なく変更される場合がありますので、 ご了承ください。
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企業名

所在地

企業1・青報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

株式会社スーパーラック

菊川市加茂574-2

従業員数
名

【内訳】男性 51 名

（合計）
207 

女性 156 名

企業見学 I こ 直 ） ． 不可 インターンシップ受入 こ 宣 ） ． 不可

地域のライフラインを守り食の「安全」と「安心」と「健康」を守る会社です。青果では地産地消を行い菊川市

の若い生産者と共にブランドを立ち上け安心な野菜を届けています。また、鮮魚では絶対鮮度と追及し精肉

では極上品質の肉を扱うことで地域の食を豊かにできればと考えています。総菜部門では働く女性の手助けと

なるようにおいしい総菜を作り続け家族の食生活に貢献できるように頑張っています。

-
．： 
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若い人たちが責任をもってやりたいことができるような環境を整えています。

女性男性などの区別なく平等な評価のもと各セクションの責任者になることができます。

また、地域一番店を目指し頑張っているため、年末年始やお祭りなとでは地域の食卓を豊かにするべく地域

一番のお寿司屋、お刺身といったものを提供できていると自負しています。

スタッフでは女性の比率が高く店長やバイヤー、各セクション責任者と役付けの女性も多くいるためきめ細やか

なお客さんへの対応ができています。

●企業から

積極的になにごともチャレンジできる人材を希望しています。 大きなミスをしても会社と一緒になって取り返す

ガッツのある学生、負けん気の強い学生、食に関することかなんでもいいから興味を持てる学生を希望します。

一緒に地域のコミュニティーにはなくてはならないスーパーマーゲy卜を作っていきましょう。

●若手職員から 知念美幸 (2017年入社）

スーパーの仕事は忙しい仕事だと思っていたので、動きの遅い私には務まるのかすごく不安でしたが先輩方の

学生へのメッセージ I厳しくも優しくアドバイスをして頂いたおかけで今は仕事を楽しくしています。

企業連絡先

スーパーマーケットではお客様に自分自身の商品への思いを自由に伝える

ことができます。毎日多くのお客様と関わることができて日々 自分の成長を

感じることができました。学生の皆さんも一緒に楽しく笑顔でお客様に喜ん

でもらえる仕事をしていきましょう。

担当部署 牧之原市本部 ホームページ

担当者名 小野里智里 E-mail 

http://www.luckgroup.co 

t-

電話番号 10548-52-2988 I FAX番号 10548-52-0887 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

株式会社すみや電器

企業情報

菊川市堀之内547-31

従業員数

（合計）
165名I(2022/4/1 

現在）

（本社）静岡市葵区土太夫町10番地

【内訳】男性

女性

企業見学 (• 不可 インターンシップ受入

旦
直

⑤ • 不可

企業紹介

事業内容

企業の魅力
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仕入先様各社とのパートナーシップを築き、必要とされる電気設備

資材・機器を、電気工事業者様・設備業者様・ハウスメーカー様
l] 

といったお客様に対して、営業を行っています。

電気工事業者様・設備業者様を対象とした営業では、

商品提案はもちろん、きめ細かなデリバリーによる付加価値を

お届けしています。

● 90年以上にわたり地域に貢献

静岡県下8拠点を展開する電気設備資材の専門商社です。

大正時代から昭和、平成、そして令和の4つの時代と共に歩み、

「安心」「安全」「快適」「省エネ」「エ］」をお届けしています。

●アットホームな環境

社員やお客様との繋がりを大切にしている為、

年齢・役職を問わず、社員同志の仲がとても良い事が自慢です。

また健康経営に力を入れており、安心して働けます。

＜菊川営業所＞

ヽ

学生へのメッセージ

●資格支援制度あり

配属先で必要とされる資格を取得促進する制度があります。

取得すると褒賞金や資格手当が支給され、スキルアップしたい社員への環境作りに取り組んでいます。

●企業から

採用担当者に若手社員を配置し、学生さんの対応や会社説明を担当しております。

企業の担当者となると緊張はするし声をかけるにもハードルが高い。同年代にしか分からない社会人になる

ことに対する不安、今まで聞けなかった就職活動についての疑問点など・・・学生の皆さんとの距離が近い

若手社員だからこそ話せることがあると思います。

お気軽に、お問い合わせください。

■若手社員から

私がすみや電器に入社したきっかけは、地元静岡で働きたいという思いに加え、卒業生がいたからです。

すみや電器は、親身になって指導してくれる社員が多く、 仕事以外での相談も気兼ねなくできる、

頼れる社員が多いです。電気設備資材というと、あまり身近に感じないかもしれませんが、

生活に欠かせない電気に関わる仕事です。

静岡が好きで、人と接することが好きな方は、是非すみや電器の説明会に足を運んでみてください。

担当部署 I総務課 ホームページ lhttp$://www.sumiya-d.co.jp

企業連絡先 担当者名 I輿水孝俊 E-mail lsoumu@sumiya-d.co.jp 

電話番号 1054-254-1751 I FAX番号 1054-252-3632

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

制研化学工業株式会社

静岡県菊川市赤土1220
ー "'T-- -

従業員数

（合計）
461 名

企業見学 ◎ • 不可

【企業紹介】

【内訳】男性

女性

インターンシップ受入

当社は創業60年を超えた自動車部品の老舗メーカーです。

会社名でもあるSeikenはブレーキ部品、ブレーキフルード、

クーラント等厳しい安全基準を満たし、国内外ユーザーに

認められた高品質のブレーキ部品の総称です。

【事業内容】

昌
可• ◎ 
静岡工場

当社は自動車のブレーキ液、クーラント、ブレーキ装置のゴム・アルミ•樹脂部品の開発、製造販売を

行っています。

本社は東京で主に営業活動を実施し、静岡工場では、開発、研究、製造、出荷を行っています。

当社静岡工場では、社員同士切磋琢磨し、日々技術を高めあっています。

製造工程においても合理化の提案等で社長表彰も授与されています。

グローバル化への対応として英会話受講の全額補助をしております。

また、ラリー活動へのスポンサードを実施し、 レース活動を応援しています。

今後も社員と地域経済の発展に貢献して参ります。

静岡工場倉庫

新商品
BF5-H 

ラリー活動 当社製品メンテナンス

●企業から

現在自動車業界は100年に一度といわれる大変革期を

迎えております。

CASEやMaasといった新しい時代に共にチャレンジし、

成長する意欲ある方をお待ちしています。

●若手職員から

研究職として入社しましたが、まずは自社で何をどのように作っていいるかを

学びました。その後、研究開発するにあたって必要な資格や免許を会社の

全面的なバックアップの元取得し、現在の職務にあたっています。

化学薬品を使っていますので取扱いには細心の注意が必要ですが、

先輩社員からアドバイスをもらったりして、新しいことにチャレンジしています。

昨年はありませんでしたが、海外技術提携先への出張もあり様々な経験が

できています。

2018年4月入社 Kさん

担当部署 総務部 ホームページ lhttps://www.seiken.com 

担当者名 石川 洋 E-mail saiyo seiken@seiken.com 

電話番号 103-6684-4181 IF AX番号 103-6684-4180 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

大王パッケージ株式会社

静岡県菊川市西方249-8
------r-- - .' 

従業員数

（合計）
601 名

企業見学 可・不司

【内訳】男性

女性

インターンシップ受入

551名

五
可 ・不可

●段ボールは世の中のあらゆる業界、または地域の皆様が生活する中で必要な品物をお届けする梱包資材

として毎日身近に接している製品です。私たちは、この必要不可欠な「段ボール」を企画・デザイン•生産・
納品まで一貫して行う製造業です。地元産業に密着した業種ですから、地域の皆様と一緒に発展できる

喜びを感じながら、パッケージのことなら一番に指名される企業を目指しています。

●当社は「エリエール」ブランドで知られる、東証上場企業、大王製紙卸のグループ企業です。

全国に展開されたグループ

の総合力を活かしたトータル

提案や迅速な対応、高品質

な製品提供を最新の設備と

肝要な技術で、お客様や世

の中のニーズにお応えします。

●事業優位性「高機能な紙製品を提供 需要も増加しており、事業も拡大」

大王製紙の段ボール生産部門として全国各地の工場を統合し成長してきました。現在はニーズは

多様化し、内容物に合わせた形であることはもちろんのこと、商品を守るよう工夫されています。

環境に優しい段ボールの需要は高まっており、更に事業は拡大していきます。

●戦略・ビジョン「グループの力を結集した総合力で勝負」

長年、紙に関する技術や物流ノウハウを蓄積してきた大王製紙グループだからこそ、お客さまのニーズに

的確に応えることが目標です。段ボールのもととなる原紙は、強度や機能面に合わせた素材を用意。

そのうえ、お客さまのご要望に応じた特殊な印刷や特殊加工、シール、ラベル

竺
などの企画や開発、生産を幅広く提案しています。

また、全国各地のネットワークを活用した物流体制で、生産された製品を

タイムリーに提供。さらに、パッケージ以外の運送効率やディスプレイ効果、

省資源化などの課題も積極的に、お客さまをトータルにサポートしています。

●企業から

日常の生活において必要不可欠な段ボール。実際にどのように製造されているか興味はありませんか？是非

当社を見学してモノ作りのこだわりを見て感じて下さい。また、 「段ボール」は世の中の産業と持続的な社会を

支えます。 SDGsに掲げられているゴール12「つくる責任、つかう責任」で社会貢献に関わることができます。平

均年齢は35歳。地元学校からの新卒社員が定着し若い社員が活躍しています。安心•安全も当社の魅力
のうちのひとつ。安全第一の生産活動と働きやすい職場造り、世間動向に左右されにくい安定感は、社員を

はじめ、そのご家族からも安心してもらえると思います。

●若手職員から

段ボール業界ってどのように見えますか？これほど多くの業種の方と関わる仕事は

あまりありません。自分の携わった製品を店頭で見かけたときは、大きなヤリガイ

を感じるはず。社内の雰囲気も明る＜、互いが切磋琢磨し向上していることを

日々 感じます。また、 先輩からだけでなく、 お客様からも梱包に関して学ぶことは

多いです。社会人になっても勉強するとは思いませんでしたが、より努力して、

段ボールとともに成長し、世の中に高品質の段ボールを生み出していきます！

担当部署 総務部

担当者名 中村裕也

ホームページ

E-mail 

http:/ /www.daio-
package.co.jp/ 

y-nakamuraOl@daio-
package.co.jp 

電話番号 1054-635-3001 I FAX番号 I 054-635-3069 

※情報は2022年6月現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

—-
所在地

株式会社田子重

静 岡県焼津市東小川2-16-14

従業員数

企業情報
（合計）

1555 名
【内訳】男性

女性

企業見学 可 インターンシyプ受入

畠
可

企業紹介

事業内容

~ 

◆企業紹介

1972年に焼津で創業しました。

現在は静岡県（静岡市・焼津市・藤枝市・島田市・菊川市・沼津市）に13店舗のスーパーマーゲy卜を経

営しています。

厳しい競争の中、不況にも負けず、毎年順調に成長を続けています。

今後、より一層の事業拡大を目指し、将来のリーダー候補を募集します

●事業内容： スーパーマーゲットの経営

私たち田子重は、地域の皆様の「健康・安全•安心」を守る、

地域に不可欠なライフラインです。

「田子重の新鮮な野菜、魚、肉を食べて育ったおかけで元気で

健康に暮らせる」と言っていただけるようなスーパーマーゲy卜を目指します。

企業の魅力

田子重の魅力は何といっても充実した研修制度と福利厚生 ！

安心して自分のスキルを磨くことができます。また、ライフスタイルの変化にも対応できる保育所や児童クラブを完備。

安心して子育てと仕事の両立が可能です。

1. 半年間の新人研修

田子重の全部門を回り、各部門の基礎を学びます。

トレーナーやチーフが丁寧に仕事をレクチャーしてくれますので、初めての仕事でも安心。

2産地見学研修

商品の良さを知るために、産地見学をしています。

実際に自分の目で見ること、体験することで、食材に対する生きた知識を身に付けていただきます。

3. 海外研修（アメリカ）

志望者には、アメリカでの研修も開催しています。

スーパーマーケット発祥の地で、最新の事情を楽しく学ぶことが出来ます。

4保育所・児直クラブ完備

定員120名の園庭を備えた保育所や小規模の保育所、小学校就学児童が土日祝日や長期休暇に通う事の出来

る児童クラブを完備しています。

●企業から

挑戦したいことがあれば、年齢に関わらず実現するために後押ししてくれる企業風土が自慢です。

また、魚をさばけるようになったり、新鮮な野菜を目利きできるようになるのも醍醐味です。そして手厚い研修制度や福

利厚生をはじめ保育所の設置など、社員一人ひとりが気持ちよく働ける環境を大切にしています。

地元で生活している人に、より快適で安心できる暮らしを提供するために、「ふだん」を愛するプロの一員として、一緒に

働きませんか？

学生へのメッセージ
●若手社員から

就職活動を始めた際、何に重きを置くか、「やりがいのある仕事」とは何か、非常に悩みました。ただ就職してから知りましたが、だい

たいの仕事は極めようと思えば「やりがい」は後から付いてくるようです。なのであまり「やりがいとは？」で悩まなくても良かったかなと

思います。一生を決めるかもしれない就職活動、慎重に自分が＂やりたいこと＂を考えていると思います。ですがそれと同じくら い＂やり

たくないこと＂も大 切にして下さい。やりたいことをやるのも有意義ですが、やりたくないことや苦痛に感じることを避ける選択も大切で

す。私も比較的仕事は大変ですが、苦痛ではなく、 「やりがい」の範囲内で有意義に、楽しく過ごすことができていると思います。見

つからないよ！という方、ぜひ田子重I¥。一緒に働きましょう。結構楽しいですよ。

担当部署

担当者名

人事部 ホームページ I https:/ /www.tagoju.co,jp/ 

企業連絡先 人事部マネジャー小長井和生IE-mail

電話番号 1054-627-3134 IF AX番号 1054-627-5453 

※情報は2022年5月現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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※新卒大学生は日賣工業株式会社人事部TEL:(0561) 64-0113(直通）にお問合せください。

企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

日東工業株式会社菊川工 場

静岡県菊川市西方3

従業員数

（合計）
5391 名

企業見学 ◎ • 不可

●企業紹介

【内訳】男性

女性

インターンシップ受入

雪
R ・ 不可

「優良な製品を以て社会に貢献し、生産性向上により会社と従業員の発展繁栄を期する」の社是のもと、国

内有数の試験設備・評価システムによる業界屈指の品質を実現。また、菊川・磐田・掛川の3つの工場を含

む全国7工場による充実した生産体制と、菊111と広島にある物流倉庫による短納期配送システムなどを実現

しています。

●事業内容

主な仕事内容は、大型商業施設や工場等で使われる「配電盤」（電気を切ったり、分けたり、感電事故から

守るための機器）の製造・販売です。 配電盤の製造

菊）II工場は以下の製品を製造しています。

・配電盤の製造

標準仕様の配電盤の組立・配線お客様の要望に合せて

配電盤の内容を組み替える作業や、

特注仕様の配電盤の組立・配線作業

・キャビネット（配電盤を構成する金属製の箱）の製造

配電盤の土台となるキャビネットの形を作る

板金作業、塗装作業、組立作業

日東工業はこんな会社です。

・景気に左右されないインフラを構築する安定した業界に属しています。

・業界トップクラスを誇る企業です。

•平均勤続年数17.1年と定着率もバッグンです。

福利厚生面では代表的なものとしてこのようなものがあります。

•土日完全週休2日制

・毎年、一人1回、会社の休日（土日等）に有給休暇3日をつなげて5連休以上にして休みを取る制度

・飲食店や旅行、スポーツクラブ等の割引が受けられる福利厚生制度

・通信教育・公的資格の受検料補助など、学ぶ姿勢を応援する制度

●企業から

安全に充分配慮され、清潔で広々とした仕事環境です。仕事を覚えるための研修も充実していますし、先輩

社員も優しい人ばかりなので、安心して働くことができます。

最初は仕事が単調に感じたり、あるいは難しく感じたりすることもあると思いますが、仕事は、続けることで見え

なかったことが見える、理解できなかったことが理解できるようになり世界が広がります。

●若手職員から

配電盤の組立（入社3年目）

生活に不可欠な電気に携わる仕事がしたいと思い入社しました。工業高校で学んだことを活かすことが出来る

職場です。新しい知識や技術を身に着けることができるので、自分自身の成長を感じることができます。

キャビネットの製造（入社4年目）

いろいろな仕事に挑戦でき、女性でも活躍できる職場です。難しい作業をクリアすると次のステyプに進めるの

でやりがいがあります。

担当部署

担当者名

菊川工場総務課

熊切•岡田

ホームページ I https:/ /www.nito.eo.jp/ 

E-mail saiyo@nito.co.jp 

電話番号 10537-35-3211 I FAX番号 I 0537-36-3726 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

白翁会HP

新着情報を更新中
ぜひご覧下さい！

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

社会福祉法人白翁会

菊川市潮海寺682-1

従業員数
名

【内訳】男性 42 名

（合計）
180 

女性 138 名

企業見学 I ⑤ • 不可 インターンシップ受入I ＼可） ． 不可

【企業紹介】 『ここを利用して良かった』と思っていただける支援・ケアで信頼される法人に！

O菊川市内に 3 つの施設を構え、高齢者・ 障害者に対して地域福祉の拠点として施設•在宅福祉を支援。

O施設福祉では生活支援として食事・入浴・排泄等に関する介護業務が基本ですが、直接介助の他、

外出支援や行事開催などを通じて、施設での生活を豊かにするべく、コミエこケーションを大切にした支援

を行っています。

O在宅福祉ではデイサービス・ショートステイ・ケアマネジメントと住み慣れた環境を大切にした暮らしの支援。

~ 

【法人からのメッセージ！】

ここを利用してよかったと皆様に納得していただける施設となる為、良質かつ適切なサービス提供に努めてい

ます。又、 ｛動きがいのある、働きやすい職場を目標に、 職場環境の整備や処遇改善のために、キャリアパス方

針、 育休後の職場復帰や子育て期間中の柔軟な勤務に配慮するなど、 努めています。向上心、バイタリティ

に溢れた方はもちろん、福祉に興味のある方・仕事を知りたい方なども、 お声掛け下さい。お待ちしてます！

担当部署

担当者名

●職員から～永田悠里亜 (2021年入職） 私は高校を卒業後に入職し、1年
が経ちました。入職当初、わからない事に対して先輩職員がお手本を見せてくれながらでき

るまで付き添って教えてくれました。心強い先輩達と一緒に働いてきて 1年が過ぎました。

今では業務にも慣れて自信もつき、毎日が楽しいです。喜久の園はユニットケアなので、一

人ひとりに向き合う介助が基本です。その時間を大切にして、しっかりと利用者さんと向き合

える事が、 私のやりがいにもつながっています。 ありがとうの言葉や、笑顔を見る事がうれしい

です。これからも初心を忘れずに頑張りたいです！

●職員から～齋藤明弘 (2005年入職） 私は光陽荘に勤務して18年目を迎え

ました。当施設一筋で頑張ってこれた理由は『笑顔の連鎖』があったから！利用者から職

員、職員から利用者と、時を重ね、思い出を重ねてこれた事。先輩・後輩職員が協力し

合って同じ方向に向かってこれた事も大きな要素だと思っています。介護は『関わりの大切

さ』を抜きには語れません。受容や傾聴と専門的な要素もありますが、普段の菩らしの中で

も大切な事。支援に行き詰まる事があったのも、責任がある仕事だからこそいい加減には出

来ないという自負があるから。仲間と共にこれからも新しい道のりを頑張っていきます！

法人本部 ホームページ lhttp://www.hakuo.or.jp 

佐藤建一 E-mail info@hakuo.or.jp 

電話番号 10537-36-5051 I FAX番号 10537-35-5870 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

平岡ボデー株式会社

菊川市加茂1300-5

従業員数

（合計）

企業見学

◆企業紹介

4451 名

R・不可

【内訳】男性

女性

インターンシップ受入

~ 25名

( • 不可

平岡ボデー株式会社は、自動車部品メーカーとして60年以上にわたり、地元自動車メーカーと二人三脚の

先進技術開発・提供によって成長してまいりました。

技術への挑戦、品質への挑戦、そして環境負荷を減らす挑戦を成功させるため、各部門が力を合わせた

「TEAM HIRAOKA」体制で誇りあるものづくりに取り組んでいます。

◆事業内容

自動車の車体部品（主にサスペンションやアクスルといった大型パーツ）を中心に、プレス・溶接•板金加工に

よるさまざまな製品を製造しています。昭和27年の創業から培われてきた先進の技術と揺るぎない信頼をベー

スに、一貫した生産システムを確立しているのが特徴です。これからも自動車産業にとって魅力ある、そしてさま

ざまな分野で通用する高精度•高効率・ローコストの技術開発•製品製造を提供し続けてまいります。

今、自動車産業は大きな過渡期を迎えています。めまぐるしく変化する状況の中で、私たちが強く意識するの

は「時代の流れを素早くキャッチし、スムーズに事業に反映させること」「他社よりも一歩でも前に飛び抜けるべく

チャレンジを続けること」です。その実現のために、すべての社員が、部門・役職・職歴の垣根を超えた『TEAM

HIRAOKA』の一員として、ポジティブに活躍できる環境作りを推進しています。弊社は管理部・技術部・製

造部の3つに分かれていますが、部門ごとの壁を取り払い、ワンフロアにしているのもそのひとつ。社員同士が

オープンに情報を共有でき、コミュニケーションを密にすることで、新しい技術のヒントや小回りの効く対応力の実

現を自指しています。

＠平岡ポテ:_,_株式会社

●企業から

『TEAMHIRAOKA』が一番大切にしているのは「人間力」です。現場カ・技術カ・

営業力という 3つのベースとなる力を向上させながら、そこに「人間力」をプラスし強固

な個人の集合体から生まれるチームプレーを生み出していきます。弊社は「自動車が

好き」「ものづくりが好き」「地元に貢献したい」といったあなたの思いを人生のキャリア

構築へとつなげ、末永く、安定して働ける会社であると自負しております。

ぜひ一度『TEAMHIRAOKA』の可能性に興味を持っていただければ幸いです。

●若手職員から 鈴木佑基 (2016年入社）

現在、技術部生産技術 lGに所属しています。私の主な業務内容は、 CAE

（成形シミュレーション）とCAE用モデルの作成です。量産での不良をなくす

ため、 CAEを繰り返すことでキレツやシワを防ぐことを目的としています。

時には何度も何度もCAEを繰り返す製品もありますが、最終的に目標値をク

リアした時の喜びは大変大きなものがあります。やりがいを持って、いろいろな事

に挑戦できる会社です。

担当部署 管理部 ホームページ lhttp://hiraokabody.eo.jp/ 

担当者名 山田紀生 E-mail yamada-n@hiraokabody.co.jp 

電話番号 1053-430-1000 IF AX番号 I os3-430-1000 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

I 

フジオーゼックス株式会社

静岡県菊川市三沢1500-60

従業員数
641 名

【内訳】男性 556 名

（合計） 女性 85 名

企業見学 ⑨ • 不可 インターンシップ受入 ⑨ • 不可

●企業紹介

菊川市に本社を置き、海外三拠点（中国・インドネシア・メキシコ）に製造工場を

構える、昭和26年創立のエンジンバルブを主力とする自動車部品メーカーです

技術力を背景に日産・トヨタ・SUBARUをはじめ大手自動車メーカーや、

二輪車、建機・農機、船舶など数多くの取引先から高い評価・信頼をいただき、
. 00双

FUJI OOZX Inc. 

国内トップレベルのシェア（国内シェア約38%)を有するまでになっています。

●事業内容

エンジン用バルブ及び動弁機構部品製造・販売をしています。また、バルブ内部を中空にしてナトリウムを封入

し、ナトリウムの冷却作用によって、より高温下での使用にも耐えることができる中空バルブの製造に力を入れ

ています。

一 一こ
■より人間らしい毎日のために人間らしい職場環境づくりに努めています

すべての従業員に充実した会社ライフを送ってもらうために、食堂ゃ売店、カフェテリアなどさまざまな施設を整え

ています。さらには従業員相互の親睦や地域貢献を目的とした納涼祭の開催、職場単位での旅行や食事

会、クラブ活動など従業員が楽しめる行事にも力を入れています。フジオーゼックスはすべての環境づくりの中心

に人間を据えています。

●企業から

フジオーゼックスで働くことを希望される皆さんには、コミュニケーション能力と明朗さ、そして、行動力を求めてい

ます。仕事は一人で完遂できるものはなく、社内や社外の人との調整や連絡・確認が必要になります。目的や

意思をはっきり伝えることができなければ仕事は完遂できません。また明朗なコミュニケーションが取れると、困難

を互いに乗り越えようとする協働意識が醸成され、プラスに物事が雨氾やすくなります。そして行動力、「案ずる

より産むがやすし」という考えのもと、まず行動に移すことが重要と考えています。行動を起こさなければ、結果は

得られません。当社で皆さんの力を一緒に発揮しましょう！

■若手社員から

フジオーゼックスは自動車部品の製造をグローバルな視野で展開している

企業です。ダイナミックな仕事に関わってみたいと願う人には、まさに最適な

フィールドと言えます。皆さんと一緒に、新たなフジオーゼックスを共に

築いていきましょう！

担当部署 人事総務部人事総務グループ Iホームページ I http:/ /www.oozx.eo.jp/ 

担当者名 田中優太 E-mail y-tanaka@oozx.co.jp 

電話番号 10537-35-5973 I FAX番号 10537-35-5982 

※情報は2021年1月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

I 
I 

フライスター株式会社静岡工場

静岡県菊川市赤土1902番地

従業員数
16 名（静岡工場の 【内訳】男性I 15 名

（合計） み） 女性 1名

企業見学 （可 不可 インターンシップ受入 （可 ． 不可

■企業紹介

当社は1947年神奈川県鎌倉市で創業しました。まもなく創業75周年を迎えます。静岡工場は1982年に

設立し、小麦粉や米粉など、穀類の品質改良材を製造しています。私たちは食感カンパニーとして、食感に拘

りながら、皆さまの食卓に「喜び」をお届けするべく、さらなる努力を続けています。

●事業内容

小麦粉加工品を初めとした食品の製造販売 ヽ

71~ 力北利暉
F-100 

l≪TlOkJ 

， 罠

●愛されて選ばれてN0.1パン粉メーカー／「フライスター」はパン粉業界のリーディングカンパニー

「食感」を通じて、「おいしさ」「たのしさ」「うれしさ」を皆様に提供し、食卓に喜びをお届けするために、

パン粉以外に静岡工場では「アルファ化小麦粉」を作り続けています。

●愛され選ばれるアルファ化小麦粉の作り方

原料の混合から製品の袋詰まで、ほとんどの工程をオートメーション化。クリーンな環境を保ち、常に安全な製

品を製造・提供しています。また、粒度の確認や機械設備の整備など、機械だけに頼らないライン運用を徹底

させています。

●環境保全への取り組み

環境負荷を考えた祇製のパッケージを全ての商品に採用し、リサイクルを通して環境への配慮に取り組んでい

ます。

●福利厚生

資格取得支援制度、永年勤続表彰、誕生日休暇、契約保養所利用など

●企業から

「誰がいつ訪れようとも、堂々 とお見せできる工場」であること。フライスターが守り続けている工場のあり方です。

従業員一人ひとりが「安全な製品」を製造していくために、気持ち良く安心して働くことができるよう「労働環

境」を整備していくことが重要です。モチベーションを高く保ち各々 の業務をまっとうしていく。 ,,,. 

このことが、製品の安定供給と品質向上につながると考えています。安定基盤のもと腰を

据えて安心して働ける環境を整えるとともに、特に近年は新規学卒者採用に注力するこ

采用が増え
●若手社員から ＾ 

~o ., 

研修期間中は先輩社員が親切・丁寧に指導・教育してくれます。最初は不安が付きものだと思いますが、周

りの方たちが気軽に話し掛けてくれたので、私もすぐに慣れることができました。分からないことがあっても気軽に

質問できる環境です。安心して「社会人スタート」をきることができますよ！皆さんにお会いできることを心より楽

しみにしています！「頑張りや努力を見て評価してくれる上司がいます。一緒に笑ったり、悩んだ時には厳しい

言葉をかけてくれたりもします。だから、面白いんだと思います。そんな職場だから私は頑張っています。」私たち

と一緒にとみて「コロモケーション」で食の世界とつながりましょう！

担当部署 1静岡工場 1ホームページ 『ttp://www. frystar. co. j p/ 

担当者名 倉繁宗征 E-mail m-kurashige@frystar.co.jp 

電話番号 10537-73-5781 I FAX番号 10537-73-5782 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業l胃報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

I 
I 

フライスター株式会社東海工場

静岡県菊川市三沢1500番地2

従業員数
76 

名 【内訳】男出 441名

（合計） （東海工場のみ） 女性

企業見学 (cJ). 不可 インターンシップ受入

■企業紹介

当社は1947年神奈川県鎌倉市で創業しました。まもなく創業75周年を迎えます。東海工場は1989年の

設立以来、家庭用、業務用向けパン粉を製造しています。私たちは食感カンパニーとして、食感に拘りなが

ら、皆さまの食卓に「喜び」をお届けするべく、さらなる努力を続けています。

パン粉JAS認証工場 /2019年FSSC22000/IS022000認証取得

■事業内容

パン粉、アルファ化製品を初めとした食品の製造販売

~r;.,_ .a:.:: 

●愛されて選ばれてNO.lパン粉メーカー／「フライスター」はパン粉業界のリーディングカンパニー

「食感」を通じて、 「おいしさ」「たのしさ」「うれしさ」を皆様に提供し、食卓に喜びをお届けするために、

「パン粉」＝「魔法の食材」を作り続けています。

●愛され選ばれるパン粉の作り方

原料の混合から製品の袋詰まで、ほとんどの工程をオートメーション化。クリーンな環境を保ち、常に安全な製

品を製造・提供しています。また、目視での検品や機械設備の整備など、機械だけに頼らないライン運用を徹

底させています。

●環境保全や食育への取り組み

環境負荷を低減した商品パッケージを全ての家庭用にパン粉に採用。主力商品のフライスターセブンでは、製

造から廃棄まで環境負荷を開示する「エコリーフ環境ラベル」の認証も得ています。貼り合わせに使用する接

着剤に有機溶剤を使用しないなど、商品全体を通して環境への配慮に取り組んでいます。

●料理教室の開催

「美味しい」が分かる感性を育てることは、健康的なからだ作りに役立つ食生活を送ることができる力を養うこ

と。美味しさが分かる豊かな感性を育むための一助として、親子料理教室の開催や食材提供なども行ってい

ます。

●福利厚生

資格取得支援制度、永年勤続表彰

誕生日休暇、契約保養所利用など

●企業から

「誰がいつ訪れようとも、堂々 とお見せできる工場」であること。フライスターが守り続けている工場のあり方です。

従業員一人ひとりが「安全な製品」を製造していくために、気持ち良く安心して働くことができるよう「労働環

境」を整備していくことが重要です。モチベーションを高く保ち各々 の業務をまっとうしていく。 ~ 

このことが、製品の安定供給と品質向上につながると考えています。安定基盤のもと腰を

据えて安心して働ける環境を整えるとともに、特に近年は新規学卒者採用に注力するこ ~ ~o., 
采用が増え

●若手社員から

研修期間中は先輩社員が親切・丁寧に指導・教育してくれます。最初は不安が付きものだと思いますが、周

りの方たちが気軽に話し掛けてくれたので、私もすぐに慣れることができました。分からないことがあっても気軽に

質問できる環境です。安心して「社会人スタート」をきることができますよ ！ちなみに私は、「この商品、スーパー

で見たことあるな」という気持ちが応募のきっかけです。日本全国でたくさんの方に愛され食される製品の製造

に携わっていることを思うと、何よりの「やりがい」につながります。皆さんにお会いできることを心より楽しみにして

います！私たちと一緒に「コロモケーション」で食の世界とつながりましょう ！

担当部署 1東海工場業務課 1ホームページ I http ://www.frystar.eo.jp/ 

担当者名 増田智樹 E-mail t-masuda@frystar.co.jp 

電話番号 10537-36-5666 I FAX番号 10537-36-3434 

※情報は2022年4月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

ホクト株式会社 静岡きのこセンター

企業清報

菊川市嶺田3194-1
----・---------,---... 

従業員数

（合計）
250 名

【内訳】男性

女性

企業見学 ◎ • 不可 インターンシップ受入

冒
可.R1 

企業紹介

事業内容

●企業紹介

当社は創業以来、包装資材・農業資材分野から発展し、現在ではきのこの研究開発から生産・販売まで手

がける、日本唯一のきのこ総合企業です。

●事業内容

きのこの研究開発・生産・販売に関する事業。

静岡きのこセンターではブナシメジ・マイタケの生産を行なっています。

:HOK~ _) 
こ

企業の魅力

グローバルな視野で挑戦。日本唯一の「きのこ総合企業」ホクトの強み

・種菌の開発から、生産、販売まで、一貫して自社で行える点。

•きのこの高効率生産体制を確立している点。

・商品競争力がある点（品質、日持ち、ブランドカ）

•独自の研究施設があり、新製品開発力がある点。

•北は北海道から南は福岡まで、全国にきのこセンターがあり、新鮮なきのこをお届けする体制が整っている

点。

・厳しい品質管理の下、清潔な屋内で栽培された高品質なきのこを生産できる点。

•取引先への提案型の営業で、きのこの販売や食品の販売環境を強力にサポートできる点。

・世界的に見ても一貫して自社でのきのこの生産・販売を行っている会社が少ない点。

きのこに関する総合的な研究•開発を推進し、安全でよりおいしいきのこを生産し、皆様の食卓へお届けでき

るように努めてきました。今後も私たちは、業界のリーディングカンパニーとして積極果敢に挑戦し、より一層社

●企業から

きのこは菌そのものだけを食べられる唯一の食品で”菌食材の王様”と呼ばれています。

きのこを日常的に食べることで体の中からキレイで健康になる生活習潰の”きのこで菌活”を推奨し

きのこの研究•開発から、生産·販売までを行なう日本で唯一のきのこ総合企業「ホクト」 。

私たちと一緒に、食卓から日本の皆さんの健康をサポートする仕事をしませんか？

学生へのメッセージ
●若手職員から

2018年入社（生育・包装部門担当）

きのこの栽培は奥深く面白いです。相談しやすい先輩も多いためとても

働きやすいところです。

皆さん、私たちと一緒に働いてみませんか。

担当部署 I所長 Iホームページ
I httQ:/ /www.hokto-
kinoko.co.j(;! 

企業連絡先 I担当者名 二瓶浩 E-mail 
hiroshi.nihei@hoktQ— 
kinoko.co.i12 

電話番号 0537-73-0111 FAX番号 0537-73-6611 

※情報は2022年5月現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

株式会社ホンダカーズ駿河

菊川市加茂544-1

従業員数

（合計）
851 名

【内訳】男性

女性 冒
企業見学 ⑨ • 不可 インターンシップ受入 ⑨ • 不可

■企業紹介■

創業から so年になる当社は菊川市を発祥とした地元密着型の自動車ディーラーです

店舗展開は、菊川市・掛川市・牧之原市に店舗を構えております

生活に欠かせない、自動車の販売・メンテナンス等を承る事により、地域に貢献し

また、選ばれる企業として、地域活動にも力を入れております

●事業内容●

Honda自動車ディーラー

新車販売・中古車販売・点検・車検・事故修理・自動車保険・等

自動車に関わる様々な業務を展開しております

■企業の魅力■

市内や15km圏内に4拠点を構えており、地場で通勤しやす<i動きやすい環境です

職種も営業スタッフ・業務スタッフ・サービススタッフと自分の得意な分野を伸ばせるような

職種設定があり、やりがいを感じる事が出来ます

クルマに関して初心者でも、働く従業員は若手が多く、気さくな雰囲気の職場ですので

一緒に勉強して仕事をしていくという雰囲気があります

育休からの復帰が100%で生活が変化する人生において長く働ける会社に

なっております

一-~ 
2019年度「健康経営優良法人」として認定されました

令和元年「子育てに優しい企業」標章受賞」

●企業から●
弊社は社員にとってずっと｛動き続けたい会社、家族にとって自慢できる:
安心して勤められる会社を目指しておりす
その為には「ライフワークバランス」が大事であり
ママだけでなくパパにも育休を取得してもらえる
環境づくりを推進しております

■若手社員から●

経営理念でもある「愛とまごころと思いやり」の精神で日々お客様に

喜んで頂けるよう取り組んでいます

私たちと一緒にお客様の笑顔や素敵なカーライフの提案に

挑戦していきましょう

.:-;_ 
虹頃経営優R法人
"""榊............'".,

担当部署 本社 ホームページ
https:/ /www.hondacars-

suruga.co.jp 

担当者名 大村卓己 E-mail 
t ohmura.psz36@honda-

auto.ne.jp 

電話番号 10537-88-0153 I FAX番号 10537-35-5678 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

マクドナルド菊川店

菊川市半済950

従業員数
名

【内訳】男性 27 

（合計）
65 

女性 38 

企業見学 I ◎ • 不可 インターンシップ受入 R・ 
カウンターでお客様をお迎えし、商品販売や接客などをする仕事となります。

当店は JR菊川駅南、徒歩20分、ガソリンスタンドエネオス店の隣にあります。

週末、祝日勤務できる方週2日から勤務できます。

幅広い年代・国籍のクルーが活躍しています。外国籍の方も是非ご応募ください。

学生・シニアの方も大歓迎です。

Wワーク、朝だけ、夜だけ働ける主婦（主夫）の方などもお待ちしております。

さまざまなライフスタイルに合わせてフレキシブルに働けます。

勤務時間は応相談。 一週間ごとに 1日2時間からスケジュールを提出していただけます。

学校の試験期間や、お子様の夏休み期間など、勉強やご家庭を優先することも可能です。

職種（タイトル）が沢山ある為、 1人ひとりの強みや経験を生かせます。

「あの人と、働いてみたいな」「マクドナルドの仕事、向いているかも」

ご家族やお友達のなかにそう思う人がいれば、クルーに誘ってみませんか？

ご家族、お友達と一緒にご応募出来ます！

●企業から

名

名

不可

「初めてアルバイトをするバイト未経験の方」や「ファーストフード店やレストランなどの飲食店勤務未経験の方」

でもスグに覚えられるように、写真や動画マニュアル・ DVDなど分かりやすいトレーニング教材をご用意してい

ます。食事補助や前給制度、懇親会の“クルー PAM"という年に数回、仲間同士のコミュニケーションを深め

る懇親会を開催しています。すぐに仲良くなれる仲間がたくさんいるお店です。お気軽にご連絡ください。

●若手職員から

初めてのアルバイトで人見知りなのもあり最初は、不安がありましたが、アットホームな職場ですぐに打ち解けま

した。マクドナルドで働き、お客様との接客を通じて社会に必要なコミュニケーション能力も身に付けることが出

来ました。部活動、テスト期間や学校行事がある場合は、シフトの融通が利き、学業を優先することが出来た

ので無理なくアルバイトが出来ます。アルバイトに興味がある方、是非お待ちしております！

担当部署 菊川店

担当者名 鈴木貴子

ホームページ

E-mail 

https:/ / crewrecrutini;{.mcdona 

ls.cQ.jp/map/22599 

電話番号 10537-37-3061 I FAX番号 10537-37-3061 

※情報は20-21年1月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名 株式会社ミクニ菊川事業所

所在地 静岡県菊川市半済2828番地

従業員数 名 【内訳】男性 504 名

（合計）
681 

※菊川事業所人数
企業清報 I 女性 177 名

企業見学 さ〉・ 不可 インターンシップ受入 さ)・ 不可

企業紹介

事業内容

●企業紹介

株式会社ミクニはエンジン制御技術に強みを持つ独立系の自動車部品メーカーです。

特に強みを持つ「エンジン制御技術」はCO2削減に貢献するため、業界からの期待が~まっています。

話題のエコカーにも当社製品が採用されるなど、便利で低コストな製品を生み出しています。

●事業内容

四輪車、二輪車、汎用エンジン用燃料供給装置類及びエンジン関連機能品類の開発・製造

菊川事業所 生産棟（免震構造）

●ミクニの魅力

自由な発想を大切にし新しい製品づくりを行ってきた結果、二輪車用スロットルボディの

世界シェアトップクラス、軽自動車スロットルボデーの国内シェア上位を占めるまでになりました。

次世代を見据え、柔軟性と豊冨な海外拠点を武器に、技術経営で着実な成長を目指しています。

企業の魅力 ロゴマーク

JllW1llJ 

事業所正面

電子制御スロットルボデー

■企業から

菊川事業所は、国内のマザー拠点として生産活動を行っています。

工場内は自動機やロボットが増えてきており、自動化が進んでいます。

若い方も多く働いている会社で、製造技術、品質管理など

ものづくりを支える仕事で活躍できる会社です。

2023年創立100周年に向け、更に飛躍をすべく若手人材の

積極的な採用を行っています。

●若手職員から

私は2017年にミクニに入社し、 3DCADを使用して設備を設計する

仕事をしています。主に樹脂製品を生産する設備を設計していて

自分の設計した設備が形になることで喜びを感じられる仕事です。

将来は日本だけでなく、海外でも使われるような装置を設計できる

技術者になりたいと思います。

I ~ ~ 

学生へのメッセージ

担当部署

企業連絡先 担当者名

静岡総務グループ

西山

事
＼
 

ホームページ lhttp://www.mikuni.co.jp 

E-mail 

電話番号 10537-35-0392 I FAX番号 10537-36-4192 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

三鷹光器株式会社菊川工場

菊川市牛渕1805-1

企業情報

従業員数

（合計）

（東名 IC菊川と東名 IC相良牧之原の間、東名上り沿い）

' 'イ言□18 名

企業見学 R・ 不可

企業紹介

事業内容

●本社…東京都三鷹市にあります。宇宙観測機器では、 NASAのスペースシャトルに特殊カメラが採

用され、医療機器では、手術用顕微鏡の分野で世界のトップクラスの技術力をもつ「ものづくりのスペシャリス

ト」。会社のモットーは「設計図は現場にあり」。製造現場の「困っていること」を解決することがアイデアのもとで

あるという意味です。

●菊川工場…「アルミ鋳物のスペシャリスト」として、本社の医療機器部品、自動車用アルミホイール、バイ

ク部品、家電製品など多岐にわたって、鋳造～熱処理～加工と一貫生産しているアルミ専門の工場です。

い
菊川工場は、 18人と少人数で、社内設備は金型低圧鋳造が主体の工場ですが、加工設備や三次元測定

機を導入し、砂型品の小ロットから金型による中ロットまでのアルミの鋳造～熱処理～加工の一貫受注に対

応できる企業として評価して頂いております。ここ菊川から世界に向けて、今日も医療や自動車で多くの人の

役にたつものを生産しています。また、一般向けの新製品開発にも意欲的で、第一弾として、オリジナルの傘

立ての販売も始めました。

企業の魅力

インターンシッブの学生と工作教室の様子 傘立てモデルさんとPR用撮影会に

学生へのメッセージ

■企業から

1人1人の仕事は、 多岐にわたり、求められる技術も高くなります。年齢、入社年数に関係なく、いろい

ろなことに挑戦できます。研修制度もあり社内の風通しもよく、「やりたい」ことはまず取り組めることが魅

カです。技術者も高齢化しており、この技術を継承できる方をお待ちしています。

■若手職員から

木佐森裕（ゆう）さん 2018年入社

工業高校で習った鋳造が魅力的で、いろいろな物を鋳

造しているこの会社に入社を決めました。大企業とは違

う魅力がたくさんあります。覚える仕事がたくさんあり、

日々 時間がたつのが早く、仕事に飽きることがありませ

ん。 1年目からいろいろな研修に行かせてもらい、やる

気にもつながります。同じ年代の仲間がいないので、是

非一緒に働きませんか。

担当部署 総務グループ ホームページ
https:/ /www.kikugawa-

mitaka.com 

企業連絡先 担当者名 青木理奈 E-mail rina@kikugawa-mitaka.com 

電話番号 10537-36-5860 IF AX番号 I 0537-36-5863 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

一
所在地

メディカル・ケア・サービス株式会社 愛の家グループホーム菊川

静岡県菊川市堀之内 1464

企業膚報

従業員数

（合計）
181 名

【内訳】男性

女性

企業見学 ＜豆）・不可 インターンシップ受入

旦
⑤ ・ 不可

企業紹介

事業内容

認知症介護のパイオニア企業として、メディカル・ケア・サービス (MCS)は、 1999年に埼玉県で設

立し、認知症の方やご家族を支える施設が圧倒的に不足していたことから、一貫して「認知症ケア」

に取り組んできました。 2017年10月にはグループホームの運営居室数が日本一となり、現在では、

全国300箇所以上で介護施設を展開しています。認知症ケアを牽引する立場となった今、ケアの

品質にもこだわり、私たちにしかできないサービスの実現に向けて取り組んでいます。

◆高齢者施設の運営・管理◆福祉用具販売

グループホーム286棟

介護付有料老人ホーム9棟

住宅型有料老人ホーム1棟

小規模多機能型居宅介護12棟

デイサービスセンター1棟、都市型軽費老人ホーム9棟

MCS 

企業の魅力
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グループホームは認知症の高齢者が安心して暮らせるワンフロア-9名の家です。その方の送りたい生活、叶え

たい夢をご本人、家族様とじっくり向き合い実現することが仕事です。

介護のイメージにありがちな「やってあげる」「してあげる」というより、ご入居者が自分自身で「やりたい」と思って

いただけるようにみんなで考えます。仕事の中心は日常の生活のサポート。

スタッフは交代制でシフトを組み、業務に慣れたら夜勤も月5回程度あります。でもお休みも充実しているので

プライベートも楽しめます。事業所は地域に密着し、少人数でアットホーム。家庭のようなあたたかさは『はたら

く』というより、出勤のときは思わず『ただいま』といえるような環境です。

入社前後研修、 eラーニングありますので資格や経験が無くても入社後に安心して学べます。

学生へのメッセージ I*本年度も100名以上の新卒採用をさせていただき、各エリアで活躍中！

●若手職員から

私は、自分がしたい仕事なのか？

相談できる人が職場にいるかで最終的に就職を決めました。自己管理をして、したい事を見つけて先生と

話したり見学をして雰囲気をつかむことを大切にしてください。就職活動頑張ってください！！

企業連絡先

担当部署

担当者名

新卒採用課

松井 真由美

ホームページ I https ://www. mcsg. co.jp/ 

E-mail mayumi.matusi@mcsg.co.jp 

電話番号 1048-782-9920 I FAX番号 1048-78~-9310 

※情報は2022年4月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

I 

理研香料工業株式会社菊川工場

静岡県菊川市三沢 15 5 7 

従業員数
名

【内訳】男性 16 名

（合計）
19 

女性 3名

企業見学 ⑨ • 不可 インターンシップ受入 ⑨ • 不可

●企業紹介

弊社は 19 5 2年、理化学研究所を母体として創立いたしました。以来「技術による革新」をモットーに総合

的な香料会社として順調に成長してまいりました。企業規模は大きくありませんが少数精鋭型の企業として、

一人一人が個性を認められ、自分を伸ばすことが可能な体質を持っています。

●事業内容

食品香料...様々 な食品に味があることは認められていますがおいしさの源泉には香りも欠かせません。弊社

は国内外のパンやお菓子など食品全般に幅広く利用されています。

ガス香料・・・都市ガスやプロパンガスは本来無臭か臭いの弱い物質であることは知られていません。ガス漏れを

未然に防ぐためにガス用香料を付与しています。国内はもとよりアジア各国にも供給しています。

消臭剤…香りを創ることとともに、悪臭を消すことにも取り組んでいます。特に室内用、トイレ用、生ゴミ用、ア

スファルト用消臭剤は高い評価をいただいています。

•自然豊かな環境の下、明るい雰囲気の職場で自分のペースで仕事が出来ます。

•企業規模は大きくありませんが、毎年発展を続け、業績が年々向上しています。

・短損月的な変動の少ない業界であることと独自の製品群が安定成長をもたらしています。

●企業から

•従業員は少ない工場ですが、それだけ一人一人が幅広い業務に従事しています。
•国内の顧客への出張や弊社東京羽田工場での研修を経て、中国上海工場への出張など経験を積むほど

やりがいと顧客への責任を感じながら成長出来ると思います。

・業務に必 な資格は会社が全面的にバックアップし取得出来、仕事の幅を広げることが出来ます。

●若手職員から N (女性、 20 1 7年入社）

工場勤務は初めてでしたが、入社前のイメージとは違い堅苦しさがなく、仕事がし易いと思います。

工場なので男性社員が多いのですが、やさしく接してくれます。上司にも気軽に話や提案が出来、楽しい職場

です。若い人のパワーやアイデアが重宝される工場です。一緒に発揮していきましょう。

担当部署

担当者名

業務グループ

矢沢直樹

ホームページ

E-mail 

http:/ /www.riken-
kouryo.co.jp/ company.html 

yazawa@riken-kouryo.co.jp 

電話番号 10537-37-1711 IFAX番号 10537-37-1712 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載清報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名 株式会社LIHIT LAB. (リヒトラブ）静岡事業部

所在地 菊川市加茂1300-10

企業屑報

（本社：大阪市中央区）

工 言二言
企業紹介

事業内容

111:11●●、1:JI
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「カラフル＆バリエーション」、「ユニバーサルデザイン」、「エコロジー」。

3つのキーワードをベースに開発される商品。カラーバリエーションの豊富さと機能性で定評があり、身近な定番

文具から医療分野専門のアイテムなど、豊富なラインアップをそろえています。見た目の美しさだけでなく、使い

やすさにもこだわります。 リサイクル素材を積極的に取り入れ、人と環境にやさしい素材の使用を推進したグリー

ン購入法適合商品も豊富に取り扱っております。

企業の魅力

陳LIHITLAB.

静岡事業部

学生へのメッセージ

●企業から

静岡事業部の制服はTシャツ・ トレーナー・ジーンズのカジュアルスタイル。役職でなく「00さん」と呼び合う明

る＜フレンドリーな職場です。わからないこと、疑問に思うこと、何でも聞いてください。丁寧に指導していきます。

カラフルな製品に囲まれながら一緒にモノづくりをしましょう。

●若手社員から

＊当社工場は業界内において生産設備が自動化されている割合が高く、私は機械の新規製作、改良、維

持管理や修理を担当しています。工場内の設備に広く接するので仕事の中で新しい知識を得られる機会が

多いです。その中で自分のできることが増え、すぐに仕事に活かせるという点が非常に面白いです。若手でも自

分の考えで仕事を進めることが出来る機会があり色々なことに興味を持って積極的に取り組むことが出来る人

に合っている職場だと思います。

＊生産設備の製作・改良•更新などを行う仕事をしています。専攻が機械系ではなかったので最初はわからな

いことばかりでしたが、周りが優しい方ばかりなので色々教えていただきながら日々 学んでいます。工場には自

社製の機械が多く機構や制御などに工夫が詰まっていて見ていて楽しいです。また普段工場で目にしている文

具を店頭で見かけると嬉しい気持ちになるのが製造業の良いところだと思います。

＊入社して2年目の現在、私は発注・在庫管理・資料作成等の仕事をしています。初めはわからないことが

多く不安もありましたが、なんでも聞きやすい雰囲気の職場なのでたくさんの先輩からご指導いただき今では独

り立ちして業務をこなすことが出来ています。皆さんの入社をお待ちしております。

二
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企業連絡先

担当部署

担当者名

電話番号



企業名

所在地

企業清報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

I 

菱電旭テクニカ株式会社

静岡県菊川市川上930-1

従業員数
名

【内訳】男性 150 名

（合計）
200 

女性 50 名

企業見学 R ・ 不可 インターンシップ受入 R・ 不可

■企業紹介

当社は、三菱電機グループ企業として1990年に菊川市に誕生した空調用モーター専門メーカーです。

環境スローガンである「人と地球に思いやり」のもと、緑豊かな周囲と調和し、環境を大事にした事業活動を

推進しています。

●事業内容

三菱電機ルームエアコン「霧ケ峰」や大型パッケージエアコン「Mr.SLIM」に搭載される、ファンモーター及び

圧縮機用コンプレッサーモーターを一貫生産しています。

◆画期的かつ独自のモーター構造

空調用モーターは皆さんにはあまりなじみがないかもしれませんが、実はエアコンの能力を決めるキーパーツ

として重要な役割をしています。 当社は、独自構造•最先端の製造技術により高性能・高効率モーターを

量産製造しています。当社のモーターが内蔵された、 三菱電機エアコン「霧ケ峰FZシリーズ」は、

省エネ大賞の最高賞である経済産業大臣賞を受賞しました。.~ ~~ 
◆最新鋭設備の自動化ライン

省エネ大賞
, ＂ 

徹底的に自動化が進められ、人の手をほとんど

介することなく高品質なモーターを量産する

自動化ラインは圧巻です。

r 濱 常に技術革新を怠けず、 ハイスペックモーターを

市場に安定供給することで、社会に貢献して

いきます。

■企業から

三菱電機グループならではの充実した福利厚生や年間休日122日と
社員が働きやすい環境を整えています。また教育制度も充実しています。

当社の組織風土として「良い意見は年齢、役職にかかわらず積極的に

採用する」という考えがあり、若手が活躍しやすい職場です。

年齢だけでなく頑張りや実力を評価する人事制度のため、若手の活気が

溢れています。その中で、あなたも輝ける仕事を一緒にしませんか？

●若手社員から

職場は自分の意見が言い易く、わからないことも気軽に質問できる雰囲気です。

三菱電機の教育制度を利用ができ、勉強したことをすぐに仕事に生かすことが

できるため、自分の成長を実感することで仕事の楽しさややる気に繋がりました。

頑張った分は評価してくれるため、モチベーションが上がります。

年間休日も多いため、公私共に充実して過ごすことができますよ。

当社であなたの力を発揮し、 一緒に楽しく働きましょう！

担当部署

担当者名

電話番号

総務課

渡邊

0537-73-2225 

ホームページ I http:/ /www.ryoden-a.co.jp 

E-mail saiyo@ryoden-a.co.jp 

FAX番号 10537-73-3777 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業渭報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

リョービ株式会社菊川工場

静岡県菊川市東横地3311-50

従業員数

（合計）
681 名

企業見学 ⑨ • 不可

●世界トップクラスのダイカストメーカー

【内訳】男性

女性

インターンシップ受入

リョービは、 1943年にダイカストメーカーとして出発し、独
自の技術を培いながら、主に自動車産業向けにさまざ
まな構成部品をつくり出してきました。軽くて丈夫なアル
ミダイカスト製品は、自動車の軽量化に貢献しています。
リサイクル性に優れるアルミを自由に加工する技術で、

●中京・東海エリア向けの新拠点

菊川工場は、リョービグループ国内7番目の生産拠点と

して2019年4月より稼働を開始しました。お得意先の

ご要望にスピーディーかつタイムリーにお応えできるよう鋳

造から加工までの一貫体制を整えています。

どんなに斬新な製品やテクノロジーも、人が描く夢や理想から生まれます。

雪
⑨ • 不可

リヨービの考えるものづくりは、「できたらいいな」という夢や理想をカタチにすること。

より良いカタチをひたむきに追い求めたその先に、私達が目指す理想のものづくりがあると信じて。

リヨービは「できたらいいな」の「その先」を目指してコーポレートメッセージを展開しています。

また、あらゆるライフステージで働きやすい会社をめざしています。

・年間休日 1 2 0日 RYOal . 
・資格取得報奨制度

てきたらいいなの、 その先へ。

•各種福利厚生制度

• 「健康経営優良法人 2022 」認定

・厚労省「子育てサポート企業」認定

●企業から

リョービは「ものづくり」の会社です。新しい技術や新しい

商品・サービスの開発にチャレンジしています。 --
リョービは、私たち社員と共に成長し、「健全で活力にみ 疇’

..... 

ちた企業」を築いていく仲間を求めています。 ;~::;」L
•. 

新卒大学生の採用窓口は、本社人材開発課 (0847-41-1171)です。し
が道

■若手職員から
製造第3課 又吉祐太 (2020年入社）

一贔9

私はダイカストの金型の整備を担当しています。簡単な作業から複雑な作業

もあるので、苦労することが多いですが、少しずつ成長しているのがわかるためや

りがいを感じます。現在は先輩と作業することが多いので、仕事を覚え一人で

担当部署

担当者名

電話番号

総務課

松本

0537-35-0311 

ホム ゜：：：：．．ー ヘ ーノ lwww.ryobi-group.co.1p 

E-mail 
n-matsumoto@ryobi― 
町oup.co.jp

FAX番号 10537-35-0316 

※情報は2022年6月末現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名
••• — 
所在地

内外化成株式会社小笠工場

菊川市嶺田1813-8

従業員数

企業清報
（合計）

921 名

企業見学 ◎ • 不可

【内訳】男性

女性

インターンシップ受入

冒
可．＜三V

企業紹介

事業内容

●企業紹介

医薬品用プラスチック製品（主に点滴や人工透析容器）を生産しています。

クリーンセーフティな製品を安定してお客様に供給することで、医療分野に貢献しています。

本社は大阪にあり、工場は菊川市の小笠工場と京都工場の2箇所です。

小笠工場は旧小笠町にある為、菊川市、掛川市、御前崎市、牧之原市在住の従業員が多く、

通勤時間が30分以内の従業員がほとんどです。

涵
' 、./ 1 

- 、.'・、一・

●生産工程は自動化されているので手動で物を運ぶことが無く身体的負担が少ない

●空調設備完備で年間を通して気温が制御されている為決適な作業環境

■景気やパンデミックの影醤がなく操業ができており、昨年の賞与も例年並み

●高校を卒業し、入社した生産課社員が工場のメイン

(2001年の稼働開始時に高校を卒業し入社した従業員がメインとなり10代から30代が主力）

企業の魅力
生産課年齢構成

. 1111 
＇ ＇ 

年代割合

● 10代

D20代

口30代

口40代

• so代

I● 19 "'" ,.,. J03')S)9 .ヽ.."..'°"'"' 

●企業から

若手社員が多い為、仕事からプライベートまで先輩に非常に相談しやすい環境です。

数年前にも新しい生産ラインが稼働し、業績も順調です。

定した人生設計を描くにはピッタリの企業です。
●若手職員から

5年目 (22織）普通科卒業

学生へのメッセージ 12年目から一人立ちをし、担当者として任せられました。自分のアイデアで製品が良くなることを実感できます。

交代勤務は、慣れてしまえば夜勤明けの昼間に時間があり、買い物などに行きやすいです。

普通科出身で工業の知識もありませんでしたが、心配なく仕事できています。

2年目 (19歳）総合学科卒業

工具の名前や使い方は講習で丁寧に教えてもらえるので心配いりません。交代勤務の為、前後の時間帯で

同僚がいるので心配ごともすぐに相談でき、チームプレーで問題解決できます。

後ろの勤務で作業する人がいるので、作業を引継ぎ定時で帰ることがほとんどです。

担当部署 1総務課 1ホームページ I https ://naigai-kasei.jp/ 

企業連絡先 担当者名 久野真 E-mail kuno@naigai-kasei.jp 

電話番号 10537-63-1717 IF AX番号 10537-63-1715 

※情報は2022年5月現在のものです。掲載渭報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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企業名

所在地

企業情報

企業紹介

事業内容

企業の魅力

学生へのメッセージ

企業連絡先

I社会福祉法人和松会

I静岡県菊川市棚草 12 5 8 

I 

従業員数
名

【内訳】男性 36 名

（合計）
176 

女性 140 名

企業見学 R・ 不可 インターンシップ受入 ⑯ • 不可

【企業紹介】

昭和47年、善意により寄贈された家屋敷と土地を元に、昭和48年に社会福祉法人和松会（わしょうか

い）は設立されました。その後、「軽費老人ホーム和松園」、「特別養護老人ホーム松寿園」、「障害者支援

施設清松園」、「地域福祉センター」、「特別養護老人ホーム松秀園」、「生活介護事業所ぴのほーぷ」が開

設され、現在に至ります。

【事業内容】

「だれもが幸せに」という理念のもと、なんらかの理由により生活上に支援が必要になった方が、その人らしい

生活を継続することができるよう、介護サービス及び相談支援、その他生活上必要な便宜を幅広く提供して

います。

大きく分けると、施設に入所されている方へのサービスと、ご自宅で暮らしている方へのサービスがあります。施

設に入所されている方には、生活全般において必要な支援を提供しています。ご自宅で暮らしている方には、

施設に通っていただいて機能訓練や入浴していただくサービス、一定期間入所していただくサービス、食事を届

けるサービス及び病院等に送迎するサービスetc…を提供しています。

＊私たちの仕事は、社会に欠かせない「エッセンシャルワーク」です。その

ため、景気や社会情勢の影響を受けにくい、「安定した仕事」といえま

す。

＊開設後50周年を間近に控えている「老舗」です。長い年月の中で

地域の一部となり、地域住民とお互いに助け合える関係性ができていま

す。

＊職員の平均年齢は43歳で、性別に関係なく長く働ける職場である

といえます。また、子育てや家族の介護等で一時的に職を離れたあとで

も、条件が変わることなく復職することができます。

＊学校等で専門の勉強をされていない方でも、学びながら個性を活かし

て成長できる体制及び風土が確立されています。職員それぞれが同じ方

向を向きながら、それぞれの価値観や特技、専門性を発揮していただい

ています。 写真いろいる→

：思言言；〗;;日喜翌三三ril靡
●若手職員から

松秀園で働き始めて2ヶ月経ちます。

介護士はとても大変なイメージを持つ方が多いと思

いますが、私は働いてみて、利用者の皆さんと心を通

わせながら、自らを成長させることのできるすばらしい職

業だと思いました。

皆さんと一緒に、もっともっと成長したいです！

一緒に頑張りましょう！

担当部署 法人本部

担当者名 橋本（法人本部事務長）

ホームページ lhttps://washoukai.or.jp/ 

E-mail wa-houjn@hyper.ocn.ne.jp 

電話番号 10537-73-2662 IF AX番号 10537-73-3915 

※情報は2022年5月現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。
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