
過去５年の就職状況 H29～R03年度

業種 企業名 業種 企業名

ヴァリアス㈱ 金城機工㈱
セイトー㈱ 三井ケマーズフロロプロダクツ
フォレスト 三井化学エムシー㈱
㈱ジーベック 三菱電機㈱静岡製作所
日本エルダルト㈱ 山崎工業㈱
日管㈱ 山崎製パン㈱
花菱建設㈱ 住友林業クレスト㈱　静岡工場
㈱ガス檢中部 新巴川加工㈱
㈱セイトー電気 星光社印刷㈱
日進電気㈱ 静岡部品㈱
㈱伏見電工 静岡電装㈱
㈱トーエネックサービス 静菱テクニカ㈱
㈱秋山興業 相川鉄工㈱
㈱橋本組 大和製罐㈱　清水工場
京三電設工業㈱ 大和製罐㈱大井川工場
戸崎建設㈱ 東レ㈱　三島工場
光陽エンジニアリング㈱ 東海農産㈱
住友林業ホームエンジニアリング㈱ 静岡事業所 独立行政法人　国立印刷局静岡工場
東海交通機械株式会社 日本モレックス(合同）　静岡工場
内川工業㈱ 日本軽金属㈱蒲原製造所
菱和設備㈱ 日本軽金属㈱清水工場
ヨネヤマ左官㈱(縁故) 日本精工㈱静岡支社
北川工業㈱ 富士工業㈱
木内建設㈱ 北三㈱静岡営業本部
鈴与技研㈱ 矢崎エナジーシステム㈱計装営業統括部
ＡＧＣテクノグラス㈱　静岡事業場 矢崎化工㈱
アイシン機工㈱ 矢崎計器㈱島田製作所
㈱秋山機械 矢崎部品㈱　ものづくりセンター
アステラス　ファーマ　テック㈱ ㈱柳屋本店
いなば食品㈱ 理研軽金属工業㈱
イハラ紙器㈱ ㈲信成金属(縁故)
トヨタ自動車㈱ 東海整備㈱
ニチフリ食品工業㈱ 茗広茶業㈱
ニッセー㈱ 電気・ガス・熱供給・水道業 中部電力パワーグリッド㈱
ハラダ製茶㈱ ㈱静岡県農協電算センター
ビューテック㈱ ㈱スターランド
ヤマハ発動機㈱ ㈱ユニックス
リョービ㈱静岡工場　 ㈱富士通ソフトウェアテクノロジーズ　
花精化学工業㈱ しずてつジャストライン㈱
㈱AFC-HD　アムスライフサイエンス 昭和冷凍㈱
㈱ＡＫＡＩＳＨＩ 第一貨物㈱本社
㈱J-オイルミルズ静岡営業所 日本通運㈱静岡警送支店
㈱アイエイアイ ㈱アンビ・ア
㈱シェ・ヒロ ㈱ケー・アドバンス
㈱ジャパンコンポジット清水工場 ㈱富士ロジテック静岡
㈱タミヤ 深澤冷蔵㈱
㈱ナナミ 静鉄ジョイステップバス㈱
㈱ニッケー工業 駿遠運送㈱
㈱ハル・インダストリ ブルーウィング㈱(縁故)
㈱マルハチ村松 大和サービス㈱
㈱ヤマザキ　大幡事業所 東海埠頭㈱
㈱ヤマザキフルーツ 東海旅客鉄道㈱　静岡支社
㈱ヤヨイサンフーズ 東洋冷蔵㈱
㈱リコー　沼津事業所 日本貨物鉄道㈱東海支社（JR貨物）
㈱丸玄工芸 ＡＮＡフーズ㈱
㈱小糸製作所　静岡工場 ＴＩＳＴＯＵ㈱
㈱水鳥工業 イオンリテール㈱ 東海・長野ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋事務所

㈱清和 エスパック㈱
㈱静岡新聞総合印刷 エネリア静岡中央㈱
㈱村上開明堂 エネリア静岡北㈱
㈱大輝 カネボウ化粧品南関東販売㈱静岡支社
㈱日立産機システム ㈱キノシタ
㈱巴川製紙所 ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱　代々木ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
㈱日研工作所 コネクシオ㈱
㈱富士冷 ダイドー㈱
㈱朋電舎 トヨタＬ＆Ｆ静岡㈱
㈱牧野製袋 トヨタカローラ東海㈱
興津螺旋　㈱ トヨタ部品静岡共販㈱

建設業

情報通信業

運輸・郵便業

製造業

製造業

卸売・小売業



業種 企業名 業種 企業名

トヨタユナイテッド静岡㈱ 一般社団法人　 日本自動車販売協会連合会静岡県支部

トヨタモビリティパーツ㈱静岡支社 ㈱ＳＢＳ情報システム
ネッツトヨタ静浜㈱ ㈱ピーエーシー
パルコテナント店（縁故） ㈱明電エンジニアリング
プロン㈱ 大串寛税理士事務所
ベル・メディカルケア㈱ 原耕司税理士事務所
ミツワ電機　㈱ 税理士法人芙蓉会計事務所
河辺商事㈱ 静環検査センター
㈱アールイー（Ｒｅ：） 池田会計事務所
㈱イーストボーイ ㈱アンビ・ア　ホテルアンビア松風閣
㈱エー・エル・シー ㈱クーポール会館
㈱エスケーアイ ㈱ジェイアール東海ホテルズ
㈱エディオン ㈱ジェイプロジェクト
㈱エヌ・ビー中根屋 ㈱ホテル小田急静岡　 ホテルセンチュリー静岡

㈱オズ ㈱西伊豆クリスタルビュー　 西伊豆クリスタルビューホテル

㈱ザ・トーカイ ㈱静岡中島屋ホテルズ
㈱テラオ ㈱日本平ホテル
㈱トリヤマ商会 京都料亭（縁故）
㈱ハローＧ 教育・学習支援業 学校法人静岡田町幼稚園
㈱はやい ㈱ビューラックス
㈱フジ・コーポレーション ＴＢＣグループ㈱
㈱ベルツリー　アリス薬局　静岡 ㈱鈴良　スポーツクラブ　セイシン
㈱ヨシダ（Mr．ぶんぐ） ㈱フォルテ
㈱杏林堂薬局 ㈱TOKAIケーブルネットワーク静岡本部
㈱市川園 有限会社MAXクリーニング
㈱小泉東海 ㈱相川トレーディング柚木の郷
㈱静岡メディスン トーカイシティサービス㈱
㈱静岡伊勢丹 アオイネオン㈱
㈱静岡制御 アサヒサンクリーン
㈱静鉄ストア ㈱アクタガワ
㈱高橋岳三商店 社会福祉法人　静岡厚生会
㈱大丸松坂屋セールスアソシエイツ ㈳清承会特別養護老人ホーム
㈱鳥羽洋行 ㈱ベストライフ中部
㈱日本コンタクトレンズ静岡商事 ㈳楽寿会楽寿の園高齢者総合福祉エリア
㈱平喜 松崎デンタルオフィス
いすゞ自動車中部㈱ 清水漁業協同組合
協和医科器械㈱ 静岡県経済農業協同組合連合会
三州紙業㈱ 静岡県農業協同組合中央会
山崎産業㈱ 静岡県農業団体健康保険組合
松林工業薬品　㈱ 静岡市農業協同組合
静岡ダイハツ販売㈱ 大井川農業協同組合
静岡資材㈱ 日本郵便㈱　東京支社
静岡日産自動車㈱ ＡＬＳＯＫ静岡㈱
田辺商事㈱ ANAスカイビルサービス㈱
東海三菱自動車販売㈱ DeNA
東海澱粉㈱ 医療法人社団コロムビア会
東海溶材㈱ セコム㈱
東洋冷蔵フードサービス㈱ 一般財団法人静岡県交通安全協会
福一漁業㈱ ㈱ＲＳＴ
八洋エンジニアリング ㈱田村コピー
㈲静岡洞江水産 ㈱第一ビルメンテナンス
㈲わかくさ調剤薬局 公立学校共済組合　静岡支部
Emmy international（縁故） 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱中部支社
静岡県民共済生活協同組合 静岡県中小企業団体中央会
しずおか焼津信用金庫 東海自動車工業㈱
焼津信用金庫 東海自動車工業㈱
静岡県労働金庫 日本原子力防護システム㈱
静岡東海証券㈱ 日本郵便㈱東海支社
静清信用金庫 静岡市消防士
静鉄保険サービス㈱ 静岡県警察官
島田掛川信用金庫 静岡市職員(事務）
㈱トヨタレンタリース静岡 焼津市職員(事務）
㈱ニッポンレンタカー東海 海上・航空自衛隊
㈱リブ・マックス 陸上自衛隊
㈱望月商事 警視庁
丹下不動産 静岡県（行政職）
鈴与レンタカー㈱ 国家公務員（税務）

静岡県警察音楽隊

サービス業

公務員

卸売・小売業

不動産業・物品賃貸
業

学術研究、専門・技
術サービス業

宿泊業・飲食サービ
ス業

生活関連サービス
業、娯楽業

医療、福祉

複合サービス事業

金融・保険業


