東部地区
企業名

企業サイト

所在地

業種

インターンシップ
実施

応募方法

詳細確認方法

サンユウ産業株式会社 富士御殿場ゴルフ倶楽部

http://www.fggc.jp

静岡県御殿場市神場1530-2

サービス業

有

電話連絡

電話連絡

社会福祉法人 梓友会

http://www.shiyuukai.or.jp/

静岡県下田市吉佐美１０８６

医療・福祉業

有

電話またはメール

電話またはメール

エヌ・ティ・ティ・システム開発 株式会社

http://www.ntt-ipnet.co.jp/k/

静岡県沼津市大手町2-10-14 三井生命沼津大手町第二ビル

情報通信業

有

リクナビ、電話、メールなど

リクナビ、電話、メールなど

マックスバリュ東海 株式会社

http://www.maxvalutokai.jp/

静岡県駿東郡長泉町下長窪303-1

卸売・小売業

有

リクナビ2018・マイナビ2018の当社ページよりエントリー

リクナビ2018・マイナビ2018の当社ページを確認ください。

医療法人財団 百葉の会

http://www.momohanokai.jp/

静岡県富士市大渕405-25

医療・福祉業

有

電話・メール・FAX

電話

株式会社 Geolocation Technology

http://www.arearesearch.co.jp/

静岡県三島市一番町18-22 アーサーファーストビル4階

情報通信業

有

人事担当へメール

人事担当へメール

株式会社 アイズ・ソフトウェア

http://www.eyes-software.co.jp/

静岡県沼津市東椎路６１８－１ 井出ビル３F

情報通信業

有

会社HP・メール・電話・リクナビなど

株式会社 イー・ケア

http://www.e-care.co.jp

静岡県沼津市高島本町16-16 三井生命沼津高島本町ビル2階

医療・福祉

有

電話・メール

電話・メールにて案内

株式会社 オサコー建設

URL:http//www.osakoh.co.jp

静岡県御殿場市保土沢１１５７－５９９

建設業

有

メール、電話、FAX等いづれにも対応します。

メール、電話、FAX等お気軽に問い合わせてください。

株式会社 コーチョー

http://kohcho.co.jp/

静岡県富士市厚原字川窪295

製造業

有

メール

電話、メール

株式会社 小林製作所

http://www.kobayashieng.co.jp

静岡県富士市水戸島2－1－1

製造業

有

電話、メール、学校経由

電話、メール、学校

株式会社 植松（植松グループ）

http://www.uematu.co.jp

沼津市西沢田２００－１

建設業

有

メール、電話

メール、電話で確認してください。

株式会社 静岡中央銀行

https://www.shizuokachuo-bank.co.jp/

静岡県沼津市大手町4-76

金融業

有

マイナビ・リクナビより申込

人事部へご連絡ください。

株式会社 特電

http://www.kk-tokuden.co.jp

静岡県沼津市双葉町9-11-5

卸売・小売業

有

当社HP・就職サイト

当社HP・就職サイト

株式会社 富士ホンダ

http://hondacars-fujihigashi.co.jp

静岡県富士市依田橋７７０－１

卸売・小売業

有

電話、メール

電話、メール

社会福祉法人 あしたか太陽の丘

http://www.a-taiyou.jp/

静岡県沼津市宮本５－２

医療・福祉業

有

電話、メール

電話

社会福祉法人 湖成会

http://www.s-koseikai.jp

静岡県富士市大渕847-4

医療・福祉業

有

電話：0545-35-2244

電話：0545-35-2244

小野建設 株式会社

http://www.ono-ken.co.jp/

静岡県三島市谷田60-3

建設業

有

メール・電話・リクナビ

メール・電話・リクナビ

昭立電気工業 株式会社

http://www.shoritsudenki.co.jp

静岡県三島市平成台50

製造業

有

メール

電話

松本加工 株式会社

http://www.matsutame.co.jp/~kakou/

静岡県富士市津田１６５-１

製造業

有

HP、メール、お電話にてご連絡ください

こちらからご連絡を致します。

松本産業 株式会社

https://www.masg.co.jp/

静岡県富士市島田町１-５０

卸売・小売業

有

HP、メール、お電話にてご連絡ください

こちらからご連絡を致します。

植松（植松グループ）

http://www.uematu.co.jp

沼津市西沢田２００－１

建設業

有

メール、電話

メール、電話で確認してください。

青木建設 株式会社

http://www.aoki4181.com/

静岡県熱海市田原本町９番１号

建設業

有

電話・メールで申込

ホームページで確認

静岡コンサルタント 株式会社

http://shizuoka-con.co.jp

静岡県三島市多呂128番地

サービス業

有

メール、電話等

メール、電話等で確認願います。

米久 株式会社

http://www.yonekyu.co.jp/company/

静岡県沼津市岡宮寺林1259

製造業

有

ご応募はマイナビ2018を通じてお願いいたします。

詳細はマイナビ2018よりご確認ください。

明電システムソリューション 株式会社

https://www.mss-meidensha.co.jp/

情報通信業

有

メール：recruitment@mss.meidensha.co.jｐ

電話：055-923-4966

明徳建設 株式会社

http//meitokukensetsu.co.jp/

静岡県富士宮市大中里1399-14

建設業

有

有限会社 メイプル

http://www.e-maple.com/

静岡県富士市伝法2525-1

医療・福祉業

有

企業HP・メール・電話・FAX等

応募後、こちらから詳細をご連絡致します。

有限会社 花彩亭

http://www.hanairo-tei.com/

伊東市大室高原2-716

サービス業

有

メール・電話

メール・電話

静岡県沼津市東間門字上中溝515

中部地区
企業名

企業サイト

所在地

業種

インターンシップ
実施

応募方法

詳細確認方法

しずおか信用金庫

http://www.shizushin.co.jp/

静岡市葵区相生町1-1

金融業

有

学校より電話連絡

詳しくはホームページ、電話確認下さい。

社会福祉法人みだらけ福祉会 特別養護老人ホームあおい荘

http://www.aoiso.net

静岡県焼津市一色４３５番地

医療・福祉業

有

担当者まで、お電話又はメールにてご連絡ください。

受付後、お電話又はメールにて詳細についてご連絡致します。

静清信用金庫

http://www.seishin-shinkin.co.jp

静岡県静岡市葵区昭和町２番地の１

金融業

有

企業HP、リクナビ会員制

リクナビ会員制ページ

TOKAIグループ

http://tokaiholdings.co.jp/

静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8

ガス業、情報通信業、他

有

リクナビ･マイナビ

リクナビ･マイナビ

サカイ産業 株式会社

http://www.sakai-grp.co.jp

静岡県島田市細島１３４９番地の１

製造業

有

メールにてお問合せ下さい。

担当者からご連絡差し上げます。

ヒダ 株式会社

http://www.hida-group.co.jp

静岡県静岡市葵区柚木５７０番地

卸売・小売業

有

054-265-2222 mail:shibaguchi@hida-group.co.jp

同上

株式会社 アイワ不動産ホールディングス（アイワ不動産グループ）

http://www.aiwsan.com

静岡県静岡市葵区常磐町１丁目８番地の６ 常磐町アイワビル３階

不動産・賃貸業

有

電話、ファックス、メール

電話

株式会社 アミティー

http://www.amity.co.jp

岡山県岡山市北区厚生町2-3-23

サービス業

有

弊社HP及び リクナビ マイナビ プレサイト

弊社HP

株式会社 サイダ・UMS

http://www.saidagroup.jp/ums/

静岡県焼津市一色１４３－１０

製造業

有

いずれでも受け付けします。

メール、電話等でご確認ください。

株式会社 テクノサイト

http://www.technosite.co.jp/

静岡県島田市本通５－４－４

情報通信業

有

COC＋参加校は学校経由、一般参加希望者はリクナビよりエントリー

株式会社 ヤマザキ

http://www.yamazaki-grp.com

静岡県 榛原郡 吉田町 大幡 １６４３－１

製造業

有

株式会社 ユニテック

http://www.unitec.jp

静岡県静岡市葵区瀬名１丁目１８番３３号 ユニテックビル

情報通信業

有

メール

電話

株式会社 丸紅

http://www.marubeni-co.jp/

静岡県島田市湯日１番地の１

建設業

有

電話・メール・HPより問合せ

本社へ問合せ、本人との希望調整

株式会社 共立アイコム

www.kpnet.co.jp/

藤枝市高柳１丁目１８－２３

製造業(印刷・情報サービス）

有

メール jinji@kpnet.co.jp

当社WEBサイト及びSJC２０１８当社ページ

株式会社 橋本組

http://www.hashimotogumi.co.jp

静岡県焼津市栄町５－９－３

建設業

有

リクナビ２０１８よりエントリー・メール：myagi@hashimotogumi.co.jp

リクナビ HPからの問合せ

株式会社 金谷タクシー

http://kanaya-taxi.co.jp/

島田市金谷本町２０１７－９

運輸業

有

URL：http://kanaya-taxi.co.jp mail：saiyo@kanaya-taxi.co.jp TEL：0547-45-2151

URL：http://kanaya-taxi.co.jp

株式会社 佐藤工業所

http://www.sato-kg.co.jp/

静岡県藤枝市岡部町岡部１９４７－１

製造業

有

１．employments@sato-kg.co.jp へメールにて申込

特別用意しておりません。

株式会社 駿河生産プラットフォーム

http://www.suruga-g.co.jp

静岡県静岡市清水区七ツ新屋505番地

製造業

有

当社HP

電話

株式会社 大井産業機械

http://www.ooi-sangyo.co.jp/

静岡県島田市東町２１６７

製造業

有

マイナビインターンシップページよりエントリー

マイナビインターンシップページより確認

株式会社 天野回漕店

http://www.amanok.co.jp

静岡県清水市清水区港町2丁目9番5号

運輸業

有

株式会社 田子重

http://www.tagoju.co.jp/

静岡県焼津市東小川２丁目１６－１４（登呂田店２階）

卸売・小売業

メール or 電話

メール or 電話

株式会社 朋電舎

http://www.hodensha.co.jp

静岡県焼津市越後島３５７番地

建設業

有

大学、ホームページ等で案内します

企業HPで確認してください

三明電子産業 株式会社

http://www.sanmei-ele.co.jp

静岡県静岡市清水区清開2-2-1

製造業

有

ﾘｸﾅﾋﾞ2018

https://job.rikunabi.com/2018/company/r242420065/internship/?isc=ps302

松本印刷 株式会社

http://www.m-print.co.jp

静岡県榛原郡吉田町片岡２２１０

製造業

有

大学キャリア支援課からの事前申込、または、メールにてお問い合わせください。

大学のキャリア支援課でご確認ください。または、メールにてお問い合わせください。

静岡トヨタ自動車 株式会社

http://www.shizuokatoyota.co.jp

静岡市駿河区国吉田2-3-1

卸売・小売業

有

静岡県信用農業協同組合連合会(ＪＡバンク)

http://www.jabank-shizuoka.gr.jp/shinren

静岡県静岡市駿河区曲金3丁目8番1号

金融業

有

静銀ビジネスクリエイト 株式会社

http://www.shizuoka-sbc.jp

静岡市清水区草薙北2番1号

金融業

有

先生精機 株式会社

http://www.senjo-seiki.co.jp

静岡県静岡市清水区宍原622-7

製造業

有

大石建設 株式会社

http://s-oishi.wix.com/oishi

静岡県榛原郡吉田町大幡２１３０番地

建設業

有

メール、電話

電話

第一生命保険 株式会社

http://www.dai-ichi-life.co.jp/

東京都千代田区有楽町1-13-1

金融業

有

インターネットから

平井工業 株式会社

http://www.hi-hirai.co.jp

静岡県静岡市葵区太田長33番地

建設業

有

saiyou@hi-hirai.co.jp

鈴与レンタカー 株式会社

http://www.suzuyo-rentacar.jp/

静岡県静岡市葵区栄町１－３ 鈴与静岡ビル５F

不動産・賃貸業

有

鈴与建設 株式会社

www.suzuyo-kensetsu.jp

静岡県静岡市清水区松原町5-17

建設業

有

鈴与自動車運送 株式会社

http://suzuyojidousha.co.jp

静岡県静岡市清水区興津清見寺町1375-51

運輸業

有

鈴与商事 株式会社

http://www.recruit.suzuyoshoji.co.jp/

静岡県静岡市葵区栄町１－３ 鈴与静岡ビル８F

卸売・小売業

有

通年

TEL：0547-45-2151

上記メールアドレスにご連絡ください。

上記メールアドレスにご連絡ください。

リクナビ２０１９当社ホームページ(予定）

リクナビ２０１９当社ホームページより確認

西部地区
企業名

企業サイト

所在地

業種

インターンシップ
実施

応募方法

詳細確認方法

株式会社 遠鉄百貨店

http://www.endepa.com/

静岡県浜松市中区砂山町320-2

卸売・小売業

有

サゴーエンタプライズ 株式会社

http://www.3535.co.jp/

静岡県浜松市中区鍛冶町135

サービス業

有

「マイナビ2019」よりエントリー

「マイナビ2019」

アクアインテック 株式会社

http://www.aquaintec.co.jp/

静岡県掛川市伊達方1162-1

製造業

有

未定

未定

株式会社 アイジーコンサルティング

http://www.ig-consulting.co.jp

静岡県浜松市中区住吉4-9-5

建設業

有

「リクナビ2019」「マイナビ2019」にてエントリー

詳細は、「リクナビ2019」「マイナビ2019」にて公開

株式会社 サカエ

http://www.sakae-jp.com

静岡県浜松市中区野口町336

卸売・小売業

有

「リクナビ2019」よりエントリー

株式会社 杏林堂薬局

http://www.kyorindo.co.jp/

静岡県浜松市中区板屋町１１１－２ 浜松アクトタワー13階

卸売・小売業

有

杏林堂HP,リクナビ、マイナビ

決まり次第HPへ掲載予定

天方産業 株式会社

http://www.amagata.com/

静岡県浜松市中区神田町1366番地

卸売・小売業

有

企業HP、メール、電話、FAX

企業HP、メール、電話 ※2020年卒（予定者）も対象

セキスイハイム東海 株式会社

http://www.816t.jp/

静岡県浜松市中区板屋町111-2 アクトタワー25階 建設業

有

「リクナビ2019」よりエントリー

「リクナビ2019」にて公開

須山建設 株式会社

http://www.suyama-group.co.jp

静岡県浜松市中区布橋2-6-1

建設業

有

entry@suyama-group.co.jp http://www.suyama-group.co.jp/

学校を通しての応募をお願い致します。

第一生命保険 株式会社

http://www.dai-ichi-life.co.jp/

東京都千代田区有楽町1-13-1

金融業

有

企業HP

企業HP

アサヒハウス工業 株式会社

http://www.asahi-hk.co.jp

静岡県浜松市中区鍛冶町1番地の2 かじ町プラザ5階

建設業

有

「リクナビ2019」より予約

「リクナビ2019」にて公開 ※技術職のみ“2018年卒者”も参加受付中です。電話・メールにて直接お申し込みください。

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

http://www.seirei.or.jp/hq/index.html

静岡県浜松市中区元城町218-26 聖隷ビル 医療・福祉業

有

※インターンシップは事務・介護・保育ともに受け入れ可能

※施設見学・実習 等、本人の希望に合わせて対応可能

静岡セキスイハイムエクステリア 株式会社

http://www.shizuoka-sekisui-ext.jp/

静岡県浜松市中区大工町125 セキスイハイム鴨江小路ビル7F

建設業

有

株式会社 ゼンウェルオーダード

https://www.zenwell.co.jp/

静岡県磐田市高見丘1218

製造業

有

企業HP

企業HP

社会福祉法人 松風

http://plaza.across.or.jp/~mizuumi/

静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日1148-2

医療・福祉業

有

電話

電話、企業HP、メール

株式会社 アマノ

http://www.amano-grp.co.jp/

静岡県磐田市池田1381-11

製造業

有

シブヤ精機 株式会社

http://www.shibuya-sss.co.jp

静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町630番地

製造業

有

電話またはメールにて

担当中神宛てに電話・メール連絡

株式会社 村松商店

http://www.muramatsu.co.jp

静岡県浜松市東区常光町188

卸売・小売業

有

電話、メールにて

電話、メール、またはＨＰにて

東海サーモエンジニアリング 株式会社

http://www.tokai-thermo.co.jp

静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町1278

建設業

有

メール又は電話

メール又は電話

株式会社 ＲＯＫＩ

http://www.roki-jp.com

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣2396

製造業

有

丸尾興商 株式会社

http://www.maruo.ne.jp/

静岡県袋井市川井９８１

卸売・小売業

有

電話にて（0538-43-3121まで）

電話にて（0538-43-3121まで）

鹿島木材 株式会社

http://www.kajima-mokuzai.com/

静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島６３

製造業

有

電話・メール

電話

社会福祉法人 庄栄会 特別養護老人ホーム 舘山寺の里

http://kanzanji-no-sato.shoeikai.or.jp/

静岡県浜松市西区舘山寺町463番地の1

医療・福祉業

有

電話

電話

浜名部品工業 株式会社

http://www.hamana.cc/

静岡県湖西市鷲津933-1

製造業

有

tmasuki@hamana.co.jp

ﾘｸﾅﾋﾞ2019

アローズジャパン 株式会社

http://www.1007.co.jp/

静岡県浜松市中区新津町534

医療・福祉業

有

電話またはメールにてお申し込みください。

さわやか 株式会社

http://www.genkotsu-hb.com

静岡県浜松市中区和合町193-58 風の街ビル2F サービス業

有

「リクナビ2019」にてご確認ください。

ヘルツ電子 株式会社

http://www.herutu.co.jp/

静岡県浜松市北区豊岡町６２－１

製造業

有

常盤工業 株式会社

http://www.tokiwak.co.jp/

静岡県浜松市中区新津町197

建設業

有

メール、電話

中部印刷 株式会社

http://www.chu-bu.co.jp/

静岡県浜松市南区東若林町1516-2

製造業

有

大学を通してインターンシップ受入依頼書を送付。

朝日電装 株式会社

http://www.ad-asahidenso.co.jp/

静岡県浜松市浜北区染地台6丁目2-1

製造業

有

株式会社 藤田鐵工所

http://www.fujita-c.co.jp

静岡県掛川市久保2-1-1

製造業

有

株式会社 マグナ.リゾート

http://www.h-lsp.com/

静岡県浜松市北区三ケ日町下尾奈200

サービス業

有

※2020年以降卒予定者の応募も可

電話、メール、またはHP「採用情報」▶「お問い合わせ・ご応募」フォームよりお問い合わせください。

三栄ハイテックス 株式会社

http://www.sanei-hy.co.jp

静岡県浜松市東区子安町311-3

情報通信業

有

ナビサイト(リクナビ,マイナビ)、saiyo@sanei-hy.co.jp

http://saiyo.sanei-hy.co.jp

株式会社 大場上下水道設計

http://obajyoge.com/

静岡県浜松市中区早出町1134

建設業

有

電話（053-466-2100）またはメールにて

HP http://obajyoge.com/category/topics

株式会社 親和製作所

http://www.ss-shinwa.co.jp/index.html

静岡県湖西市吉美2098-1

製造業

有

メール、ＦＡＸ

メール、電話

株式会社 五味八珍

http://www.gomihattin.co.jp

静岡県浜松市東区小池町2424-3

サービス業

有

浜松日産自動車 株式会社

http://www.hamamatsu-nissan.co.jp

静岡県浜松市東区和田町５９７

卸売・小売業

有

担当・吉田まで連絡下さい

担当・吉田まで連絡下さい

株式会社 ベルソニカ

http://www.bellsonica.co.jp

静岡県湖西市山口630-18

製造業

有

「リクナビ2019」よりエントリー

「リクナビ2019」にて公開

社会福祉法人 天竜厚生会

http;//www.tenryu-kohseikai.or.jp/

静岡県浜松市天竜区渡ヶ島217-3

医療・福祉業

有

「リクナビ2019」よりエントリーください

「リクナビ2019」にて公開

ネッツトヨタ静浜 株式会社

http://toyota-dealers.jp/54603/index.html

静岡県浜松市東区和田町809番地

卸売・小売業

有

電話またはメールにて

リンナイテクニカ 株式会社

http://www.rtk.co.jp

静岡県掛川市逆川200

製造業

有

ホームページ

ホームページ http://www.rtk.co.jp

株式会社 レンタルシステム東海

http://www.rentalsystemtokai.com

静岡県浜松市東区貴平町７４

不動産・賃貸業

有

メール、電話にてご連絡ください

メール、電話にてお問合せください

渥美工業 株式会社

http://www.atsumi-kogyo.co.jp

静岡県浜松市浜北区中条918番地

製造業

有

メール、FAX、郵送にてお問い合わせください。

詳細は未定。決定次第「リクナビ2019」にて公開いたします。

企業HPにてご確認ください

2018年2月頃に実施予定です。日時・詳細につきましては、決まり次第、公開いたします。
電話・メールにてご相談ください。

担当：外山

メール、電話

担当：外山

