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アイパックスイケタニ株式会社は包装＆紙器のプロとして、
企画デザインから製箱までを安心してお任せいただけるトー
タルパッケージメーカーです。
「包装を通じて社会に貢献する」を合言葉に、お客様の商品を
安全に運ぶため、お客様の商品の価値を高めるため、必要と
されるパッケージをご提案します。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市北山
5260
池谷 裕人
2,000 万円
1947 年 2月
39 億 2,000 万円
192 名
印刷紙器・段ボール
ケース製造

Q&A

新入社員に求めるものは？

デザインに興味がある方、モノづくりが好きな方、地元愛が強
い方

〒418-0112
静岡県富士宮市北山5260

判らないことが有れば何でも先輩に聞くことが出来
る。また、自分で考えて工夫ができる。

長い伝統と新しいものに取り組む意欲。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

社外セミナー、通信教育などへの取り組みで、新し
い知識・技術を磨く事ができる。

高校を卒業したばかりの人や、60代、70代の人まで
幅広い年代の人が在籍。何でも聞ける社風です。

　富士市で家庭紙を製造して 70 年を越える事が出来ました｡
家庭紙製造・販売・物流をグループ会社１８社で構築、海外
拠点にも進出しております｡
地域密着型企業としても地元中心に雇用を確保しております｡
また環境保全の一貫として､太陽光発電事業･コージェネレー
ションシステムを設置しております｡
地域社会に貢献する為､地元イベントに積極参加おります｡
弊社製品は、ホームセンター、ドラックストア、スーパーマー
ケット、外食店舗、宿泊施設、公共施設と多岐にわたります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市島田町
2丁目 198 番地
井出 芳則
5,000 万円
1950 年 2月 10 日
310 億円
250 名
家庭紙製造業

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

製造職というと理系学生というイメージがありますが、弊社新
卒はほとんど文系卒の社員です。
ものづくりをしてみたい新入社員が、先輩社員から一から学び､
コツコツと日々技術向上を目指している社員が多数おります。

〒417-0033
静岡県富士市島田町2丁目198番地

経営方針が社員に浸透しており、常にコミュニケー
ションがとりやすい環境です｡

新入社員に求めるものは？

会社の魅力は？

どんな社風？

日常の挨拶、コミュニケーションと自発性を求めます。 各部署若手の男女が多いので、とても活気ある職場
です｡

私たちが生産した製品は、国内さまざまな所で発見
することでき、それによってやりがいと達成感を感
じる事が出来ます｡
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　当社は、ベビー用紙おむつ・大人用紙おむつ・生理用品・
ウェットティシュー・マスクなど、人々の生活に寄り添う「エ
リエール」製品を生産しています。多様化するニーズやトレ
ンドに合わせて柔軟に対応できる生産設備と徹底した品質管
理によりお客様に信頼され続けるブランドであるよう努めて
います。また、「働き方改革」として、ノー残業デーの設定・
当社独自の育児目的休暇の導入・有給休暇の取得推奨（例年
80％程度の取得率）など、ワークライフバランスを重視して
社員が働きやすい環境づくりに積極的に取り組んでいます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

愛媛県四国中央市
寒川町 4765 番地 11
石川 祥三
3,000 万円
1963 年 12 月 17 日
500 億円（2020 年度）
960 名
静岡県富士宮市
北山 4242-5
家庭紙の製造

Q&A

新入社員に求めるものは？

富士山の麓、富士宮市北山で家庭紙の生産をしています。アッ
トホーム な職場で、若い世代の社員も多く働いています。生
産現場はクリーンで、働きやすい環境が整っています。誰もが
見たこと・使ったことのある「エリエール」製品を、一緒につ
くりませんか。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山4242-5

まずはルールを守って、安全に仕事をすることを覚え
て下さい。分からないことは何でも聞いて下さいね。

商品の「やさしさ」を徹底的に追及し、お客様から
選ばれる「エリエール」商品を生産していることです。

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

自分が携わった商品が店頭に並び、人々の生活の役に
立っていることを実感できることが当社の魅力です。

社員が役職関係なく「さん」付けで呼び合うなど、
風通しの良い職場で社員一人一人の意見を大切にし
ます。

　私たちエリエールペーパーは大王製紙グループの企業とし
て富士宮市・富士市でエリエール製品を作っています。最大
の消費地である首都圏にも近く、物流面でも好立地であるた
め、首都圏を中心としたエリアをカバーするグループ企業の
中でも主要な生産拠点となっています。たくさんの工程に携
わる一人一人が、製品を使う誰かを想いプロフェッショナル
な仕事をしているからこそエリエールの製品はやさしさを届
ける事ができます。毎日安心して使える品質・やさしさを守
り届ける・・・。それが私たちのプライドです。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
南陵 6番地
崎山 光興
3,000 万円
1939 年 5月
263 億 1,900 万円
（2020 年度実績）
463 名
家庭用・業務用（ﾃｨｼｭ ・ー
ﾄｲﾚｯﾄﾛｰﾙ・ｷｯﾁﾝﾛｰﾙ・ﾍﾟｰ
ﾊﾟｰﾀｵﾙ等）の原紙・製
品の製造

Q&A

会社の魅力は？

当社では、現在 500 名弱の社員が働いています。「工場」と聞
くと男性職場のイメージがあるかもしれませんが、女性社員
も数多く在籍しています。出身や経験も様々な社員がお互い
を補い合いながら日々業務に取り組んでいます。

〒418-0019
静岡県富士宮市南陵6番地

生活必需品を製造しているため、景気に左右されな
い安定した職場です。

チームでの業務が主となるため、コミュニケーショ
ンが非常に大切です。配属前の研修で学んでいただ
きます。

新入社員に求めるものは？

どんなスキルを求める？

先輩社員として一言！

①元気な挨拶、②感謝の気持ちを忘れない、③分から
ないことは質問する、この3点を身に付けてもらい
ます。

身近なものづくりに携わりたい方はやりがいを感じ
られる職場です。安心安定の当社で活躍してみませ
んか？
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　春日製紙工業は「地球とともに。」をキャッチフレーズに、企業
の成長発展、社員の幸福、及び積極的な環境問題への取り組みと
古紙資源の有効活用に努めることを活動の基本とし、人々の喜び
と豊かな生活の実現に貢献することを使命としています。富士山
の麓、富士市岳南エリアで昭和 5 年に設立し、良質な紙づくりに
取り組んできました。昨今、環境問題をはじめとするさまざまな
課題は深刻化し、消費者の意識も大きく変化しています。そのよ
うな状況下で、春日製紙工業はこれからも地球にやさしい紙づく
りを行い、環境保全のための新たなチャレンジを続けて参ります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市比奈
760-1
大塚　昇
3,000 万円
1930 年 10 月 15 日
85 億円
137 名
紙類パルプ並びにその
副産物の製造加工及び
販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

経験・スキルは問いません。
私たちが大切にしているのは「向上心」と「チームワーク」。
新人さんをサポートする体制は整っているので、安心してチャ
レンジして下さい。

〒417-8503
静岡県富士市比奈760-1

何事にもチャレンジし、会社と共に成長できること まずは、礼儀正しく挨拶ができ、コミュニケーショ
ンを大切にできること

先輩社員として一言！

どんなスキルを求める？

入社したらどんな成長ができる？

私たちが大切にしているのは「向上心」と「チーム
ワーク」。新人さんをサポートする体制は整ってい
るので、安心してチャレンジして下さい。

各職場で必要な資格を取得して頂きます（資格取得
支援あり）

　当社は約 80 年の歴史を誇る特殊紙の専門メーカーです。
様々の機能と用途でつくられた特殊紙は、キッチンパネルや
住宅の壁紙、医療器具、店舗や電車の内装など普段私たちの
生活で使用されています。「身近なものをつくる」というやり
がいを感じられる仕事です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市新橋町
7番１号
砂川　健
5,000 万円
1937 年 3月
64 億円
（2020 年度実績）
182 名
化粧板原紙やテープ原
紙など「特殊紙」の専
門メーカー

Q&A

新入社員に求めるものは？

福利厚生が充実しているところです！ＧＷ、お盆、正月などの
長期休暇があり、製造現場スタッフの有給休暇取得率は 80%を
超えます。借上げ社宅制度もあり、結婚など実家を出る場合は、
家賃の８割を会社が負担します。

〒417-0004
静岡県富士市新橋町7番 1号

人の話をきちんと聞く素直さと誠実さです！ 先輩と一緒に働くことによってコミュニケーション力
がアップ。また、仕事をやり抜く責任感が成長します。

どんなスキルを求める？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

仕事は先輩が丁寧に教えてくれますので、心配しない
でください。ただし、素直な心を持ち続けてください。

特殊紙は、目立たないけど私たちの身近なものに使
用されています。当社で一緒につくりましょう！
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　昭和 36 年に創立し、様々な業界・業種の御取引先ととも
に歩んできた当社。トップダウンとボトムアップのバランス
をしっかり取り、現場をないがしろにすることなく、それで
いて現場任せにしすぎることなく、「モノづくりへかけるプラ
イド」を大切にしています。小粒ながらも一丸となる時の団
結力はどこにも負けません。イイ意味での脱昭和で、【面白い
会社だね】と言っていただけるような会社づくりを目指して
います。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市羽鮒
2307-1
横山 啓造
1,000 万円
1961 年 9月
約 9億円
43 名
・段ボールケース及び
製品の製造、販売
・総合包装資材の加工、
販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

周りの方々が親切で、人見知りな自分でもすぐに打ち解けるこ
とができました。従業員想いの社長との距離も近く、気配りひ
とつひとつが仕事のモチベーションアップにも繋がっています。
製造会議に参加し、様々な意見交換をする時間は自分の刺激に
なっています。

〒419-0316
静岡県富士宮市羽鮒2307-1

柔軟性、誠実性、笑顔！！聞く力・考える力・素直
さがあり、一緒に成長できるような仲間を求めてい
ます。

【回遊魚】時代に適した変革を恐れず、常に動いてい
ます。柔軟性は最大の武器です。

会社の魅力は？

会社を一言で表すと？

先輩社員として一言！

安定した経営基盤があり、今後も事業に成長性があ
ります。個性を活かして一人一人が主役になれる環
境です。

大企業のような華やかさはありません。中小企業だ
からこそ得られる、仕事への満足感があります。

　私たちは紙という素材に感謝をし、長年培った紙加工技術によっ
て、世の中がアッと驚くような製品開発やサービス展開を行って
います。超高級カラーティッシュ「十二単」をはじめ、製袋 (ショッ
ピングバック )、紙加工 (産業用ラミネートやグラシン紙、剥離紙 )、
印刷、企画デザインを手掛けています。
総合紙加工メーカーとして、約８０年の歴史を持つ大昭和紙工産
業は北海道・宮城・東京・新潟・愛知・大阪・香川・広島・佐賀
に営業拠点を持ち、日本全国のお客様からのご依頼に対応してお
ります。また全国、そして海外を結ぶ大昭和グループとのネット
ワークも構築しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市依田橋
61-1
齊藤 了介
4億 6,960 万円
1940 年 11 月 20 日
358 億円
610 名
紙袋及び紙加工品等の
製造販売

Q&A

会社の魅力は？

実は当社が製造していたという製品が数多くあります。某ハンバー
ガーショップの紙袋やご当地おみやげのお菓子の箱などを製造して
おり、実は皆さんの身近な会社です。また、当社はただ製品を作る
だけではなく、デザインや企画、マーケティングなどを行い、製品
を丸ごと演出するソリューション提案を行っています。

〒417-0002
静岡県富士市依田橋61-1

トータルパッケージでお客様の業務効率化・売上向
上に貢献します。また、徹底的な品質管理から新素
材の開発まで行っています。

飛び出す絵本やノベルティグッズなど、他社にはな
いオリジナル商品の企画・開発を行っています。

会社を一言で表すと？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

新入社員に求めるものは？

約80年の歴史がありながら、常に新しいことにチャ
レンジする会社です。

何事に対しても疑問を持ち、自分なりに考えて行動
できる方を求めています。
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　私たちは、「環境に配慮した包装の開発・製造を通し、便利で快
適な生活と文化を創造する」会社です。
昭和 11年に板紙製造からスタートした当社は、世の中のニーズに
合わせ、製品を次々と開発してまいりました。又技術力に拘り、
板紙製造技術から板紙加工技術へと技術領域を広げてきました。
この間「食」の安全安心への社会的ニーズは一貫して高まり続け
ています。それに伴い、当社の主力製品である食品包装資材への
品質要求も高度化しています。当社は品質に対する全社員の意識
改革と設備改善により、高度化に対応してまいりました。技術へ
の拘りにより社会に貢献できる企業を目指しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
小泉 866 番地
佐野 賢治
8,000 万円
1936 年 12 月 1日
140 億円
約 260 名
化粧品や牛乳パック、
ヨーグルトの容器など
生活に密着した紙の製
造・加工を行う

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

紙の製造から多種多様な食品紙容器などの製造・加工を担う
会社です。また、化粧品のパッケージ、ジュースや牛乳パッ
クなどの高級板紙の製造から印刷加工まで一貫して行ってい
ます。

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉866番地

富士宮市内で初めて、ユースエール認定企業となり
ました。技術力と働きやすい職場環境が自慢です。

一人一人が責任をもって作業しています。やりがい
を感じることのできる仕事です。是非、一緒に働き
ましょう。

どんな社風？

先輩社員として一言！

新入社員に求めるものは？

気遣いや配慮を忘れず、互いが親身になり意見を聞
き入れるなど、個人の意見も大切にする社風 。

①元気良くあいさつができる事
②報告・連絡・相談ができる事
③自発的に整理・整頓・清掃ができる事

　当社は、生活にかかせない「トイレットペーパー」を製造
し皆様のもとへお届けしています。上質な古紙を原料に、白さ、
柔らかさ、肌触りの良さを求め、お客様に「安心」「安全」「清
潔」「使い心地の良さ」をご提供させて頂いております。
創業 80 年を越す長い歴史を持ち、特種東海製紙（一部上場）
のグループ会社の一員として安心して長く働ける、社会に貢
献できる会社で一緒に成長していきませんか？

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市厚原
167-1
日野 喜教
2億円
1936 年
46 億円
100 名
トイレットペーパー
製造販売

Q&A

会社の魅力は？

毎日が勉強の中、一つ一つ積み重ねて知識が増え大きく成長で
きる職場です。社内には幅広い年代の人がいて厳しさの中にも
優しさがある温かい雰囲気の中で協力しながら仕事をしていま
す。

〒419-0201
静岡県富士市厚原167-1

身近な生活必需品を作る事業を通じ、エコ・リサイ
クルを推進して循環型社会に貢献できる。

お店で自社の商品（トイレットペーパー）を抱えて
いるお客様を見たときは、思わず笑みがこぼれてし
まう。

新入社員に求めるものは？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

入社したらどんな成長ができる？

やる気　元気　笑顔です。そのうえで何事にも興味
をもって取り組める方がいいですね。

必要な資格は会社が全面バックアップ。リフトから
はじまり公害防止管理者など国家資格もチャレンジ
可能。

28



　特異性のある高級特殊板紙の製造・加工・販売をしており、
創業 90 年を超える伝統と革新で、お客様と共に歩み続けて
います。多品種・小ロット生産を得意とし、お客様の求める
紙材をご提案・ご提供して信頼を得て参りました。現在では
純粋な紙にとどまらず、複合素材との組合せや機能材料を付
加した素材の開発など、環境配慮への可能性をも追求してい
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市久沢
1-1-2
井出 篤志
2,750 万円
1930 年 1月 4日
23.4 億円
81 名
高級特殊板紙の製造・
加工・販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

折り鶴再生紙に代表される抄紙技術と粉砕技術を活用し、廃棄
物や食品残渣を原料にして新たな命を吹き込み再生紙として蘇
らせ、リサイクルはもとよりアップサイクルな製紙技術への展
開に挑戦しています。

〒419-0202
静岡県富士市久沢1-1-2

前向きな姿勢 安定と成長

会社を一言で表すと？

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

思いをカタチに『感性を刺激する紙創り』 チームワーク・メンバーシップ

　古くはチリ紙の生産からはじまり、芯なしトイレットペーパーの
生産・そしてソフトパックティッシュの生産と時代の流れに合わ
せて新たな商品の生産に常に取り組み続けております。それを
評価頂いてか中小企業ながらも大手コンビニ・ドラッグストアに
も弊社商品を導入して頂いております。売上も順調に伸びており
まだまだ成長の余地のある企業です。普段いくお店に自分が生
産に関わった商品がおいてあるというのは仕事のモチベーショ
ンにもなるかと思います。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
浅間町 14-12
増田 明彦
1,000 万円
1969 年
38 億円
約 100 名
・抄紙部門にて加工部
  門に必要な紙の抄造
・加工部門において抄
  造された紙をトイレッ
  トペーパー・ティッシュ
  ペーパー・キッチンペ
  ーパー等に加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

中小企業ながらも創業 50 年の歴史を持ち、生協や大手小売業
様との取引もあります。時代の変化に合わせ、消費者様の求め
ている製品を社員全員で創り上げている企業です。

〒418-0032
静岡県富士宮市浅間町14-12

自分ができる仕事を増やそうと前向きに向き合える
気持ちがあること。

どうすれば生産よくできるか挑戦し、改善できるス
キル。機械についての多少の知識。

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

どんな社風？

業界で生き残るために色々な新しいことに挑戦して
いるところ。

富士、富士宮の地元の社員が多く、仕事以外の休日
での交流も結構あります。（共通の趣味等で）
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　東証一部上場企業のグループ会社の東和薬品のグループ会
社です。当社は医薬品ソフトカプセルを専門に開発・製造し
ています。患者が飲みやすく扱いやすいソフトカプセルを医
療現場に届けることを目標にしています。ソフトカプセルの
特徴を活用し、薬を患者が簡単・安全に服用できる形状に形
成することに強みをもっています。一例として、医薬品の中
でも、微量（○µg）で、人体に効果を表す高薬理活性医薬品
を患者、従業員、環境に対し、安全に製造することが可能です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕

〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 2201-2
今野 和彦
植木 俊行
9,000 万円
2016 年
非公開
30 名
（2021 年 10 月末時点）
ソフトカプセルの
製造・品質管理

Q&A

どんな社風？

コミュニケーションがとりやすい職場だと感じます。
業務中には、質問をすると手を止めて聞いてくださり、私が
理解できるまで教えていただけるので質問しやすいです。業
務外でも食堂で会話しながら食事ができたり入社後、すぐに
馴染みやすい職場です。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮2201-2

同じ部署はもちろんですが、
他部署の方とも気軽に話せる風通しの良い職場です。

健康経営優良法人（中小規模法人部門）を
2年連続取得
従業員が働きやすい環境づくりを行っています。

入社したらどんな成長ができる？

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

社外の方と接する機会が多いため、
コミュニケーション能力やビジネスマナーが自然と
身につきます。

・素直にアドバイスを吸収する
・報告連絡相談ができる
・成長意欲がある

　コバヤシは、納豆、豆腐、アイスクリーム、ドリンクカップ、カッ
プ麺などの食品容器を始めとした生活に身近な製品を製造してい
ます。特に、納豆容器は全国の生産量の約6割を製造しており、シェ
ア No.1 を獲得しています。1952 年の会社設立以降、社是の「大
いなる飛躍より着実なる前進を」に従い、お客様の要望に応えな
がら着実に売り上げを伸ばしてきました。今年で設立 70年目を迎
え、設立以来連続黒字経営達成と非常に安定した経営を行ってい
ます。最近では持続可能な社会実現のため、環境にやさしい素材
の開発・製造にも力を入れています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都台東区浅草橋
3-26-5
小林 達夫
8,000 万円
1946 年
289 億 6,600 万円
680 名
（うち富士工場 67 名）
静岡県富士宮市
猫沢 551-1
食品容器を始めとする
プラスチック製品の開
発・製造・販売

Q&A

会社を一言で表すと？

コバヤシの求める人物像は、「勉強好きで素直な努力家」です！
そのため、わからないことをわからないままにせず自分で調べ
たり人に聞いたりすることができたり、好奇心をもって積極的
に新しいことを学んだり挑戦したりする人が活躍しています。

〒419-0302
静岡県富士宮市猫沢551-1

皆さんの生活を支える縁の下の力持ち 自分が携わった製品がスーパーやコンビニなどの店
頭に並びます。家族や友人に自慢している社員も多
いです。

どんな社風？

会社の魅力は？

先輩社員として一言！

真面目で穏やかな人が多く、丁寧に仕事を教えてく
れたり困った時にはすぐに助けてくれる雰囲気があ
ります。

新卒で入社できる会社は人生で1社のみです。
ぜひたくさんの情報に触れて自分の進路を決めてくだ
さい！
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　当社は現在創業 54 年目を迎え、軟カプセル剤、液剤、半
固形剤、内服ゼリー剤等、日本国内でも特殊な医薬品の製剤
化技術を持った製薬企業です。その独自の技術により、医薬
品の製造、供給を行い、加えて自社製品の販売も行っています。
医薬品製造だけでなく、機能性食品の製造、受託研究をはじめ、
ニーズにこたえるべく国内はもとより海外へも発信していま
す。創業以来、全役職員が一粒ずつ大切に造り上げることを
念頭に、品質向上と市場への安定供給を目指し、当社の経営
理念である「誠義感を心がけ、当たり前の事を当たり前のよ
うに実践行動しよう」に基づいて「一粒主義」を貫いていき
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

静岡県富士宮市
中里東町 560 番地
望月 陽介
1,200 万円
1968 年 2月
非公開
300 名
・本社、本社工場
     富士宮市中里東町 560 番地
・富士山工場
     富士宮市南陵 7番地
・芝川工場
     富士宮市下柚野 175 番地の 1

医療用医薬品・一般用
医薬品・栄養補助食品
の開発、製造及び販売、
受託加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

日本の軟カプセルメーカー５社のうちの１社です。近年は小
児・高齢者にも服用しやすい製剤を目指し、流体製剤の
「Camusle製剤」、「粒子状製剤」等の特殊な剤型の開発を行い、
安全性・有効性を考慮した有用性の高い製剤の提供を目指し
ています。

東洋カプセル株式会社　総務部
〒418-0046
静岡県富士宮市中里東町560番地

■時間を厳守できること。
■日々健康で過ごせるように自己管理、体調管理が
できること。

■工場等へ入室する際徹底した衛生管理をしています。
■安全管理に配慮し作業環境の向上に努めています。

どんなスキルを求める？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

■決められた通りのことを決められた通りに行える方。
■僅かな変化でも見逃さない方。

工場見学も丁寧に対応しています。
健康に貢献したい方、お気軽にお問い合わせください。

〔事業内容〕

（写真は東洋カプセル（株）  富士山工場）

http://www.toyo-cap1.com

　当社は、1935年の設立以来続けてきている熱硬化性樹脂成
形材料の製造販売をはじめとし、熱可塑性プラスチックによ
る特殊成形加工品の製造販売、成形金型の製作販売、さらに
はエンジニアリングプラスチックのコンパウンドやその仕入
れ販売、そして射出成形機等のプラスチック成形に関連する
機械設備の仕入れ販売までカバーする、プラスチック関連分
野の総合メーカーです。これらに加えて、最近特に注目が集
まっている炭素繊維と合成樹脂からなる複合材料の製造も新
規事業として手がけています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

神奈川県横浜市港北区
新横浜 2丁目 15-16
吉田 省吾
1億 8,000 万円
1935 年 2月 3日
95 億円（2020 年度）
206 名
静岡県富士宮市北山
5747-6
1. 熱硬化性樹脂成形材料の製
造・販売
2. キシレン樹脂の製造・販売
3. プラスチック成形材料、成
形機械及び金型等の仕入販売
4. 大型熱可塑性樹脂成形品の
金型製作・成形加工・販売
5. 炭素繊維強化樹脂成形品の
製造と加工・販売
6. 熱可塑性樹脂成形材料の受
託製造

Q&A

どんな社風？

富士宮工場は、当社の複数の事業の生産・開発拠点となってお
り様々な業種の人材がそろっています。材料製造部門、成形部門、
開発部門及び、それに関係する営業部門の交流もあります。こ
れによる幅広い知識と資源が確保されていることです。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山5747-6

他部署との交流が多く、相談や意見交換がしやすい
会社です！

大きな製造設備をオペレーションすることが出来ま
す！！

先輩社員として一言！

入社したらどんな成長ができる？

どんなスキルを求める？

自分の考えを生かすことが出来る会社です！ いろいろな人と連携して互いに助け合いながら物事
を進行できる素質。
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　創業以来「信頼性の高い製品の創造」を目標に掲げ、自動車部
品を中心に優れたプラスチック製品の製造に取り組んでまいりま
した。 社会、経済、環境、時代が大きく変化している今、”ヒトとモノ”
の新時代を迎え無限の可能性を秘めたプラスチック素材への要望
は、今後ますます拡大していくものと思われます。 常に時代の流
れを見極める眼を持ち、社会や時代のニーズに応えるため最新の
成形加工技術を導入し、より良い製品をより良いサービスでお客
様の期待に応えるよう一層の努力を尽くしております。 自社の特
性を活かした提案型企業として、これからも魅力溢れる製品、魅
力溢れる企業を目指し、未来社会に貢献していきたいと考えてお
ります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市伝法
1275-1
佐藤 正晃
3,000 万円
1960 年 12 月 12 日
23 億 3,000 万円
99 名
自動車用プラスチック
製品及び医療機器の製
造

Q&A

新入社員に求めるものは？

当社と同様の設備を要している企業が多くはございませんので、
現在働いております社員の多くが他業界からの入社です。トッ
プレベルの品質を要求される業界での仕事のため、未経験者で
も安心できる教育システムを受けて活躍をしております。

〒417-0061
静岡県富士市伝法1275-1

一言で言いますと、「やる気」です。仕事を覚える
速度は人により異なりますが、目標を持つことによ
り仕事に対する意識が、やる気となります。

既成概念にとらわれない、提案型人材を求めます。

入社したらどんな成長ができる？

どんなスキルを求める？

会社の魅力は？

資格取得制度が充実しておりますので、必要となる
資格の取得が望めます。

仕事における実績が評価されやすい環境です。キャ
リアが少なくとも実績が評価されますと早期昇進も
夢ではありません。

　当社は「すべての社員が誇りをもって挑戦し、お客様に感動を
提供する」を経営理念に感動を提供し成長を続けている会社です。
自動車部品の中でもとりわけ要求精度・管理基準の高い「トルク
コンバーター部品」「フィラーチューブ（燃料給油パイプ）部品」
などの重要な部品の製造を得意とし、プレス加工から溶接・メッ
キ塗装・粉体塗装まで一貫した生産体制を確立しています。近年
ではロボットの PLC プログラミングなどを活用した自働化設備を
自社開発し製造工程ラインへ導入し効率化を実現しました。
グローバル化の進む中、タイ・インドへも進出。タイでは電器部
品及び自動車部品、インドでは自動車部品の製造を行っておりま
す。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
万野原新田 3680-9
清　行雄
3億 6,500 万円
1963 年 10 月 1日
72 億 6,000 万円
（2021 年 3月期）
240 名
自動車用燃料パイプ、
トランスミッション精
密部品、エアバッグ部
品等の製造販売、関連
設備金型の製造販売

Q&A

会社の魅力は？

技術系の人が多く、自ら設計・開発した金型や機械を通して、
製品を作る製造部門へ提供することで、不良品を作らないこ
とが当たり前にできる生産ラインの構築に貢献しています。

〒418-0001
静岡県富士宮市万野原新田3680-9

5S・VM活動を通じ整理整頓の行き届いた職場環境の
中で、精一杯自分というものを出して仕事ができます

「頑張った人が報われる」をモットーに、やりがいが
感じられる会社である

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

どんなスキルを求める？

モノを作ることが大好きで、何事にも失敗を恐れず
積極的にチャレンジしていくことができるプラス思
考の人

協調性があり、どんな人ともコミュニケーションが
取れ、職場を明るくできるムードメーカーな人
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【何にでも挑戦できる会社】
大きな仕事をして大きな失敗をする。
失敗から実力が養われ自信がついていく。新技術の開発には一人
ひとりの力が大切です。1960 年の創業以来、自動車用の金属プレ
ス部品、各種金型、産業用機械の製造を行っている会社です。
2019 年には、南陵工業団地に新たな工場を稼働しました。また、
長年培ってきた金属加工技術を活かし、オリジナルアウトドアブ
ランドである『ANCAM』を立ち上げるなど、事業の拡大にも取り
組んでいます。やる気さえあれば、どんな仕事にも挑戦すること
ができる。それが当社の大きな魅力です。これからも CREATION
＆PROGRESSをポリシーに、飛躍を続けます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
星山 1040-4
小林 俊夫
1,200 万円
1960 年 1月
23 億円
105 名
・金属プレス加工
・金型、治具の製造
・産業用機械の製造
・アウトドア用品の
   製造

Q&A

入社したらどんな成長ができる？

中小企業ながら、プレス部門、金型部門、産業用機械部門と
幅広く事業を展開しています。またキャンプ部門は、メディ
アに取り上げられたり、ふるさと納税返礼品に認定されたり
と話題を集めています。創業以来、少数精鋭で技術の高いモ
ノづくりを続けています。

〒418-0035
静岡県富士宮市星山1040-4

一流の技術者になれることは勿論、会議も活発なため
コミュニケーション能力を高めることもできます。

アットホームな職場です。部署や年齢に関係なく、仕
事の相談をしたりアドバイスをもらう事ができます。

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

先輩社員として一言！

好奇心旺盛で、何に対しても失敗を恐れず挑戦でき
る人、失敗をしても挫けずに次に繋げようと意識で
きる人。

勉強や部活だけではなく、遊びや趣味にも一生懸命
に取り組んで充実した学生生活を送ってください。

　私たちは富士宮市に本社・工場を置くプレス金型メーカーです。
当社の製造した金型は各取引先を通じてトヨタ自動車 (株 )や日産
自動車 (株 )などの多くの国内メーカーで採用されています。当社
では日々変化する金型製造にも最先端の設備・技術力で対応し、
徹底した数値管理の下で 40歳代を中心に 30歳代・20歳代の若手
まで社員一人一人が活躍しています。日本が誇る金型技術を地元
企業で身につけることができます。初歩からの教育体制を大切に
し、次世代へ【ものつくり】の楽しさと技術をつなげていきたい
と思っています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
外神東町 19-1
佐野 博之
1,000 万円
1969 年 9月 1日
3億円
25 名
プレス金型の設計・製
作、各種部品加工

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

当社では徹底した数値管理のもとでプレス金型製作を行ってい
ます。技術者の経験や技術、データノウハウの技術蓄積を活か
し、金型技術を伝えて行きたいです。

〒418-0007
静岡県富士宮市外神東町19-1

わかりやすく初心者からの教育体制ができている。 一緒にモノつくりの楽しさや達成感を喜べる人

会社を一言で表すと？

新入社員に求めるものは？

先輩社員として一言！

圧倒的な技術力　 仕事ができる人はかっこいいですよ。
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　私たちは、矢崎グループの一員として富士宮市と静岡市清水区
を拠点に、ワイヤーハーネスやバッテリーケーブル、ロボットハー
ネスの製造をしています。幅広い年齢の従業員全員が健康でいら
れるよう、健康づくりを意識した様々な取り組みを通じ、健康の
向上と充実した勤務の実現を目指し、2021 年健康経営優良法人認
定、更にその中の上位 500 社のブライト 500 に選ばれました。土
日の他、ＧＷ・お盆休み・年末年始の 9 日前後の長期休暇に加え、
有給等も取得しやすい上に、各種休業の福利厚生はもちろん、敷
地内に無料駐車場や社服があり、文房具等も支給。勤務時間も 8
時～ 17時の固定の為、プライベートの時間も十分に確保できる会
社です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
外神 2182 番地
山田 伸人
10,000 千円
1987 年 3月 23 日
48 億円
（2021 年 3月時点）
227 名
・自動車用組電線
（ワイヤーハーネス）
の製造
・産業用ロボットハー
ネスの製造

Q&A

会社の魅力は？

これから先、高校でも大学でも教わらない事を自分自身で選択
していく必要がでてきます。そんなときに「あの時、教わって
よかった」と思えること、仕事だけでなく、一人の大人として
成長できるよう、入社時から継続して教育してもらえるので安
心できます。

〒418-0006
静岡県富士宮市外神2182番地

地域とともにある企業を目指し、会社の利益だけで
なく、従業員の未来に寄り添って一緒に仕事をして
います。

学生時代の勉強力ではなく、誰にでも物怖じせず素直
に質問や会話ができる力を持っていると嬉しいです。

会社を一言で表すと？

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

「穏」何かミスをしたとしても、怒るのではなく、
きちんと話を聞いてくれて一緒に改善策を考えてく
れます。

年齢・役職等問わず、仕事での発言やそれ以外の会
話もしやすく、気軽に名前を呼び合える社風です。

　ジヤトコは「クルマの頭脳」である「トランスミッション」
のメーカーです。CVT（無段変速機）では、グローバルシェ
ア No.1。1997 年の CVT 生産開始以来、数多くの世界初の技
術を商品化し、軽自動車用から中・大型車用までの CVT フル
ラインナップを揃えています。現在までに CVT 累計生産台数
5,200万台以上を生産しています。自動車業界の電動化に対し、
トランスミッション専門メーカーだからこそできる高い技術
力で、未来の車に新しい価値を提案していきます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市今泉
700 番地の 1
中塚 晃章
299 億 3,530 万円
1999 年 6月 28 日
5,428 億円（2020 年度）
6,200 名（日本国内）
14,200 名（全世界）
静岡県富士宮市山宮
3507 番地の 16
変速機および自動車部
品の開発、製造および
販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

自動車業界はこれまで経験したことがないような変革期を迎え
ています。様々な変化に対応すべく、変化に馴染むことができ
る人、チャレンジできる人、常に疑問を持ってより良い方法を
考えて行動できる人が活躍しています。

〒417-0023
静岡県富士市吉原宝町1番 1号

ルールを守る、報連相 (ほうれんそう )ができる、変
えようとする意志がある、こんな人を求めています。

スキルがなくても大丈夫！充実した教育プログラムで
必要なスキル・資格を必要な時に取得していきます。

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

どんな社風？

地域に愛される「ジヤトコ」を目指し様々な活動を
しています。右下のQRコードから確認してくださ
い！

年齢、性別、国籍等、様々な価値観を持った社員がお
互いを認めながら自由に意見を言い合える社風です。
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　静岡県富士宮市を拠点とした、自動車の精密引抜鋼管を製
造する会社です。
引抜鋼管の製造から定尺切断、曲げ、フレア、ロウ付け加工
に至るまで、一貫したパイプ製品の製造を行っており、品質・
コスト・納期において優位性を活かした製品を提供しており
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

静岡県富士宮市
万野原新田 3647-3
歳田 雄二
8,155 万円
1947 年 8月 1日
42 億円
120 名
・本社工場
　静岡県富士宮市
　万野原新田 3647-3
・芝川工場
　静岡県富士宮市
　上柚野 288-2
機械構造用引抜鋼管の
製造と自動車部品製造
（金属パイプ加工）

Q&A ほかの会社と大きく違う特徴は？

当社の視点は常にお客様にあり、より良い製品を送り出してい
く為、社員それぞれ培ってきた技術と経験に更に磨きをかけて
います。個々の能力を結束させて、より良い製品が生まれてき
ますので、皆がチームワークを大切にしています。

〒418-0001
静岡県富士宮市万野原新田3647-3

引抜鋼管という特殊な加工で特殊な自動車部品を
作っています。

風通しの良い社風です。
良いと思った提案は、積極的に社内へ取り入れています。

新入社員に求めるものは？

どんな社風？会社の魅力は？

先輩からのアドバイスを聞き入れ
何事にも真面目に取り組むことのできる人を求めます。

創業以来60年以上にわたり信頼される地元企業とし
て高い技術力を強みに日々業務に励んでいます。

〔事業内容〕

　当社の設立は 1948 年、まだ日本にプラスチックが登場し始め
た時代ですが、いち早くプラスチック加工技術の開発・生産に取
り組み、世界屈指の自動車用樹脂部品メーカーへと発展してきま
した。主力製品は、ハンドル、エアバッグ、空調、インストなど、
車全体に及びますが、特に近年では、自動車における樹脂の果た
す役割はますます重要になってきています。
その理由として主に挙げられるのは、
1. 安全性、2. 車体の軽量化、3. 高機能化、4. デザインの自由度。
樹脂の持つ特性を活かす領域は広がってきており、当社でも従来
にはない特徴や機能を持つ新しい樹脂の開発を常に行っています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市山宮
3507-15
永野 博久
32 億 606 万円
1948 年 10 月 9日
831 億円
（2021 年 3月期）
1,150 名　※国内のみ
（2021 年 3月末日）
●自動車部品の設計～開発～
試作～製造とゼロから完成ま
でこなす会社です
・安全装備部品
（ステアリング・エアバッグ）
・内装樹脂部品
（インストパネル・グローブ
BOX・エアコンダクトなど）
・外装樹脂部品
（エアスポイラーなど）

Q&A

どんな社風？

世界 6 か国に拠点を展開する自動車内装部品のグローバル企業
です。ステアリングホイール、各種エアバック、内装インテリ
ア部品、外装樹脂部品など、業界をリードする先進技術により、
様々な高品質・高性能な商品を創造し、世界中のお客様に提供
しています。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3507-15

年 2 回の個人面談等もあり、上司や仲間と悩みや課題を共有し
て一緒に解決していく職場づくりを大切にしています。職場に
よってはフレックスタイム制度を導入し、ライフスタイルや負
荷に応じた出社 / 退社時刻を自分で決めることも可能です。自
動車業界の中なので忙しい部分もありますが、自分の役割を
しっかりと感じながらやりがいの持てる職場環境です。

入社時から管理職まで役割に見合った教育が体系づけられてお
り、また職場のOJTなど、上司と相談しながら習得すべきスキ
ルを決めていきます。その他、通信教育制度もあり、自己啓発
によりさらにスキルアップを目指すことも可能です。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

どんなスキルを求める？

年間休日が121日あります。GW、夏季休暇、年末年始は7～
10日間の大型連休となります。さらに年5日間のリフレッシュ
休暇やメモリアル休暇などを使って、自分だけの有意義なプラ
イベート休暇を持つことが可能です。有給は最高で年間40日、
慶弔休暇や半日有給など含め、ワークライフバランスがしっか
り保たれる環境になっています。

語学力（特に英語）は上司と相談しながら業務水準を決めてい
きますので心配いりません。さらに研修制度や海外留学など社
内のサポート制度を利用すれば、個人のレベルにあわせて語学
力を更に向上させることが可能です。
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　1937年に創業して以来、ビヨンズは様々な産業機器の精密部品
を製造してきました。特に、自動車部品の製造が主要事業となっ
てから、今のビヨンズの基礎となる技術が大きく培われてきまし
た。私たちの事業は「信頼性向上の支援」をすることです。私た
ちが持っているテクノロジーが幅広く活用され、そこから生まれ
る高いクオリティを持った製品がお客様の製品の信頼性向上へと
つながっています。当社は、更に大きなフィールドに向けて挑戦
し続けています。絶えず学習・挑戦・革新すること。これは、ビ
ヨンズの基本的な姿勢であり、拡がり続けるお客様への約束でも
あります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市大渕
2429-3
大塚 嘉章
3億 2,268 万円
1937 年 5月
99 億円
（2020 年度実績 連結）
392 名
自動車部品・金型部品・
コーティングの製造お
よび販売

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

富士・富士宮の地元の先輩方が、生き生きと働いています。
学校の先輩に会えるかも！？

〒417-8575
静岡県富士市大渕2429-3

創業 66周年に及ぶ長い歴史と、自動車部品専門会社
としての幅広い経験。そして、特許保有のコーティ
ング技術があります。

チームの理念を元に、トップから末端迄、同じ目標
に向かい日々働いています。
『従業員１人ひとりが主役です』

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

先輩社員として一言！

明るさ、元気、誠実さ、コミュニケーションスキル 土日休みの為、仕事とプライベートの両立ができ、
働きやすい環境です。

　創業９２年、長年の経験と最新の技術力にて自社内での開
発、試作～量産の一貫対応に加え、プレス、切削、成形、溶接、
組付加工など幅広い技術と品質保証体制にて、お客様より要
望された品質・納期・コストで製品を国内外にて実現し、「皆
が豊かに暮らす」を目標に「モノづくり」を通してお客様に
喜ばれるために努力を続けている企業です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
三園平 1355
髙﨑 尚紀
3,220 万円
1929 年 10 月 1日
28 億 2,000 万円
165 名
・自動車部品製造
・電器機器部品製造
・専門機械設備製作
・金型製作
・切削
・マシニング加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

入社６年目です。職場は若い人が多く、雰囲気がとても良く
てのびのびと仕事をすることが出来ています。仕事とプライ
ベートのメリハリがつけやすい環境ですので、ストレスなく
自分の趣味などを楽しんでいます。

〒418-0004
静岡県富士宮市三園平1355

ズバリ！　コミュニケーション能力！　これだけ！ 技術力が高い会社です！

会社の魅力は？

会社を一言で表すと？

どんな社風？

将来海外で働けるかも！ 風通しの良い社風です！
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　ユニプレス精密はユニプレス株式会社のグループ会社で、創業
60 年を迎えた安定企業です。駿河湾から北へ約 5km に位置した
富士市中里の浮島工業団地内にあり、これまで 2 度の合併を経験
し成長してきました。主要設備には FB プレス機、TRF プレス機、
両頭研削機、ブラシ・ベル研設備と塗装・ASSY 設備、切削加工に
使用している NC 旋盤等があり多種に渡って取扱っております。
雇用形態も充実している為 10 歳代～ 60 歳代後半の方々が働いて
おり国籍も様々です。言葉の壁があるなかで協力して生産し、工
場内では 2Ｓにも取組み災害０・納入不良０を目指して活動して
います。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士市中里
2608-25
山川 浩由
35,300 万円
1960 年
37 億円（2020 年度）
223 名
（2021 年 10 月現在）
・自動車用トランス
ミッション部品の製造
・精密加工
　（プレス・切削・研削）
・オイルパンの
　一貫生産
　（プレス・組立・塗装）
・車体部品の生産

Q&A

新入社員に求めるものは？

ISO9001・ISO14001 の認証取得済であり品質・環境の両面から
の社会貢献を目指しています。また挑戦する精神を持ち、現在
超難関の IATF認証取得に向け全社一丸となって取組中です。

〒417-0826
静岡県富士市中里2608-25

先輩のアドバイスは聞き入れまずはやってみる人

会社を一言で表すと？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

一人一人が個人目標を持ち、総合的に会社目標を達
成させています

真面目で元気の良い君を待っています！

精密せん断ができるFBプレス機を4台保有、また
オイルパンではプレス～塗装までの一貫生産を行っ
ています

　業界最多数の五面加工機を中心に旋盤、ターニングでも大
型に特化し、あらゆる産業設備のお手伝いをしており不況に
強い会社です。例として一般産業機械から橋梁やビルの補強
プレート、トンネルの補強部品などのインフラ設備まで幅広
く対応しております。社員は 20 代から 70 代までいろいろな
年代の方が活躍されています。機械を使うのがメインの仕事
なので体力がなくても平気です。手に職をつければ一生続け
られる仕事です。働き方は個人に合わせることも可能です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
杉田 523
渡辺 克洋
300 万円
1962 年 4月
5億円
20 名
産業機械設備等の大型
の金属機械加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

幅広い年齢層の先輩が初心者にも丁寧に教えます。有名で重要
な設備の仕事も入ってくるのでやる気と充実感が得られます。
お子さんや友達にも自慢できますよ（笑）毎日違う品物を加工
するので退屈なことはなく、やる気が評価されます。

〒418-0021
静岡県富士宮市杉田523

物作りが好きな事、基本的に機械一台に一人の仕事
なのでコミュニケーションが苦手な方でも問題があ
りません。

機械加工の技術にゴールはないので仲間と切磋琢磨
してとことん技術を極めることができる。

会社を一言で表すと？

入社したらどんな成長ができる？

会社の魅力は？

適度な距離感がある。しかし社内で意見を言い合え
て、やる気が報われる会社。

日々成長することができ、後世に残るような仕事が
できる。
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　私どもアサヒ飲料は「ブランドを磨き、ブランドで挑む」という
経営方針のもと、お客様に長年ご愛飲いただいております「三ツ
矢サイダー」「カルピス」「WILKINSON」「十六茶」などのロングセ
ラーブランドをはじめ、一つひとつのブランドを大切に育ててま
いりました。変化の激しい時代においても、100年以上愛されて
きたこれらのブランドをお客様へお届けしたい。
受け継いできた伝統や文化を大切に“100年先も誇れるものを"
これからも創り上げ、育てていきます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都墨田区吾妻橋
1-23-1
米女 太一
11,081,688,000円
2001年 4月
4,643億円
（2020年 12月 31日時点）
約240名
（物流部門含む）
静岡県富士宮市
北山4839-2
・各種飲料水の製造、販売
・自動販売機のオペレート
・その他関連業務

Q&A

先輩社員として一言！

私は、「自分はどんなことがしたいか」「どんな仕事が向いてい
るのか」「見学して自分の目でみたこと感じたこと」をもとに
自分自身で考えて入社しました。実際に入社してみて働きやす
い環境に驚きました。皆さんも、自分自身で考えて進路を決め
てください。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山4839-2

明るく元気な仲間を募集しております。
職場体験も開催しますので、ご参加下さい。

「素直さ」「責任感」「コミュニケーション力」

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

会社を一言で表すと？

毎日の生活から健康をサポートする業界であるため、
コロナ禍などの不況でも安定した職業となります。

100年のワクワクと笑顔を追求し続ける会社

　お客様の期待を超えるクオリティーを提供するため、圧倒的な
技術力と高い品質を武器に成長を続け、国内における業界トップ
クラスの企業になりました。特に高い製剤技術が求められるソフ
トカプセルの分野においても、国内生産量トップクラスです！オ
リジナル製剤の開発など、海外展開も積極的に行っています。
また、フレックスタイム制度の導入など、職場の自主性を重んじ
たメリハリのある勤務を推進しています。
普段から上司、部下に関わらずお互いのことを「○○さん」と呼
び合っているため、チームワークが良いのも自慢です。
わたしたちは、成長産業である健康食品・医薬品の受託製造業界
における国内No.1企業を目指しています！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市厚原
1468
石川 泰彦
86,889,000 円
1993 年 11 月
22,892 百万円
690 名
（2021 年 10 月時点）
静岡県富士宮市
南陵 12 番
健康食品・医薬品
一般食品・雑貨等
の企画、開発
受託製造

Q&A

新入社員に求めるものは？

社員自ら計画したイベントの実施や、年 1回の方針説明会と表
彰パーティーなど社内イベントも多く、社員同士の親睦を深め
ています。また、上記のような職場環境向上のための取り組み
を継続的に行い「健康経営優良法人 2021」の認定を取得しま
した。

〒419-0201
静岡県富士市厚原1468

「チャレンジする」「創意工夫する」
「コミュニケーション力」
「挨拶をしっかりする」「ルールを守る」

ルーチンワークのみではなく、若手社員も自ら考え提
案し、クリエイティブな活動をすることができます。

ほかの会社と大きく違う特徴は？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

様々な種類の製剤を製造することができます。
また、自社オリジナル製剤の開発にも取り組んでい
ます。

明るく働きやすく、
職場の仲間は活気に満ちています。
やりがいのある仕事で、色々な発見もあります！
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　グループ農場から届いた原卵を洗浄・乾燥し、格付け（選別）
し、鮮度と品質を保持する形で、スピーディーに取引先にお
届けしています。人の目と最新鋭の検査機器による厳重な検
査を行うことで、良い卵だけを選んでパックすることができ
ます。また、卵の品質を確認するため、1日に 50 個程度をラ
ンダムに選び、毎日検査を行っています。「きよら」が最高品
質であり続けるため、状態を細かくチェックします。卵は実
際に割って、卵の鮮度、卵黄色、卵殻の強度を検査。卵質を
検査して、異常があれば農場へフィードバックを行います。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 3765 番地 15
山根 祐治
5,000 万円
2007 年 4月 9日
43 億 7,756 万円
160 名
静岡県富士宮市
山宮 913 番地 9
・鶏卵養鶏
・鶏卵販売

Q&A

ほかの会社を大きく違う特徴は？

「自分が関わった商品が店頭に並ぶ喜び」、「お客様が手に取っ
てくださる喜び」は、体験しないとわかりません！「安全・安心・
新鮮な」なたまごを、消費者のみなさんにお届けするやりがい
のあるお仕事です。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮913番地9

「ブランド卵」の出荷に関わり、幅広いお客様へお
届けすることができます。

GPセンターは富士山の麓にあるので毎日表情の違う
富士山を楽しむことができます。

どんな社風？

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

真面目・堅実な社風です。休憩時はみんなとお喋り
して過ごしたりメリハリがあります。

素直さです。

　富士錦酒造は、清酒などの酒類の製造を行っています。綺
麗な水が湧く富士山のふもと、富士宮市の白糸の滝の近くに
あります。製造数量は県内第 3 位、創業は元禄年間 (1688～
1704) で、300年以上18代続く歴史ある蔵元です。創業以来、
富士山の柔らかな伏流水を仕込み水として使用し、三百年間
培われた伝承技法を駆使し、皆さまに愛される蔵元を目指し、
常に改新を行いながら醸造を行っています。世の中をあっと
言わせるお酒、あなたの手で作り出してみませんか？

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
上柚野 532
清　信一
4,000 万円
1688 年 ~1704 年
32 千万円
15 名
酒類（日本酒・焼酎・
リキュール・ワイン )
製造、発酵食品製造

Q&A

会社を一言で表すと？

酒類製造 ( 清酒・リキュール・焼酎 ) から、瓶詰め、出荷作業、
営業業務のほか、営業企画や広告宣伝業務なども行い、夏季は
自社水田において原料米の作付けから収穫までを社員全員で行
います。近年は海外需要も増え、アジア、北米などへの輸出も
行っています。

〒419-0301
静岡県富士宮市上柚野532

3月の蔵開きをはじめ、お客様がたくさんご来社さ
れる楽しい蔵元です。

米作りから酒造りまで行っており、季節ごとに様々
な仕事に携わることが出来ます。

どんなスキルを求める？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

SNS対応　 300年の歴史に触れて、一緒に頑張ろう！！
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　当社は牛乳・ヨーグルト・アイスクリーム・チーズ・粉ミ
ルクなどを製造する乳業メーカーですが、シールド乳酸菌や
ラクトフェリンなどの機能性原料も製造・使用しています。
その一つであるラクチュロースというミルクオリゴ糖を日本
国内で唯一製造しているのが富士工場です。ラクチュロース
はお腹の調子を整え、また高アンモニア血症という病気を改
善する医薬品としても使用されるなど人々の健康に役立つ素
材であり、その製造はやりがいのある仕事です。

〔所 在 地〕
〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都港区芝 5-33-1
大貫 陽一
21,787 百万円
1917 年 9月 1日
422,537 百万円
3,377 名
・富士工場
静岡県富士宮市
中里東町 639
牛乳、乳製品、アイス
クリーム、飲料その他
の食品等の製造、販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

ラクチュロースは分解・吸収されずに大腸まで届き、善玉菌
の代表であるビフィズス菌の増殖を助けます。腸内環境とヒ
トの健康との関係が解明されていく中で、今後も多くの人々
の健康に貢献できる可能性を秘めた機能性原料です。海外に
も輸出されています。

〒418-0046
富士工場：静岡県富士宮市中里東町639

医薬品GMPガイドラインを遵守し製造しているた
め「ルールを守ることができる」ことが最重要です。

従業員の半分が入社１０年以内と若い社員が多く、
明るく活気があり、年齢にかかわらず活躍できる工
場です。

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

入社したらどんな成長ができる？

計画製造なので急なオーダーであせりながら製造す
ることはなく、落ち着いて仕事が出来ます。

製造業務に加えて各種プロジェクトがあり、取組み
の中でチームワーク・折衝能力・統率力などが磨か
れます。

　空調機器部品（主に家庭用エアコン）、銅パイプの加工・組
立をする会社です。経営方針：50 年続いた会社の信頼を維持
し、働き甲斐のある100年続く会社になる。
「従業員に笑顔を！」をモットーに、皆さんと色々なチャレン
ジをしていきたいと考えています。
従業員一同、皆さんの「見学を待ってます」

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
杉田 1138 番地
井上 芳久
10,200 千円
1966 年 4月
42 億円
227 名
（アルバイト社員含む）
空調機器部品、冷凍冷
蔵機器部品の製造（銅
管、アルミ管の切断加
工、曲げ加工、ろう付
け、組立）

Q&A

新入社員に求めるものは？ -part1

大手空調機メーカー主体に取引させていただき、５０年以上、一貫
として銅パイプ加工業を事業展開しています。入社から３０年以上
働かれている方も多数おり、先輩と若手が一緒になり日々生産活動
をしています。若手の新入社員、第二新卒者、障害者の方も入社し
活躍しています。今後、さらなる社員の働く環境を追求し、100 年
を目指していきます！

〒418-0021
静岡県富士宮市杉田1138番地

誠実さと責任感が大切だと思います。何事もごまか
さない、最後までやり抜く事が仕事には大事です。

新しい仕事や改善にもやってみようと前向きに取り組
む意欲があるといいです。

先輩社員として一言！ -part1

新入社員に求めるものは？ -part2

先輩社員として一言！ -part2

社会人になると出来る事の幅が広がります。
自分の可能性を信じてやってみるという気持ちを大
事にして下さい。

私が気をつけている事は、整理整頓、安全作業で、
今後もお客様に喜んでいただける製品製造に努めます。
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　私たちは「みんなの生活」を豊かにするための小さな部品
を製造しています。急速に変化する時代の中で、モノづくり
の難しさ・大切さを実感しながら「こんな部品をつくりたい」
「こんな加工が出来ないか？」と日々課題に向き合い、最新鋭
の設備と斬新なアイディアを融合して挑戦を繰り返し、常に
前進を続けています。更なる活躍の場としてタイ国にも工場
があり、地元出身の先輩達も活躍してきました。これからも
世界を支える小さな部品の可能性をさらに追及して、私たち
の確かな技術力と丁寧なモノづくりを提供していきます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
上井出 3831
西村 陽介
4,500 万円
1974 年 6月 21 日
2億 9,000 万円
30 名
・オートモーティブ
・産業機器
・民生通信機器
・光学機器
・コンピュータ
・ 弱電機器
・板バネ・コネクタ
・端子
等のプレス部品の製造
及び金型設計・製作

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

全従業員の８割が富士宮周辺の出身者です。
モノづくりが好きでコツコツと物事に取り組むのが得意な人や、
自分のやる気で新しい技術や知識を身に付けることに貪欲な人。
ゴルフ・酒・釣り・園芸が好きな人。

〒418-0103
静岡県富士宮市上井出3831

最新鋭の設備を揃えているので、新しい事・やりた
い事に挑戦できる環境が整っています。

挑戦心・向上心・責任感があり粘り強い人。
話していて楽しい人。

先輩社員として一言！

新入社員に求めるものは？

会社を一言で表すと？

苦労や経験の積み重ねの先に大きな喜びと感動を得る
ことができる仕事です。一緒に成長していきましょう。

安全第一を規範としてモノづくりに真 に取り組む
会社です。

　創業以来、パイプ、切削加工を中心に技術最優先の部品メーカー
として取り組んできました。中でもエアコン等に使用される冷凍
サイクル部品の製造に注力し、省エネ化、コンパクト化など変化
の激しいエアコン業界との取引により、様々な加工ノウハウや高
レベルの技術蓄積を獲得しました。
特に、バルジ加工には当社の技術力を結集し、水道水を使用した
バルジ加工の量産に成功しており、現在では中・大空調機器、エ
コ給湯等の冷凍サイクル部品や、住宅設備機器向け配管部品等そ
の応用技術の幅も広がっております。中国、タイに子会社を設立
し海外のお客様に品質面、技術面共に日本製と同等レベルの部品
を提供し、満足頂けるよう努めています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
南陵 10 番地
佐藤 憲和
2,000 万円
1968 年 10 月
2,338 百万円
250 名
空調機器・給湯器・冷
蔵庫・自動販売機等の
冷凍サイクル部品の製
造（パイプ加工・ろう
付け加工・切削加工）

Q&A

新入社員に求めるものは？

１８歳から７０歳まで幅広い世代が活躍しています。
ＯＪＴ教育に力を入れており、ベテランの技能と経験、若手の
フレキシブルな発想の融合を大切にしています。

〒418-0019
静岡県富士宮市南陵10番地

「元気な挨拶・素直な心」
会社で学び成長していくための必須アイテム！！

「気軽に相談できる」
メンタルヘルス対策として、安心して相談できる環
境づくりを推進しています !

先輩社員として一言！

会社の魅力は？

会社と一言で表すと？

「№1を目指そう」
どのような分野でも№1を目指すことによって、自
分の成長に繋がります！

「カラフル」
外国人従業員も多数！
８か国、６０人以上の外国人が活躍してます！
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　学校や会社で使用されているウォータークーラーや、レス
トランやコンビにで活躍しいるジュースディスペンサー・ス
チーマーなど、高い全国シェアを誇るロングセラー製品で知
られ創業61周年の開発型メーカー。
企画、デザイン、開発、設計から製造、販売、メンテナンス
まで自社で行う自己完結一貫生産体制が強みで、時代のニー
ズに合わせて様々な機器開発を手掛けてきた飲料、食品分野
に冷・温・熱応用機器でおいしさを追求する自立創造型企業
です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市天間
177 番地の 2
小林 公一
9,750 万円
1960 年 5月
20 億円
170 名
・冷熱機器、加熱機器
等電気製品の
設計開発、製造販売
・電気製品等のプレス、
溶接部品製造及びプリ
ント基板製造  
  

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

大学卒・専門学校卒・高校卒の定期採用者から、随時実施の転
職採用の方が多く活躍しています。転職採用の方では、前職が
調理師や医療事務職の方がモノづくり溶接作業等の技能職に従
事して活躍しています。

〒419-0205
静岡県富士市天間177番地の2

開発から量産までの一貫生産体制
板金加工及び電子基板から製品組立まで自己完結一
貫生産が会社の特徴。

能力により色んな業務に挑戦可能
社内抜擢が闊達にあり技能職種から設計開発・営業
職の可能性がある。

どんなスキルを求める？

入社したらどんな成長ができる？

どんな社風？

挑戦する力から失敗を重ね、得られる喜び
真剣に取り組み失敗から学ぶことで、確かな仕事が
習得できる。

風通しが良い会社と痛感
200人弱の会社のため、会社の意思決定が社員への情
報伝達が速い。

　私たちパーパスは創業から『パーパス』ブランドで様々
な製品を開発。高効率ガス給湯器「エコジョーズ」、電
気とガスの業務用ハイブリッド給湯システムなど、次世
代エネルギーシステム製品を幅広く世に送り出していま
す。IT ソリューション部門は、LP ガス総合管理システム
メーカーとして高いシェアを誇り、DX 改革を支援する
総合エネルギー管理システムとして進化を続けていま
す。そのノウハウを活かし、ひらめきをお客様と地球の
笑顔に変えていきます！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市
西柏原新田 201
髙木 裕三
9,800 万円
1946 年 4月 1日
220 億円
（2020 年 4月）
873 名
（2021 年 10 月現在）
静岡県富士宮市
上井出字見返 3508番地
1. 住宅設備関連機の製造・販売
2. 電子制御機器の製造・販売
3. IT 情報ソフトウェア・クラウ
   ドサービス事業
4. 産業用ロボット・省力機械・
    環境機器の製造・販売
5. ウォーターサーバーの製造・
    販売

Q&A

会社の魅力は？

自分の持味を発揮して、幅広い視野、自らの意思、自由な発想
をもって、いま何が求められ、何が必要かを理解し、失敗を恐
れずに実行できる人が活躍しています。

〒417-8505
静岡県富士市西柏原新田201

『業界初』を生み出す創業７５年の技術と伝統、他
社に先駆けた『製品開発力』がパーパスの魅力です。

企画設計・開発～製造まで一貫生産、高い内製化率、
多角的事業をグローバルに展開しているメーカーです。

どんなスキルを求める？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

入社したらどんな成長ができる？

向上心を持ち、多少の困難はあってもチャレンジ精神
を持って突き進むストレートな人材を求めています。

仲間やお客様、企業パートナーと協調して、一人で
は達成できないことを成し得ることができます。
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　昭和４２年３月　明光製紙株式会社エンジニアリング部を分離
独立、紙パルプ業界が必要とする自動制御器並びに省力化装置の
開発、製作、販売を目的として設立。
昭和４７年度よりＮＣカッターコントローラー、ＮＣスリッター、
グリップクレーン等の製造・販売及び製紙機械全般の設計、販売
を積極的に開始し現在に至っている。この間　昭和５２年度に紙
パルプ技術協会より『第５回佐々木賞』、昭和６０年静岡県及び静
岡県紙パルプ技術協会より夫々『優秀発明賞』、平成５年静岡県科
学技術振興財団より『科学技術功労理事長賞』、平成１１年（財）
日本発明振興協会より「非接触ウェブ厚さ計」に対して『第２４
回発明大賞千葉発明功労賞』受賞。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市五貫島
746-3
田原 義博
2,400 万円
1967 年 3月 2日
17 億 4,000 万円
（2021 年 3月期）
20 億円
（2022 年 3月期予想）
40 名
光学フィルム、フレキ
シブル基板、電池極材
などに用いるスリッ
ターや厚さ計の開発

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

とにかく、何でも自由にやらせてくれる会社だと思います。
言い換えると何でも自分でやらなくてはいけないということ
なので、責任は大きいのかもしれませんが、だからこそやり
がいのある仕事だと思います！

〒416-0946
静岡県富士市五貫島746-3

お客様の要望により設計から設置まで日本全国へ、
又、近年は海外輸出が80％以上を占めています。

先輩からのアドバイスを素直に聞き入れ、実行でき
る人を求めます。

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

どんな社風？

従業員それぞれが個性に合った働き方をしていま
す。

風通しの良い社風です。自分の思ったことやアイデ
アを生かせる会社です。

　院庄林業富士宮工場は、木材のプレカット加工を行う工場
です。ハウスメーカーの設計士の方が作った設計図をもとに、
パソコンで建物の構造設計データを作るCAD職と、構造用木
材を機械で加工するマシーンオペレーター職の人が働いてい
ます。図面上で建物を形作り、それを木材加工で立体化して
いくことが面白いお仕事です。建物の設計に興味のある方、
モノづくりが好きな方を募集しています。YouTube【院庄林
業採用チャンネル】にて仕事内容の動画を配信中！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

岡山県津山市二宮
22-1
武本 哲郎
3,000 万円
1955 年 4月 15 日
200 億円
350 名
静岡県富士宮市
大中里 1961-1
木材プレカット

Q&A

会社の魅力は？

ここがスゴイ！ベスト３
１．“Boundaryless（境界のない組織）” 部署や年代の壁を越え
         て意見をかわす場面が多い風土
２．集成材の生産量世界No.2 の販売実績
３．国産檜の商品「匠 乾太郎」業界支持率No.1（日刊木材新聞調べ）

〒418-0044
静岡県富士宮市大中里1961-1

新しいモノを生み出す “チャレンジ ”の多い会社で
す。

大手ハウスメーカーとの仕事が多く、皆さんも一度は
院庄林業の木材で建てた家を見たことがあるはず！

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

新入社員に求めるものは？

林業や建築知識が身に付き、フォークリフトの資格
など仕事をする上で必要な資格は会社負担で取得で
きます。

他者と協力して仕事を行う場面が多いので、コミュ
ニケーション能力のある方を求めています。
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　株式会社ケイテックは、株式会社共和のグループ企業とし
て、在来軸組木造住宅の構造材及び構造補助部材のプレカッ
ト加工を行っている会社で、ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを駆使
し、コンピュータ制御の最新のプレカットマシンによる、高
強度、高精度な品質の木材加工を行っています。高速、高能
率により、均一化とコストダウンそして工期短縮も実現し、
高い信頼性を誇っています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 2695-1
伊藤　稔
2,000 万円
1996 年 4月 26 日
3億円
29 名
木造住宅の骨組みのプ
レカット加工

Q&A

新入社員に求めるものは？

プレカット加工システムは、木造住宅の設計から木材の加工ま
ですべての工程でコンピューターを取り入れた新しい技術で
す。株式会社ケイテックでは、年間約１０００棟の木造住宅の
骨組みを加工しています。

〒418-0032
静岡県富士宮市浅間町12-15（（株）共和）

笑顔で元気な挨拶ができ、向上心を持って真面目に
仕事に取り組める方。

１棟ずつ違う住宅の加工を行うので、ライン作業と
は異なります。

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

多くの方が一生に一度の買い物である住宅の骨組み
を加工する会社というところです。

住宅や木材に興味のある方、ぜひ一緒に働きましょう！

　私たちは小型産業用ロボットの専業メーカーです。「あった
ら、いいな」にお応えするため、常に革新的な製品を作って
います。工場自動化が進む自動車業界を中心に、電子部品・
精密機器、食品・医薬品など様々な製造現場に高い採用実績
を持っています。今後もお客様の期待を超える製品とサービ
スをお届けし、世界一の小型産業用ロボットメーカーを目指
します。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県静岡市清水区
尾羽 577-1
石田　徹
3,000 万円
1976 年 4月 3日
271 億円
1,191 名
静岡県富士宮市内房
1700
工場自動化用の小型産
業用ロボットの開発、
製造、販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

・やりたいことを提案したら、やらせてもらえる    ・何もないと
ころから図面の中のものを、実際の「もの」として作り上げる
感動がある    ・いろいろな仕事ができ、達成感がある     ・改善の
提案制度があるから、自分のアイデアをすぐに実行できる

〒424-0103
静岡県静岡市清水区尾羽577-1

・素直であること    ・プラス思考・前向きであること
・いつも勉強を怠らないこと

製品の開発から販売まで行うため、お客様のニーズを
的確に把握し、高品質で使いやすい製品を提供するこ
とが可能です。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

現場でも先輩方が丁寧に仕事を教えてくれるほか、
技能五輪への参加もあり、技術面の成長が期待でき
ます。

仕事に対して協力しあい、個々の成長を促すアット
ホームな雰囲気です。
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　戦後創業以来、移り変わる時の流れの中で印刷技術を通し
て暮らしに美しさ・豊かさを想像してまいりました。
当社は、高級パッケージ、クリアケース、ブリスター台紙を
中心に、印刷・色業界で７０余年の実績があります。その実
績と知見をベースに、生活者への思いを馳せつつ、お客様の
想いをつなぎ具現化させることを使命として、「もっともっと
創造的に」「もっともっと心に残るパッケージを」「もっともっ
と心が動くパッケージを」「もっともっと堅実に」「もっともっ
と笑顔に」といった「もっともっと」の精神で、技術と信頼
を磨き続けてまいります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
富士見ヶ丘 545
佐野 賢治
1,000 万円
1948 年 1月
19 億 5,000 万円
（2020 年 4月現在）
80 名
総合パッケージ製造及
び販売、高級化粧品箱
等

Q&A

新入社員に求めるものは？

開発・企画・提案から印刷・加工・アッセンブリーに至るま
で自社一貫生産体制をとることでき、差別化商品制作やトー
タルコストダウンができることや、グループ企業の東京製紙
と連携し素材からパッケージに至るまでの総合提案ができる
ことが強みです。

〒418-0014
静岡県富士宮市富士見ヶ丘545

①元気良くあいさつができる事②報告・連絡・相談
ができる事③自発的に整理・整頓・清掃ができる事

一貫した生産体制とグループ企業との連携でパッ
ケージの総合提案ができるところ

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

最新の設備を操作しながら、普段目にする身近な製
品を、自分たちの手で作り上げることができます。

協力し合う風土が根付いており知識に不安がある方
も問題ありません。幅広い年齢の方が強みを活かし
て活躍中

　私たちは紙加工事業を主力とし来年創立 60周年を迎えます。食
品関係や半導体関係などで使用される、高い品質管理の求められ
る紙を数多く取り扱っており、品質にはお客様から高い評価をい
ただいています。５年前からは環境に配慮した紙加工の経験を活
かし、化粧品製造事業を開始しました。まだ事業開始より間もな
いですが、ラインを増設し年々事業を拡大しています。また、地
元富士宮市の観光発展のためご当地コスメブランドを立ち上げ、
企画・商品開発から製造販売を行っています。日々変化する環境
の中、新しい事業に挑戦しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市外神
2191-1
渡邉 俊介
3,000 万円
1962 年 2月
545 百万円
（2021 年 4月期）
111 名
・紙の断裁加工
・スリット加工
・化粧品製造
　（充填、包装表示）

Q&A

どんな社風？

『従業員から選ばれる会社』をモットーに、社員の声を聴き仕事
や職場環境の改善につなげています。女性が多い職場というこ
ともあり、有休がとりやすく、家庭との両立の為の短時間勤務
など、性別年齢に関わらず様々な人が働きやすい環境づくりに
努めています。

〒418-0006
静岡県富士宮市外神2191-1

アットホームな会社です。社員の誕生日にはケーキを
贈るなど、コミュニケーションを大切にしています。

素直に人の話に耳を傾けられる人、前向きに挑戦しよ
うとする意欲のある人、協調性のある人を求めます。

ほかの会社と大きく違う特徴は？

新入社員に求めるものは？

会社を一言で表すと？

安全でクリーンな職場です。働く人が安心して気持
ちよく働ける環境づくりに力を入れています。

『進化』。問題があったら解決する、チャンスがあった
ら挑戦する、を日々繰り返し変化に対応しています。
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　主に板金機械事業、切削事業、研削盤事業、プレス事業、精密
溶接事業の5事業を中心とする加工機械を取り扱っている他、そ
れらを制御するコンピュータ・ソフトウエアや周辺装置、金型、メ
ンテナンスにいたるすべてのソリューションサービスを提供して
おります。
　アマダは金属加工機械のグローバルメーカーとして、お客さま
の視点で、最も必要なものは何かを考えながら、モノづくりの発
展に貢献します｡

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

神奈川県伊勢原市
石田 200 番地
磯部　任
連結 547 億 6,800 万円
1946 年 9月
連結 2,504 億円
（2020 年度実績）
連結 8,777 名
（2020 年度実績）
静岡県富士宮市
北山 7020 番地
金属加工機械・器具の
製造、販売、賃貸、修
理、保守、点検、検査
など

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

【1. トータル力】　お客さまのモノづくりをトータルに支援できる、世界で
も数少ない、金属加工機械のグローバルメーカーです。
【2. 高い技術力】　モノづくりにかかわる多様な課題を解決！  アマダグル
ープの最先端技術が、お客さまの工場に変革をもたらします。
【3. グローバルネットワーク】　グローバルで直販・直サービス体制を構
築し、お客さまの日々の課題解決に努めています。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山7020番地

グループ全体の戦略から開発・製造・販売・サービス
といった一貫したモノづくりを通じて、お客様へより
きめ細かく、スピーディーな対応を行っています。

アマダグループでは社員に対してさまざまな教育を行っていま
す。若手社員のキャリアアップのための研修や作業者への技能
試験、環境や安全に関する体験型の教育など、意識向上や知識
の習得に役立てています。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

会社を一言で表すと？

「学生が選ぶインターンシップアワード2020」で優
秀賞を受賞しました。未来を担うモノづくり人材の
育成に注力しています。

「お客さまとともに発展する」ことを経営理念に掲げ、
お客さまの生の声を大切にしている会社です。

　当社は、学校で利用されている自動販売機、勉強机や椅子、
PC、ご家庭にある家電製品等様々なものをリサイクルし、新
たな資源として生まれ変わらせる、環境に寄り添った事業を
展開しております。今注目されている SDGｓへの取り組みも
積極的に行っております。また「明るく」「楽しく」「元気よ
く」という会社のビジョンを大切にしており、社員一人一人
がイキイキと働けるような職場作りを会社全体で行っており
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 3507-19
佐野 文勝
4億 3,500 万円
1950 年 3月
83 億 8,000 万円
（2020.7 月～2021.6 月末）
223 名
産業廃棄物リサイクル

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

見学に行ったとき自分が利用していたものがどのようにリサ
イクルされるのかとても興味がわきました。入社してから様々
な部署で研修しましたがどの部署でも丁寧に仕事を教えて頂
き、仕事を早く覚えることができました。今ではやりがいを
感じて働いています！

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3507-19

企業理念や社風が社員一人一人に身についている点
です。朝礼では毎朝企業理念を皆で読み上げます。

役職に関係なく相手のことを必ず「さん」付けで呼び、
お互いに尊重しあう風土があります。

会社の魅力は？

どんな社風？

先輩社員として一言！

基本を大切にしている点です。挨拶、清掃、整備等、
基本的なことを一人一人が徹底しております。

「地元にこんな企業があるんだ」ということをもっと
知ってもらいたいです。
いつでも見学にきてください！
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　皆様の学校にもある門やフェンスなどの「エクステリア製
品」を、お見積もりから設計・製造・施工まで自社ですべて行っ
ています。ボタンを押すだけで自動で開閉する便利な製品も
造り、様々なお客様のニーズに応えてきました！
皆様がご存じの有名な場所にも多数納めており、お客様は全
国にまで及んでいます。
これからも成長し続けられるよう、一人ひとりの意見を尊重
し、仕組みづくりを行っています！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
淀師 1569-1
西川 大介
1,000 万円
1970 年 6月 5日
4億 3,000 万円
34 名
エクステリア製品の
設計・製造・施工

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

いきなりですがインテリアとエクステリアの違いはわかりま
すか？インテリアとか建物内、入った人にしか見れません。
エクステリアは誰もがそこを通れば見れるもの。自分の作っ
たものが一部に見られるのと誰もが見られるもの。あなたは
どちらを選ぶ？

〒418-0051
静岡県富士宮市淀師1569-1

お客様の喜ぶことを考える姿勢と、
個性を尊重し、得意を伸ばしていく働き方です。

自分で「ここはこうした方がいいのではないか」と
考え工夫して働けるところです。

どんなスキルを求める？

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

ほとんどの社員が未経験のため、スキルは必要あり
ません。自ら学びたい！という思いがあれば大丈夫
です。

会議などで年代関係なく意見をだしあうので、自分
の意見もつことができるようになります！

　当社は、1939 年創業の設備機械メーカーで 80 年以上の歴史が
あります。主要製品は、銅線にビニルやポリエチレン等を被覆し
電線を作る電線製造用機械であり、技術レベルも業界の先端を走っ
ています。また近年は、その技術を応用して医療用チューブ製造
装置を開発、製造、販売を行っています。当社の製品は、基本的
なモデルはありますが、そのほとんどがお客様の要望に応えたオー
ダーメイド製品です。開発～提案～受注～設計～製造～出荷～据
付～調整～アフターサービス・・・　ものづくりにおける全ての
工程を間近に見ることができます。一つ一つ製品になっていく工
程全てを見られる光景は、当社の醍醐味です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
万野原新田 3718-1
金子 建太郎
2,800 万円
1939 年 12 月 18 日
18 億 6,000 万円
80 名
電線製造用装置・医療
用チューブ製造装置の
製造販売

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

現代の製造メーカーでは、設計をして、部品製作は外注で行
う企業が多い中、当社では、部品加工も行っているため、製
造設備が充実しています。また汎用旋盤といわれる機械では、
職人技といえる工程もあり、新旧の技術が調和した最先端の
機器を製造しています。

〒418-0001
静岡県富士宮市万野原新田3718-1

当社の製品は全て受注生産です。いわゆる流れ作業
がありません。皆が協力して大きな製品を作り上げ
ます。

受注生産で同じ製品は少ないので、意思疎通力とい
うかコミュニケーション力ですね。

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

会社と一言で表すと？

通常の生活では見る事のできない、大きな産業機械
製造に携われます。

安定している会社です。
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　わが社は、精密板金を主とする総合金属加工メーカーです。
油圧装置・車両検査装置をはじめ、工作機械や産業機械のモ
ジュール生産に対応し、設計から素材加工、塗装、組立まで、
社内一貫体制で製造しています。一貫した品質管理のもとで、
「高品質・短納期・低コスト」を実現します。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
西山 2103
増田 温美
1,000 万円
1960 年
非公開
112 名
（2021 年 11 月現在）
・3次元 CAD設計
・鉄、ステンレスの精
   密板金加工
・板金、製缶溶接組立
・吹付、焼付塗装
・装置組立及び電装組
   立

Q&A

新入社員に求めるものは？

わが社は新卒社員や他業種からの中途社員、様々な年齢の方
が働いてます。やった事がない仕事未経験者が多いですが、
一から仕事を覚えて活躍しています。

〒419-0313
静岡県富士宮市西山2103

明るく元気で、やる気と向上心 アットホームな、風通しの良い会社

どんなスキルを求める？

会社を一言で表すと？

先輩社員として一言！

人の話をしっかり聞ける。失敗をしても次に活かせ
る人

ものづくりが好きな人、一緒に良い製品を作りましょ
う。

　弊社は、県の許可を得て山を掘削し、安全で快適な街づくりに
必要不可欠な『砕石、砂、グランド用土、生コンなど』を製造販
売している会社です。また、其々の製品は高評価を頂き、高速道路、
公共施設、マンション、球技場等社会生活で重要かつ必要な処で
使用して頂いており、業況は安定しております。多種の法令下で
の仕事柄、資格を必要とする業務は少なくありませんが、弊社は、
人材育成にも力を入れており、積極的に資格取得の支援もさせて
頂いております。また、職場の雰囲気も、社長以下風通しが良く、
家族的な雰囲気の中で仕事ができる会社です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
上稲子 101
後藤 裕史
1,000 万円
1958 年 3月
非公開
42 名
・建設工事用砕石
   製造販売
・生コン製造販売
・グランド材製造販売

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

当社の場合、特大の重機で山を削り、採れた石を砕いて JIS 規
格に沿った大きさの石に分別し販売しています。この石は、道
路や建物の基礎、或いは駐車場に敷いたり、コンクリートを作
る材料にも使われます。この街の道路などにも利用して頂いて
いますよ。

〒419-0311
静岡県富士宮市上稲子101

スケールの大きさ。山続きの3工場は、移動に車を
使わなければならない程の広さです。重機の大きさ
と数も。

経営者が前向きである事。資格取得支援、経営努力
を惜しまない事。従業員同士が、仲がいい事。

どんなスキルを求める？

会社の魅力は？

どんな社風？

どんなポジションでも、会社の資質、売上げに貢献
しようとする姿勢。現状を少しでも改善しようとす
る姿勢。

地元、近隣住民を大事にする。寛容、協力、協調を
重んじる。
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　小林製作所は 1947 年、霊峰富士山の麓に創業し、産業機
械の設計・製造・販売を手掛け、お客様に満足される品質の
高い製品をオーダーメイドで提供してきました。
創業当初のモノづくりに対する「匠」の精神を継承し、「Go 
Global from Fuji」を合言葉に、日本でのモノづくりにこだわり、
誇りをもって「モノづくり」に取り組んでいます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市水戸島
2-1-1
戸田 訓人
1億円
1974 年
60 億円（2020 年実績）
276 名
製紙機械・産業機械の
設計・製造・販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

小林製作所は、自社で開発した技術に基づき、お客様の要望す
る機械を設計し、製作します。70 年の技術の蓄積は、国内だ
けでなく世界各国で信頼を得ています。自分の関わった機械が、
目の前で形になり、稼働するシーンに立ち会うことができます。

〒416-0921
静岡県富士市水戸島2-1-1

どんなことにも前向きに、積極的にチャレンジして
いくことです。

”ONE　TEAM”　部署間の壁はなく、全社一丸となっ
てモノづくりに励んでいます。

会社の魅力は？

会社を一言で表すと？

どんな社風？

「働きやすい職場環境」オフィスや工場の設備改善
やダイバーシティ経営を推進し、従業員が働きやす
い環境づくりを推進中。

一言で言うと「自由」です。有給休暇取得率が高い
こともさることながら、仕事の進め方も自分の裁量
次第なところもあります。

　当社は顕微鏡周辺機器を開発から製造販売まで社内で一貫して
行うメーカーです。高度な顕微鏡は不妊治療や iPS 細胞などの研
究で使用されております。その周辺機器として体内に近い状態に
温度管理を行う装置や、温度・湿度・CO2 をコントロールする装
置が、当社の主力機器です。不妊治療で顕微授精を行う際や、最
先端の生命科学の研究において、国内市場のみならず、世界中で
役立っています。エンドユーザーは大学や研究機関、医療施設と
なりますが、顕微鏡メーカーのニコン様やオリンパス様が主要取
引先であり、各社の公式カタログにも当社商品が記載されていま
す。これからの医療の発展に伴い、将来性のある企業となります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
源道寺町 306-1
土屋 貴則
1,000 万円
1994 年 10 月 25 日
12 億円
48 名
医療や最先端の研究分
野に不可欠なガラス
ヒーターや顕微鏡用培
養装置の開発、製造、
販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

“ 付加価値の高いものづくりを通じて社会に貢献したい ” とい
う思いで、営業・開発・製造という 3 つの仕事が、同じ社屋の
中でものづくりに携わっている少数精鋭企業です。製品はノー
ベル賞を受賞するような先生方が使用しており、人々の生命に
携わる仕事です。

〒418-0074
静岡県富士宮市源道寺町306-1

素直さ、謙虚さ、向上心、探求心
「真に社会や人の役に立てる一流のプロをめざせる
人」を求めています。

営業・開発・製造という3つの仕事が、同じ社屋の
中でものづくりに携わっており、風通しの良い社風
です。

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

会社の魅力は？

50名程度の会社ですので、若いうちから様々な仕事
も任せてもらえます。残業も月1.2時間と少ないです。

生命科学や再生医療といった、社会貢献度が高くかつ
成長性のある業界に携わり、仕事ができることです。

49



　当社は1981年の創業以来、熱技術の追究と工業炉の製作に挑み、
画期的な鋳造（ちゅうぞう）用アルミ保持炉の開発により、“アル
ミ炉のトウネツ ” として世界に名を知られるようになりました。
製品は 100 ％自社オリジナル。従業員の７割が技術者。研究開発
重視の社風です。
主製品「アンダーヒーター型アルミ保持炉」のシェアは世界一！
　現在、世界 23か国で稼働しています。国内主要自車メーカー全
社をはじめ、内外ユーザー企業の熱いエールに応え、トウネツは
熱処理の “オンリーワン ”技術で世界をリードします！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
外神東町 16
望月 城也太
2,000 万円
1984 年 2月 4日
20.4 億円
95 名
（北山工場）
静岡県富士宮市
北山 7427-805
工業炉、工業用熱処理
設備の開発、設計、製
造、販売、施工、技術
コンサルティング

Q&A

会社の魅力は？

従業員 100 人にも満たない小さな会社なのに、世界のトップ企
業のみが採用する産業用機械装置を、ゼロから開発・設計し作っ
てしまうところ。こんな熱い開発エネルギーをもった中小企業
なんてめったにないと思います！

〒418-0007
静岡県富士宮市外神東町16

ライン製造にない奥深さ。毎日の工夫が楽しい、自由
なものづくり環境。仕事へのハマり度の高いところ。

職業に王道なし！　皆、ゼロからスタートです。あ
せらずコツコツと地道に取り組めばＯＫ！

どんな社風？

新入社員に求めるものは？

入社したらどんな成長ができる？

イキイキした明るい社風で社員はみんな顔見知り。
ゆる～い体育系のノリかな？　

一途に勤め上げれば、誇張ではなく、この分野世界
一のエンジニアや設計者にもなれます！

　当社では設立以来、主に国内重電気メーカーの配電盤・制
御盤を製作。53期目に入っています。
大手重電気メーカー各社と協力関係を築き、お付合いから得
た品質管理ノウハウをもとに、独自の生産管理体制を持って
活動しています。
配電盤・制御盤の製造は「横の繋がり」が最も大切な仕事。
コミュニケーションと技術の向上に、最も力を入れています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士市今泉
339-1
上柳 浩志
2,000 万円
1969 年 7月 1日
13 億 5,000 万円
（2021 年 6月現在）
97 名
（パート・契約社員含）
配電盤・制御盤の設計・
製造、太陽光パネル設置

Q&A

新入社員に求めるものは？

配電盤や制御盤関連製品をメインに、設計製造から現場での設
置までをワンストップ対応。
下記の全工程を一貫して自社で行う為、短納期に対応すること
も可能です。

〒417-0001
静岡県富士市今泉339-1

ものづくりが好きで、学び続ける意欲と向上心のあ
る方。

電気の基礎知識や技術の習得、CADの使い方等を学
び、電気工事士資格取得を目指します。

どんな社風？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

事業活動を通じて、地域社会に貢献しています。役
員との距離が近く、意見の言いやすい職場です。

電気関連の技術向上には上限がありません。やれば
やるだけ面白味が増えていく仕事です。
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■お客様からの「こんなフィルムがほしかった！」に応える会社■
　創業88年、当社は日常生活に身近な素材［プラスチックフィルム］
の専門商社でありながら、国内と海外に生産拠点を持つ加工メー
カーでもある少しユニークなビジネススタイルをもつ会社です。
商社としての提案力とメーカーとしての技術力を活かして［素材選
定、加工設計、機能設計、デリバリー］等、お客様からのご要望に
一貫対応しています。
新しいものを生み出す為の粘り強さとチャレンジ精神をお持ちの
方、お待ちしています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都港区芝浦
3丁目 1番 1号
田町ステーションタワーN33 階

宮下 正博
3億 1,000 万円
1979 年 1月 12 日
685 億円
（2020年度3月期実績）
467 名
静岡県富士宮市
北山 5961-1
各種高機能プラスチッ
クフィルムを工業材
料、電子材料分野に加
工及び販売

Q&A

どんなスキルを求める？

私たちの扱う製品：プラスチックフィルムは皆さんのお持ちの
スマートフォン、家電製品、車の内装、街のショーウィンドウ等、
様々なところに使用されています。多彩な用途を持つフィルム
に更なる付加価値をつける弊社の技術が今日も日常生活を支え
ています。

〒418-0112
静岡県富士宮市北山5961-1

わからないことをそのままにせず先輩に質問したり
自分で調べる探求心や積極性をお持ちの方を求めて
います！

やる気次第で若い社員も大きな仕事にチャレンジでき
る会社です。もちろん先輩社員もサポートしますよ！

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

新入社員に求めるものは？

専門商社としての提案力と加工メーカーとしての技
術力、１社で２つを兼ね備えていることが大きな特
徴です。

新入社員ならではの自由な発想と行動力！あなたの
気づいたことや、アイデアも遠慮せず聞かせてくだ
さいね。

　当社は化粧品・健康食品・医薬部外品の製造加工を通じて「製
造 ×Logistics 企業」として、品質と価格の総合サービスに於
いて、日本で№１（ナンバーワン）企業を目指します。環境
の変化に柔軟に対応し、且つ、論理的・科学的手法により顧
客の課題を適切に解決できる専門性の高いソリューション・
カンパニーを実現し、鈴与グループの企業理念である共生（と
もいき）の精神に則り、物流と製造で地域社社会に貢献して
参ります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市南陵
3番 1
鈴木 伸一
3,000 万円
1951 年 2月 19 日
非公開
280 名
・製造加工業
・倉庫業
・自動車運送取扱業

Q&A

会社の魅力は？

パッション（情熱）・ミッション（使命）・アクション（行動）
の３つのキーワードの元、製造・保管・配送までの作業を一貫
して行うことができるワンストップソリューションでお客様の
ビジネスをサポートしています。

〒418-0019
静岡県富士宮市南陵3番 1

アットホームな雰囲気で風通しの良い職場です。 製造・倉庫・輸送の３本柱で構成されているため、様々
な職種があります。

新入社員に求めるものは？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

明るく挨拶が出来て、コミュニケーションをとれる
人が良いです。

社名からは想像できない職場です。ぜひ一度会社見
学に来てみてください。
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　現代の社会は、個性があるのに個性が削られる…そんな社会で
す。私たちの会社は一人ひとりの個性を尊重します。個性が削ら
れた四角いピースには、将来的に「代わりのピース」がいるとい
うことです。「幸せ」を感じるよりも「不安」が付きまとう人生に
なると思います。
ですが、当社は「あなたというピース」の個性を大事にします。
「ピース」が「ピース」の個性を生かし合い、かばい合うことが、
本当の組織づくりと考えるからです。ミズ・バラエティーは、今
後も既存の様々な当社のリソースを使って、新たな事業を立ち上
げ、さらなる発展を目指します。既存の事業も当社「独自の強み」
により、上場企業を中心にどんどん伸びています。 

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市今泉
383-5
栗田 佳幸
9,500 万円
1972 年 7月
16 億 8,000 万円
（2021 年 4月期）
274 名
化粧品・医薬部外品等
の受託製造 /健康食品
の受託製造 / 医療機器
の組み立て、加工業務
 /物流サービス業務全般

Q&A

新入社員に求めるものは？

“100,000 時間 ”これ、なんの時間かわかりますか？定年まで勤
めあげる人が会社で過ごすおおよその総時間数です。
時間は財産そのものです。これほどの時間を無為に過ごして
はもったいない。当社は働く事を通じて、学び、成長してい
ける会社です。 

〒417-0001
静岡県富士市今泉383-5

自分だけでなく周りも幸せにしたいと考えることが
できる人・素直で明るい人・向上心・学習意欲の旺
盛な人 

色々なことにチャレンジできる！成長できる！
大企業や海外向けの仕事ができる！
中小規模だけど堅調な会社！ 

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

どんな社風？

経営理念の一人一人とは顧客であり、仕入先であり、
従業員であり、家族であり、自分です。
「皆が幸せになること」が経営理念です。

『職場の仲間を心から大切にする』
様々な事業部と共に高め合い支え合える仲間がたく
さんいます。 

お客様に高品質な製品を提供するため技術を高める努力をし続けています。
医薬品・食品・半導体・化学薬品等、各社の工場で使用されているタンク
を製作しております。又新製品、技術開発にも全力をつくしております。
お客様との打合せからはじまり、設計、材料入荷、切断、曲げ、溶接、研磨、
電解研磨、洗浄、出荷まで全てを行っています。
材料から仕上げ出荷迄と国内でも数少ない企業です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 3507-24
髙木 和明
1,000 万円
1982 年
非公開
20 名
（男性 13 名・女性 7名）
医薬品・食品・半導体・
化学薬品といった幅広
い分野のタンクを製作
しているものづくりの
会社

Q&A

新入社員に求めるものは？

近年機械化が進んでいますが、当社は多種多様なタンクを製作して
いる為、タンクの溶接は人の手で行っております。ベテランによる
溶接はまさに職人技です。クレーンで吊っている食品向けの大きな
タンクはお酢を入れるタンクで、高さ 11ｍあります。このタンクは
各自の技術を結集して作りました！！こんなタンクを一緒につくり
ませんか？

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3507-24

①目的・目標 ②協調性 ③思いやりのある人
④健康な人

各資格の取得が必要です。先輩方から一から教わり
初めての方も覚えていきます。女性溶接士も在籍し
て頑張っております。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

製作者は多数資格が必要となります。
資格補助もしておりますので向上心がある方は多く
の資格取得ができます。

住宅手当・家族手当・通勤手当・資格手当（資格取
得補助）・作業着支給・食事補助・職能手当・ボーナ
ス年2回・有給付与

（食品向） （工場内女性溶接士）

（半導体向）
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　薄鋼板のマーケットでは業界トップシェアをもっており、
三菱商事系列の鉄鋼専門商社です。また、本業で培ったノウ
ハウを活かし、国内外の同業他社さまへ、コンサルティング
サービスとして展開しております。その他にも新事業創出に
向けてグループ横断プロジェクトの推進や部門問わず一人ひ
とりが自らの意志を持って、楽しく挑戦しながら全員参画で
日々取り組んでおります。みんなの夢をみんなで自己実現す
る企業を目指していますので、是非一緒に働いてみませんか！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

神奈川県大和市桜森
1丁目 4-14
本郷 正信
2億円
1964 年 9月
197 億円
100 名
静岡県富士市大渕
2459
薄鋼板の加工販売

Q&A

どんな社風？

社員の自由な発想とアイディアが日常の改善活動やビジネス
シーンに活かされ、様々な挑戦をみんなで応援し合えるような
自由度の高い職場環境です。

〒417-0801
静岡県富士市大渕2459

何でもみんなで話し合おうという社訓を基本にコ
ミュニケーションを大切にするアットホームな社風
です。

ゆるぎない理念をベースに常に変化と挑戦を好み、
全員参画経営を実践しています。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

新入社員に求めるものは？

個々に自由なキャリアビジョンを描き、組織的な人
財育成システムを通じて自己成長出来ます。

元気・笑顔・素直の実践で組織に活力を与えてくれ
る存在として色々な事にチャレンジして欲しいです。

　富士市を中心に、創業 120 年を超える老舗の総合建設会社
です。地域に根差し、くらしの中心になるようなランドマー
クを多く建設してきました。また、交通量の多い道路の建設
や災害復旧工事や防災工事など、人々の安全なくらしの環境
づくりに携わっています。
海外人材や ICT 技術の導入を行うなど、新しい取り組みも積
極的に行っています。社員同士の仲が良く、資格取得支援や
奨励を行い、一緒に成長していく風土があります。　

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市水戸島
元町 4番 10 号
石井　誠
1億円
1899 年
60 億 1,300 万円
（2020 年 9月期）
92 名
総合建設業
・建築工事一式
・土木工事一式
・舗装工事

Q&A

会社の魅力は？

石井組は常に進化する会社です。そして、社員一人一人がど
うすればより良い建物を作れるかを考えながら働いています。
ぜひ、一緒に未来に繋がる仕事をしましょう！

〒416-8659
静岡県富士市水戸島元町4番 10号

富士富士宮地域でもトップを走り続けている地域の
リーディングカンパニーです。

親身になって指導してくれる先輩方のおかげで日々
成長しながら仕事をしています。

どんなスキルを求める？

入社したらどんな成長ができる？

新入社員に求めるものは？

書類作成などの業務も多く、基本的なPC操作が出来
ていると困らないです。資格取得の意欲も大切です。

向上心や好奇心・物事への興味関心を持つことが大
切です。また、改革する行動力を持った方を歓迎し
ます。
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　遠藤建設株式会社は、創立以来約 60 年にわたって岳南地
域の建設会社として遠藤建設だからこそできる魅力ある仕事
を追求しています。私たちの仕事は工事を発注者から請け負
い、工事全体を完成させること。部分的な工事は専門工事業
者に発注し、完成まで企画、指導、調整等の管理を行います。
防災施設をつくったり、新しい建物を建てたり、道路の整備
を行ったりして、皆さんの生活を支えています！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市蓼原
54 番地の 7
遠藤 夏美
4,800 万円
1958 年 8月 18 日
14 億 7,000 万円
（2020 年 9月現在）
31 名
総合建設業

Q&A

新入社員に求めるものは？

建設業の仕事はたくさんの人が関わる仕事です。作業員として
工事現場で働く皆さんはもちろん、完成した後に利用する全て
の方が私たちの仕事に関わっています。遠藤建設では、いろい
ろな立場の人のことを考えて工事を完成させていける社員が活
躍しています！

〒416-0931
静岡県富士市蓼原54番地の7

新入社員に求めるのは「聞く力」です。様々な声に応
えられるよう、少しずつスキルを身につけましょう！

先輩と一緒に経験を積み、技能的な資格や施工管理
技士の資格に挑戦する等スキルアップが目指せます。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

20代~50代という幅広い年齢の社員がコミュニケー
ションを深め、自由で活発な意見が言える会社です。

専門知識が無くても、理系出身者でなくても大丈夫
です！遠藤建設で一緒にまちづくりしませんか？

　富士山本宮浅間大社のあるまち富士宮で昭和２８年創業の
総合建設会社です。「街をつくる実感」に満ちた仕事。地域の
皆様に感謝される仕事。私たちの仕事はまさにその喜びと責
任に裏打ちされています。皆さんには公共工事や大規模な民
間事業のイメージが強いかもしれません。でも、小規模な測量、
造園、住宅修繕など、弊社は意外に身近なニーズにもお応え
しております。設計から施工・完成まで親切丁寧な施工を心
掛けております。

〔所 在 地〕 ・本社
   静岡県富士宮市
   弓沢町 635 番地
・富士事業所
   静岡県富士市
   蓼原 600 番地
    （日本製紙株式会社富士工場内）

清　哲也
4,500 万円
1953 年 7月 20 日
13 億円
27 名
・総合建設工事
（土木一式、建築一式、
管、鋼構造物、舗装、
解体）
・一級建築士事務所

Q&A

新入社員に求めるものは？

私たちは、お客様の要望にフットワーク軽く、俊敏に対応する
ことを常に心がけております。当たり前のことかもしれません
が、調査、検討、見積もりなどの事前準備、作業、管理、工事
完了までに要する時間が長くかかる仕事だからこそ、スピード
が肝心だと考えており、社員全員が意識して仕事をしています。

〒418-0073
静岡県富士宮市弓沢町635番地

報告連絡相談のコミュニケーションを大事にしてください。誰
でも最初はわからないことだらけです。当然失敗もあり得ます。
何でも話せる環境を作っていきましょう。

現場に配属される社員全員が、沢山の協力業者をまとめる現場
監督です。リーダーシップを発揮し、どんな場面でも動じない
強い人間に成長できます。

会社を一言で表すと？

入社したらどんな成長ができる？

どんなスキルを求める？

建設を通じ、伝統と信頼で地域に愛される企業です。 ヘルメットは被りますが、汗水流して力仕事はしま
せん。工程管理、原価管理、品質管理、安全管理の
４つの管理と書類作成がメインの仕事です。

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕
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　私たちは公共工事、民間工事の土木・建築の施工管理を行
う総合建設業者です。旭化成ホームズ㈱の指定工事代理店で
もあり、企業様向けと個人様向けの両面において施工管理業
務を行っています。良き技術は継承しつつ、環境変化にも柔
軟に対応していく会社です。ドローンを導入し、ICT 化推進
による高度測量への対応と業務効率化による労働環境の改善
にも取り組んでいます。私たちは地域密着企業として「富士
市で品質No.1」を目指しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市伝法
1659-15
遠藤 祐佐
3,000 万円
1952 年 3月 3日
10 億 1,224 万円
19 名
総合建設業

Q&A

新入社員に求めるものは？

私たちは富士市を中心とした交通インフラ整備の立役者です

〒417-0061
静岡県富士市伝法1659-15

コミュニケーションが重要な仕事であり、なんと
言っても『元気』です！

地図に刻まれる「ものづくり」です

会社を一言で表すと？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

『築 (く )』です！ 社長の若さです！

　1968 年に設立以来、電気工事の施工からスタートし、公共
施設・店舗・工場など、あらゆる建築物における電気の設計・
施工・メンテナンスを行っている企業です。現在は、電気工
事を核としながら、自動制御・空調分野等にも一層の開発を
行い、LED 照明・太陽光発電システムなどお客様のご要望に
合わせた各種省エネ・エコ提案もさせて頂いております。私
たちは、総合的な力をバランスよく強化すべく、日々チャレ
ンジし続けています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
小泉 2153-22
高山　光
2,850 万円
1966 年 10 月 1日
18 億円（2020 年度）
33 名
・電気設備工事
・空調、換気設備工事
・自動制御盤設計製作
・太陽光発電、LED照明、 
  その他省エネ提案

Q&A

入社したらどんな成長ができる？

半世紀以上にわたる歴史があり、大手ゼネコン・サブコンに
負けない高い技術力のある会社です。また、社内勉強会や資
格取得にも、積極的に取り組んでおります。

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉2153-22

大変な現場もありますが、やり終えた際、お客様に
笑顔と感謝の言葉を頂戴した時には、達成感を味わ
えます。

年齢層が広く、相談しやすい環境があり、団結力が
ある会社です。

先輩社員として一言！

どんな社風？

多くの出会いと、完成時の感動を味わって下さい。
弊社精鋭技術者集団の一員として、共に明るい未来を創っていきましょう。
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　当社は、静岡県富士市で大正 6 年に創業し１０４年の歴史
を築いた地域密着型の総合建設会社です。当社のモットーは
少数精鋭で「全員営業」「全員施工管理」の意識で地域に貢献
する。その企業文化が当社を支える「中村組カラー」です。
人間力を生かしたコミュニケーションこそ当社の事業を発展
させてきた最大の要因。地域や協力会社との関係を大切に、
築き上げた地元密着企業としての歴史。働きやすさ、仕事の
喜びを感じられる環境が社員のやる気を引き出し更なる企業
の発展に繋がります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市田中新田
275 番地の 12
井澤 省史
4,500 万円
1917 年 5月 15 日
40 億円
49 名
総合建設業

Q&A

新入社員に求めるものは？

私が入社した決め手は、先輩社員が話しやすかった事、そして
一人一人の仕事にかける並々ならぬ情熱を感じられたからで
す。今は、施工管理に必要な知識と技術を学ぶため先輩と共に
現場に出て様々な業務に携わっています。大変だけどやりがい
はあります。

〒417-0843
静岡県富士市田中新田275番地の12

「何事にも前向きに取り組める人」 従業員持ち株会をいち早く取り入れ、将来は社長に
なる事も！

どんなスキルを求める？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

「報告・連絡・相談」がしっかりとできる人　誰に
でも大きな声で挨拶ができる人

「従業員に還元」頑張れば報われる社風であり、決算
賞与も13年連続支給。その他にも多数の制度あり。

　日誠電工は、1970年の創業以来、電気設計・施工管理・実施工・
保守メンテナンスと一気通貫で技術を提供し、効率的な生産設備、
快適な生活空間を実現してまいりました。近年では、IoT や AI な
どの技術革新も進み、今後の建設業界に大きな発展をもたらすと
考えます。我々もその発展の一助となるよう、将来に亘り継続的
な成長を可能とするために、技術開発及び人材育成に努めてまい
ります。今後とも当社は、身近な暮らしのあかりから、都市のラ
イフラインを担う大規模電力の供給まで、日誠電工の技術はトー
タルで社会に貢献してまいります。皆さまには、なお一層のご理
解とご支援を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
小泉 2252-11
日原　誠
3,000 万円
1991 年 9月 2日
90,000 万円
23 名
・電気工事業
・リサイクル事業
・ロジスティクス事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

長い間仕事を続けていると、様々な場所で私が監督として施工
した現場を見ます。先日、息子とドライブしている際に「あそ
この建物はお父さんが作ったんだよ。」と自慢出来た時、この
仕事のやりがいを感じました。私達と記憶と記録に残る仕事を
しませんか。

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉2252-11

働く意欲以外、何も求めません！！ 電気工事を手法として様々な困難を乗り越え、器の
大きな人間に成長出来ます！

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

主に大型商業施設、高層ビル・マンション等、大型の
電気工事に対応しており、安定した受注があります。

電気という命を吹き込む仕事が我々の使命です。
やりがいがあります！
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　1955年富士市に創業し昨年で65周年。”紙の町富士市 “の
黎明期から地元製紙会社の成長の裏方として建設・営繕に携
わり続け、地域の発展に貢献してまいりました。実直に長年
仕事を続けて培った信頼や技術が認められ、市庁舎や消防庁
舎をはじめ、学校や道路の築造など、地域の方々が一度は利
用したことのある多くの建設工事を担うまでに成長しました。
藤島組を育ててくれた地域への恩返しを続けるべく、信頼と
技術を継承してくれる次世代を求めています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市永田町
一丁目 66 番地
遠藤 公芸
2,000 万円
1955 年 11 月 1日
16 億 4,400 万円
（2020 年 12 月）
28 名
土木一式工事、建築一
式工事を中心とした総
合建設業

Q&A

どんな社風？

実は SDGs 的工事が得意です。建築部門では操業を止めずに行
う「営造・修繕」が主力で、既存建物を活かすエコな技術に
定評あり。土木部門では道路や鉄道等公共性の高いインフラ
整備の工事が主力。人々がより良く住み続けられる街づくり
に貢献しています。

〒417-0055
静岡県富士市永田町一丁目66番地

各人の得意分野を活かし、困ったときには社員がお
互いにサポートし合えるような雰囲気です。

一見困難な工事も現場の技術と経験があるからこそ、
どんどんチャレンジしていける力を持った会社です。

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

入社したらどんな成長ができる？

現場監督として気を配り苦労して工事が完成した時
には何物にも代えられない達成感を味わえます！

工事現場の監理技術者を目指して経験を積んでいき
ます。一緒に後世に残る仕事を作っていきましょう！

　「地図に残る仕事」このキャッチコピーを生み出したのは、業界
大手の大成建設です。現代は誰でも簡単に、宇宙から見える高詳
細な衛星画像を、いつでもどこでもスマホで見られる時代です。
建設業という世界は、技術を生かして優秀な製品を造り出し、お
客様や社会に貢献しています。そして造り出した製品は一年や二
年の短いスパンではなく、世紀という巾の概念でランドマークと
して残ります。
技術やノウハウを学び、長い時間と経験を通して優秀な技術者と
成り、お客様の為の建造物を造り出す。
貴方も自分で作った成果物をランドマークとして地図上に残しま
せんか？

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
田中町 1150
三尾 祐一
4,312 万 5,000 円
1964 年 11 月 6日
30 億 9,000 万円
26 名
・総合建設工事請負
建築一式工事、土木一式
工事、舗装工事、上下水
道工事、他
・一級建築士事務所
・不動産取引業務
・富士宮市下水道工事
指定店

Q&A

会社の魅力は？ part1

半世紀に渡り本業一筋で堅実経営に努め、財務体質強化を図っ
て来た結果が、自己資本額20億円、有利子負債ゼロ。
安定した経営で、仕事を戴くお客様にも、働く社員にとっても
安心な会社です。

〒418-0075
静岡県富士宮市田中町1150

何と言っても自分で巨大な建造物を作っていくという醍醐味ですね。
そして造り出した建造物は50年 100年、世紀という巾の概念でラン
ドマークとして残ります。自分が作った建造物を、家族や友人に誇れ
る事はもちろんですが、自分の仕事を形として残せる意味は、やって
みないと解らないかもしれません。

当社では現場監督に、現場での一切の裁量権を与えていますので、例
えば原価管理で言えば、受注した請負金額に応じて予算を作成した上
で、現場監督の裁量で、発注権など自由にやらせています。個人では
絶対に扱えないような額の金額を、一つの現場をまとめて行く過程で
扱います。もちろん自分の目の前を現金が流れていくようなことは無
いのですが、自分が動かしているプロジェクトとして、言い方は悪い
かもしれませんが、億円単位の金を動かすのです。巨大プロジェクト
を自分で動かすという醍醐味も、魅力の一つです。

また現場を任されると言うことは、自分の時間の使い方も自由に決め
られると言うことです。例えば建設現場の工程の中では、忙しい時も
有れば、そうでも無い時も有りますから、自由な時間も作れます。も
ちろん現場を離れて遊びに行ってしまうようなことは出来ませんが、
心と体に余裕を持てる時間も有ると言う訳です。

会社の魅力は？ part2

会社の魅力は？ part3

一つの現場が終われば、また新たな現場に赴任します。工場での大量
生産と違い、同じ物は2つと無い、お客様に合わせたオーダーメイド
な製品を、違う場所に作るわけですから、毎回、新鮮な気持ちで仕事
にのぞめます。まとまった工事と成れば短くても半年、長ければ1年
以上の工期の中で、何も無かった所にゼロから新しい構造物を作って
いくので、完成した時の達成感は、他では味わえない物だと思います。
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　弊社は本社を富士宮市に置き、土地・建物に関する企画から設計、
施工、管理、アフターサービスまでを一貫して引き受け、お客様
の様々なニーズにお答えする総合建設会社です。仕事を通じて「明
るく楽しく未来に希望のある社会を創造しよう」を企業理念に掲
げ、地域社会への貢献並びに社員福祉の向上を図るべく、建設・
土木工事を主体とした幅広い分野の建設工事を手掛けています。
建築部では公共施設や民間商業ビル、工場他営繕工事、マンショ
ンや一般住宅などを施工しています。土木部では道路、河川、上
下水道、舗装工事などの公共工事や宅地開発や造成・造園工事な
どを施工しています。また、一級建築士事務所、宅地建物取引業
も行っています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
大中里 1399-14
河西 幸一
4,000 万円
2003 年 4月 4日
22 億円
37 名
総合建設業（建築・土
木・舗装他の施工及び
設計・監理・住宅）
上記に附帯し、または
関連する業務、不動産
業 他

Q&A

新入社員に求めるものは？

私の仕事は、建築現場の監督です。現場監督経験は無かったの
ですが、先輩と共に現場を通じてお客様の考えや想いが形に
なっていくのを目で見て触れる事に大きなやりがいを感じてい
ます。私の目標は、一人前の監督になることです。

〒418-0044
静岡県富士宮市大中里1399-14

社会人として責任のある、「自立した行動姿勢」の
ある方を求めます。

お互いに配慮しあい、周りと協力して仕事が出来る
方を求めます。

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

どんな社風？

社長も社員もみんなが話しやすく、相談事も出来て
とても明るい会社です。

わからないことは何でも聞けるアットホームな雰囲
気で、皆が丁寧に教えてくれます。

　昭和５２年の創業以来、鉄骨加工一筋に歩んでまいりました。
時代のニーズに応え、良い製品作りを実現するため技術の向上に
励んでまいりました。お客様の信頼、地元・協力会社の皆様のご
厚意を頂き、現在は、大型物件の受注も可能となり、首都圏を中
心に施工させていただいています。
今までの実績を生かし、高品質の製品作りを目指し技術の向上・
徹底した品質管理を行い、より信頼される企業となるよう会社一
丸となって努力してまいります。AEONCINEMA 富士宮や youtube
などで当社の CM をご覧いただきたいです。きっと当社のスケー
ルの大きさを感じて頂けるはずです。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
山宮 3756-127
望月 大祐
1,000 万円
1977 年
114 億円
184 名
建物の骨格を担う鉄骨
の製作を、図面から製
作・現場施工まで一貫
して行っている。
国土交通省認定Ｈグ
レード工場を持つ企業
です。

Q&A

新入社員に求めるものは？

仕事をしてきてうれしかった事ややりがいを感じられた事は何
ですか？大きな経験などはありませんが地図に残る仕事ですの
で、自分が携わっている物件が完成した際にやりがいやうれし
さを感じられると思います。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3756-127

どこの企業でも必ず求められる「コミュニケーショ
ン力」です。最初は教わる事が多いのでとても大事
です。

鉄骨の柱や梁は同じように見えて一つ一つが違う物なので
大量生産はできない。設計も製造も時間がかかる。但し、
建物が出来るまでの工程が大変ではあるが達成感はある。

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

入社したらどんな成長ができる？

従業員の平均年齢が若い活気のある職場です。鉄骨建築
の施工図を作成し原寸、加工、組立まで当社で行います。
また、施工図は全てCADシステムで作成しています。

長く仕事をして行けたら、設計はCAD、製造は溶接・
組立のプロフェッショナルになれる。
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　1903 年日本の近代貿易発祥の地横浜で、輸出入貨物回漕業
を営む大村組回漕店として創業しました。1953 年富士支店を
分離独立し、( 株 ) 大村組として新たに船出、1973 年社名を
㈱大村総業に変更し、従来の輸送・梱包に通関業等を取り入れ、
総合物流業として確固たる地位を築いてまいりました。今後
もお客様優先で専門性の高い企業でありたいと同時に、ここ
で働く皆が大村総業で働いて良かったと思える企業にして行
きたいと思います。

〔所 在 地〕
〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕

〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市蓼原 49-4
等々力 けい子
5,000 万円
1953 年 7月 1日
40 億 7,000 万円
（2021 年 6月現在）
274 名
（2021 年 6月現在）
富士営業所
静岡県富士市五貫島
866-3
・輸出梱包
・通関業
・トラック、トレーラー 
   運搬荷役業務

Q&A

新入社員に求めるものは？

私たちは梱包のプロフェッショナルです。梱包はお客様の大切
な荷物を守るために最適な素材や方法を選ぶ必要があります。
弊社にはそのプロである「梱包管理士」が多数在籍しております。
あなたも梱包のプロフェッショナルを目指してみませんか。

〒416-0931
静岡県富士市蓼原49-4

素直さです。まずは先輩社員の言うことを聞き、その
通りに実践していくことで仕事を覚えていきましょう。

梱包や輸送、通関など、あなたのやる気次第で、様々
な分野で成長していくことができます。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

どんな社風？

研修制度が充実しています。新入社員の方には、座
学研修や現場研修を受講していただきます。

チーム一丸となって仕事を進める社風です。みんな
で協力し合いながら、1つの目標に取り組みます。

　私たちは、創業から 50 年以上続く富士ミルクグループで、
医療機器・医薬品をメインに扱う総合物流会社です。トラッ
ク乗務員、構内作業員をはじめ、業務請負・人材派遣業も行っ
ており職種は多岐にわたります。日勤、夜勤など生活スタイ
ルに合わせて選ぶことも可能です。今年度は土日祝日休み＆
GW・夏季・年末年始給の大型連休で年間休日 124 日、プラ
イベートが充実することによって仕事に対するモチベーショ
ンも上がる！そんなふうに考える当社では、働きやすい環境
づくりに力を入れています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
舞々木町 663
伊藤 忠永
1,200 万円
1986 年 7月 10 日
非公開
142 名
・一般貨物自動車運送
   事業
・貨物利用運送事業
・労働者派遣事業
・有料職業紹介事業

Q&A

ほかの会社と大きく違う特徴は？

オンとオフのメリハリをしっかりつけられるので、長く安心し
て仕事と向き合えます！また希望すれば「トラック乗務員」「リ
フト乗務員」へのジョブチェンジも可能で多彩なキャリアプラ
ンが描けます！

〒418-0015
静岡県富士宮市舞々木町663

物流業界では珍しい完全土日休みの長期大型連休あ
り！！

やる気と誠実さ！どんな仕事も最初から完璧には出
来ません。先輩社員が親身になって教えてくれます。

会社を一言で表すと？

新入社員に求めるものは？

会社の魅力は？

医薬品・医療機器　精密機器輸送のパイオニア！ BBQやフットサルetc・・・社内交流が盛んです。
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　日常生活に欠かせない『エリエール』を手がける「大王製紙グループ」の一
員である当社。大王製紙グループとして培った全国に広がるネットワークとノ
ウハウを活かし、「安全」「確実」「スピーディー」な物流サービスを提供してい
ます。
また、お客様のニーズに応えるべく、事業拡大を見据えた経営の一環として、IT
を活用した保管、輸送、荷役の効率化の実施。安心・安全な物流品質を提供し
ながら業務の効率化を行い、コストダウンを目指しています。当たり前の作業
を確実に。いつもと同じ作業でも絶対に手を抜かない信念が最高の物流品質に
結びついています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕

愛媛県四国中央市
三島朝日一丁目
11 番 45 号
渡部 哲也
3,000 万円
2013 年 4月 1日
※2013 年 4月 1日に
　大王製紙グループ 6社の物流会社
　が合併

497 億円
583 名
静岡県富士宮市
羽鮒 2306 番地
・一般貨物自動車運送
   事業
・貨物利用運送事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

ダイオーロジスティクスでは、働きやすい環境の改善に取り組
んでおり、最近では「働きやすい職場認証制度」の一つ星認証
に登録されました！ワークライフバランスにも配慮しており、
オンオフのメリハリの効いた環境です。やりがいを持って働け
ます。

〒419-0316
静岡県富士宮市羽鮒2306番地

新たな事業の拡大と展開に取り組んでいる当社、何
でも前向きにチャレンジしてもらえる人材を求めて
います。

新入社員研修はもちろん、OJT教育や外部研修を行い
一人ひとりの適性や長所を踏まえた教育を行い成長
できる環境を整えています。

どんな社風？

入社したらどんな成長ができる？

会社の魅力は？

目標達成もチームで目指すので、社内の一体感があ
ります。現状に満足せず「もっと良くなるためには」
を常に考えています。

安定した経営基盤が強みです！ “当たりまえ ”と思い
がちなモノの物流・生活必需品の供給を支えています！

〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

　私たち富士急静岡バスは、主に富士・富士宮市内でバスを運行
している会社です。運行しているバスは、地域住民の足として重
要な役割を担う路線バスや、富士・富士宮から東京方面に向かう
高速バス、移動時間の楽しさを提供する貸切観光バス、学校など
で輸送契約を行っている送迎バスです。地域に密着したバス会社
ということで、富士・富士宮地域の人々に愛されてきました。グルー
プ会社には石川タクシーや富士宮ホテル、富士急ハイランドなど、
運輸だけでなくレジャーや物販もあり、人々の暮らしを総合的に
支えるだけでなく幅広い旅の提案をしています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市厚原
771-1
小佐野 慶
8,000 万円
1993 年 4月 30 日
非公開
90 名
静岡県富士宮市
ひばりが丘 307-12
一般乗合旅客自動車運
送事業 、一般貸切旅客
自動車運送事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

資格取得制度や教育制度が充実しています！
事務所のお仕事（乗車券の発券、電話対応など）やバス整備
の知識を身につけながら、大型二種免許取得を目指せます！
免許取得費用も会社がサポートするので、未経験からでも安
心してスタートできます★

〒419-0201
静岡県富士市厚原771-1

好奇心です。たくさんのことを覚えなければならな
いので、好奇心を持って取り組んでいただきたいで
す！

バス会社というのも特徴ですが、路線バス・高速バス・
観光バスと、様々なバス事業を展開していることです。

どんなスキルを求める？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

入社前に求めるスキルはありません！
入社してから接客や運転スキルを身につけていきま
しょう！

福利厚生が充実していることです！
インフルエンザ予防接種補助やグループ施設の優待
割引などもあります。
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　学校で提供される「牛乳」美味しいですよね？
当社は皆さんが普段飲んでいる牛乳を主に運送する会社です。
富士宮市をはじめ、静岡県東部地域の酪農家より牛乳を集め、
加工工場へ配送する業務を主に、家畜飼料（牛の餌）の輸送
から倉庫保管業と幅広く展開しています。
グループ会社の共立運輸 ( 株 ) は医薬品輸送をはじめとした
一般貨物輸送・請負事業、派遣事業を行っており、富士ミル
クグループとしてお互いに協力しあい活動しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
上井出 2246
伊藤 忠永
46,682 千円
1970 年 3月 11 日
非公開
68 名
・一般貨物自動車運送
   事業
・貨物利用運送事業
・倉庫事業

Q&A

どんな社風？

富士宮の朝霧地域を開拓した先人達の時代から酪農を支え、創
立 50 年を迎えました。「常に真心と信頼を込めて、良質の輸送
サービスを提供し、顧客の満足を得る」を品質方針とし、社員
一丸となり安心安全でお客様に喜ばれる輸送サービスを心がけ
ています。

〒418-0103
静岡県富士宮市上井出2246

社長をはじめ、運転手・事務員も穏やかな人が多く、
とても温かいアットホームな会社です。

牛乳は毎日搾乳されるため、会社は365日交代制で
対応しており、それだけの責任を担っています。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

運送車輌は特殊車両が多い為、車両運転技術・設備
の取扱い、資格取得など様々な経験を積むことが出
来ます。

普段から飲んでいる「牛乳の流通」に関わる仕事です。
店頭に並ぶ静岡産牛乳を見るとやりがいを感じます。

　お客様のお手元まで無事に、そして安全にお届けするまで
が私たちの使命と考えます。商品ひとつひとつを大切に、依
頼主様の代わりとなって商品をお届けいたします。

〔所 在 地〕
〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市青島 232
吉野 榮司
1,100 万円
1948 年 3月 1日
20 億円
122 名
運送業及び倉庫業

Q&A

新入社員に求めるものは？

女性ドライバーが活躍しています。また、幅広い世代の方が活
躍できる環境が整っています。

〒417-0046
静岡県富士市青島232

明るく元気で、この仕事を好きになってくれる人。 物流から保管、３PLまで幅広い業務を行っています。

会社を一言で表すと？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

創業７０年を超える物流のスペシャリストです。 幅広い業種との取引があり、これからも発展してい
く企業です。
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　創業以来ねじ一筋に歩み続け、静岡県内でも屈指の取扱量
を誇る企業へと成長を続けてまいりました。中でも「パクト」
は多くの受賞歴をもつ当社の登録商標・特許取得品です。６
０年を超える豊富な経験の蓄積を基盤に海外にネットワーク
を広げ、お客様にグローバルな視点に立った最適な商品の提
供を目指し、日々チャレンジしています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市本市場
420-13
池田 勝弘
1,200 万円
1960 年 3月
20 億 4,000 万円
99 名
ねじ、工具等
小売卸売業

Q&A

新入社員に求めるものは？

国内７拠点に加え 2019 年ベトナムに関連会社を設立、2021
年台湾に開設した事務所をプラットフォームとして、国内外
の幅広いネットワークによりお客様が求める安心最適な商品
を提供しています。

〒416-0906
静岡県富士市本市場420-13

見て、聞いて、調べて、行動する意欲を持った方を
歓迎します。

小さなネジ１本が持つ重要性を理解し、提供する会
社としての責任感が必要です。

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

どんな社風？

お客様と一緒にものづくりを考える楽しさがありま
す。もしかしたら海外に赴任できるチャンスも。

拙速に結果を求めず、遠回りでも時間をかけて確実
に進めることを大切にしています。

　株式会社共和は、富士宮市を中心に活動している住宅資材
の総合商社で、創業から半世紀以上木のぬくもりや優しさを
大切にしてきました。そして、木材と住宅資材のトータルア
ドバイザーとして、県内外約 800 社のお客様の住まいづくり
をサポートしながら信頼に応えている安定成長企業です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
浅間町 12-15
伊藤　稔
1,000 万円
1962 年 4月 24 日
37 億円
35 名
住宅に関する資材・製
品の販売や、木造住宅
の骨組みのプレカット
加工及び販売

Q&A

新入社員に求めるものは？

創業以来「人と人との繋がりを樹を育てるように大切にする。」
姿勢を基本に、フレンドリーな雰囲気の中、若手から中堅、ベ
テランまで、全社員が一体となって仕事に取り組んでいるため、
働きやすさは抜群です！

〒418-0032
静岡県富士宮市浅間町12-15

笑顔で元気な挨拶ができ、向上心を持って真面目に
仕事に取り組める方。

各世代に個性的な社員がいる会社で活気があります。

入社したらどんな成長ができる？

どんな社風？

先輩社員として一言！

木材や住宅資材に関する知識がつくので、将来家を
建てたい方は特に役に立ちます。

住宅や木材に興味のある方、ぜひ一緒に働きましょう！
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　私たちは、日頃から全社員が「常にお客様視点に立ち、気
持ちを察する」ことを意識し、どうしたらお客様に満足して
いただけるのかなど、問題意識を持って日々の仕事に取り組
んでいます。地域に根付いた活動を重点に、「地域に貢献でき
る会社」を築き上げることで、お客様から支持、信頼され、
喜んでいただき、その喜びを一緒に分かち合う。それが社員
１人１人の「働きがい」、「やりがい」となる会社を目指して
います。お客様に愛される「カローラ静岡ファン」を増やし
ていくためにも、皆さんの「新しい風」が大きな力となります！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県静岡市葵区
日出町 2番地の 7
堀　章弘
1億円
1961 年 6月 10 日
168 億 6,911 万円
342 名
静岡県富士宮市小泉
919-5
・新車販売
・各種中古車販売
・自動車整備
・各種関連商品販売

Q&A

どんなスキルを求める？

スタッフ間のコミュニケーションの良さは抜群です！社員同士
のつながりを大事にする理由は、スタッフ間でのコミュニケー
ションの良さが店舗の雰囲気となり、お客様にも伝わると考え
ているからです。

〒420-0837
静岡県静岡市葵区日出町2番地の7

仕事もプライベートも楽しみながら、先輩達と一緒
に一生懸命頑張って頂ける事ができる方です！

生活に欠かせない車を扱っていますので、お客様の
生活を陰ながらサポートできる仕事でもあります！

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

入社したらどんな成長ができる？

毎日が同じ事の繰り返しでは無いので、日々新しい
事へ挑戦する事が出来ます！

入社後も研修制度が充実していますので、社会人と
しても成長できる環境があります！

　お客様に「富士ホンダで買ってよかった」と言ってもらえるよ
うな会社を目指しています。お客様にお車を買っていただくこと
から、日々の点検やメンテナンス、保険を通じて、お客様に信頼
していただき、『車のある生活』をお手伝いするのが私たちの仕事
です。車とは日常を便利にしてくれるもの、特別な日の思い出等、
お客様によってそれぞれです。そんな声を聞いてお客様一人ひと
りにサービスをお届けしています。SNS や様々なサービスの発展
により、車の使い方やメンテナンスも多用する中でも昔からご愛
顧いただいているお客様や新たにお客様になっていただく若年層
の方たちにも満足頂けるように日々新たなことに挑戦しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市依田橋
770-1
増田 憲一郎
1,000 万円
1968 年 10 月 1日
33 億円
58 名
静岡県富士宮市
小泉 810-4
・ホンダ新車販売
・中古車販売
・保険各種取り扱い
・車検
・点検その他自動車整備

Q&A

どんな社風？

私はサービススタッフをしていて、車の整備とお客様へのアド
バイスをする仕事をしています。お客様の安心と安全を守る大
切で責任ある仕事だと思っています。最初は分からないことも
多いと思いますので、私たち先輩スタッフを頼って質問してく
ださい。

〒417-0002
静岡県富士市依田橋770-1

挑戦できる会社です。働いている方も20代 30代の
方が多く、分からない事を聞きやすい会社です。

働きながら、整備の国家資格が取れる会社です。講
習や費用は会社で全額補助します。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

新入社員に求めるものは？

SDGｓの取り組み。無料の親子ワークショップやエス
パルスと一緒に親子サッカー教室を開催しています。

社員やお客様にしっかりとあいさつができ、素直に
色々な事を吸収してくれる方と一緒に働きたいです。
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　全国有数の『紙のまち』である富士地区には大手メーカー（東
証一部上場）の主要工場や印刷会社などがおおくあります。
そんなこの町で独自のビジネスモデルを構築し業績を伸ばす
フジマクロ。
当社は大手企業などから依頼を受け大規模な “ 紙の資源化を
手掛けています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
宮原 395-2
髙野 晋一
1,200 万円
1970 年 4月
99,100 万円
30 名
・製紙原料仕入販売
・製紙原料回収
・再生資源加工販売
・機密書類処分処理
・産業廃棄物収集運搬

Q&A

入社したらどんな成長ができる？

地域の一般の方向けの対応から輸出の処理まで幅広い分野に携わることが
できます。特に重要な業務は一人ではなく二人以上で確認することも大切
にしておりますので、責任が誰かに偏ることはありません。先輩方も、教
える側として教わる人がどのような説明の仕方を求めているのかを考えつ
つ、じっくり教えてくれるので無理なく知識をつけていくことができると
思います。

〒418-0005
静岡県富士宮市宮原395-2

従事する業務によって少しずつ違いはあるかもしれませんが、共通している部
分でいえば広い視野を持つことができるようなると思います。それぞれ担当の
業務があったとしても、全て一つのスタートから始まり同じゴールへと向かう
道のりの一つです。自分の担当だけでなく、次の人のことを考えたり全体を見
通してくれる先輩が多く、基本的なスキルからプラスアルファの部分まで丁寧
に教えてくれるのでそのような考え方の勉強にもなると思います。

構内から事務所までとてもきれいです。建物の色も白を基調としており、清潔
感があります。また、身の回りの整理整頓も日々の業務の中で意識する場があ
るので共有のものも使いやすいよう常にベストな管理方法を実際に使う人を交
え更新しています。

どんな社風？

ほかの会社と大きく違う特徴は？ 先輩社員として一言！

従業員を大切な資産として見てくれている職場です。
女性ならではの悩み、男性が多い現場での相談事など、役員の方も親身に相談
に乗ってくれます。また、弊社では3か月に一度、それぞれの業務の上長と面
談をする機会があります。自分から声がかけにくい方でもそのような機会を利
用していただけますし、安全に効率よく業務ができるよう職場の環境に関して
も実際に従事している従業員の声を大切に改善をしてくれます。

人を大切にすることを学べる職場でもあると思います。必ず各々個性というも
のがあり、その延長で向き不向きがあります。人が増えるごとにそれによる人
付き合いは難しくなっていくことが多いかと思いますが、そのような場面も上
手にバランスがとれるよう、従業員みんなでサポートしていきます。

　ホンダカーズ静岡の原動力は人。お客様、社員に感謝して、地
域に信頼される企業を目指しています。
私たちが何より大切に思っていること、
それは｢夢｣と｢感謝｣と｢志｣です。Honda Cars 静岡の目指す方向は、
｢一人ひとりが『夢』の実現に向けて、お客様に安全・安心・快適
なカーライフを提供し、地域社会で信頼され、選ばれる企業を目
指します｣ということ。仕事を愛し、コミュニケーションを大切に
し｢ありがとう｣と言える感謝の心が信頼への第一歩です。
どんな「夢」でも構いません。夢を叶えるためにぜひ一緒に働き
ましょう！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県静岡市葵区
東静岡 1丁目 1-14
浅井 正美
3億 4,500 万円
2007 年 5月
222 億円
417 名
（富士宮ひばりが丘店）
静岡県富士宮市
ひばりが丘 833
・新車、中古車販売
・車両のメンテナンス
・任意保険代理店業務

Q&A

新入社員に求めるものは？

Honda は「人材多様性」を大事にし、国籍や年齢、性別、経
歴や障がいの有無に関係なく、異なる個性・持ち味を尊重し
合い発揮できる場を常に設けています。特に最近は若いスタッ
フや女性の活躍がとても光っていて、社長もその活躍を応援
してくれます。

〒420-0817
静岡県静岡市葵区東静岡1丁目1-14

｢学力｣よりも｢努力｣、そして｢誠実に仕事に取り組む
姿勢｣と｢笑顔｣の爽やかな人材を求めます。

特別なスキルは必要ありません。車が好き、人が好
きなど、やる気があれば誰でも活躍できる機会があ
ります！

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

先輩社員として一言！

仕事と休みのメリハリがあるところ！当社は毎週火、
水曜日を店休日とし、休みの日はゆっくり休めます。

爽やかな「笑顔」があれば大丈夫！私たちと一緒に「夢」
を叶えるためにホンダカーズ静岡で働きましょう！
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　富士・富士宮市において、超地域密着企業として、「買った
後が安心」を掲げ、365 日営業しています！いつでも気軽に、
お立ち寄りいただける、そんな親しみやすい空間の中で、販
売はもちろん、車検や保険などのアフターフォローを充実さ
せています。社内ではN-ONEオーナーズカップ参戦や、部会
活動が活発。マッチング採用を目的に随時インターンシップ
（就業体験）を希望日に応じて実施中！
私達は「お客様から愛され続ける企業」をこれからも目指し
ていきます！共に学び、共に成長していきましょう！

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市天間
1440 2F
前嶋 丈浩
3,000 万円
1976 年 4月
46 億 4,474 万円
79 名
・天間南店
   静岡県富士市天間
   1440
・Honda 四輪新車販売
・中古車販売
・自動車整備
・損害保険代理店

Q&A

新入社員に求めるものは？

活躍しているのはズバリ！「いい個」を持っている社員です。
「いい個」とは、自立・平等・信頼を兼ね備えている人財です。
ホンダクリオ富士には「いい個」を磨ける=成長できる環境が
整っています！共に学び、共に成長し、自分の個を磨いていき
ましょう！

〒419-0205
静岡県富士市天間1440

失敗を恐れず挑戦するチャレンジ精神です。失敗で
はなく「経験」と捉えてたくさんチャレンジして下
さいね。

こだわっているのは採用です。オリジナルの選考方
法で、学生さん自身に見極めてもらうための選考会
を実施！

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

年齢・学歴関係なく誰にでも平等にチャンスがあり
ます。私も入社3年目にして念願の採用担当に抜擢！

働くとは自分自身の成長の為。自分らしく輝ける場
所が、ここにはきっとあります！次はあなたが輝く
番です。

　私たちは、イオングループのスーパーマーケット事業を担っ
ています。「何よりもお客さまの利益を優先しよう」という企
業理念のもと、地域に根ざす 1 店舗 1 店舗がそれぞれの地域
の文化・伝統を知り尽くし、お客さまのことを第一に考え運
営していくことで、地域に無くてならない店舗を創造してい
きます。
イオングループの一員として今後も更なる店舗展開を進める
とともに、私たちは多様化するお客さまのニーズへの対応と、
さらなる利便性向上を目指していきます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県浜松市東区
篠ケ瀬町 1295 番地 1
神尾 啓治
22 億 6,785 万円
1948 年 6月
3,440 億 8,900 万円
2,410 名
マックスバリュ
・富士宮万野原店
・富士宮宮原店
・富士宮朝日町店
・富士宮若宮店
食料品を中心とした
スーパーマーケットの
運営

Q&A

どんなスキルを求める？

地域密着経営に力を入れているため、店舗ごとの独創性が出
せるところです。イベントの企画や新商品の販売などやりた
いことを積極的に提案し、実現出来るところが当社の魅力で
す。

〒435-0042
静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1295番地1

誰とでも積極的に話ができる方を求めます。 変化に対応し、柔軟に物事を捉えられる力です。

どんな社風？

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

新しいことにチャレンジしできる社風です。
良いと思ったことは積極的に発信していけます。

イオングループの強みを活かせるところ。
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　1980年に創業した当社は創業42周年を迎えます。
創業当初はバッティングセンターの運営から始まり、不動産
業・飲食業へと発展してきました。現在は飲食業がメインと
なっております。現在は 3 つの事業を行っておりますが、社
名の通り様々な企画を立上げ運営してきました。共通して言
えるのは企画した事業のどれもが直接お客様に接するサービ
ス業ということです。「食べる・住む・楽しむ」のコンセプト
を追求し、お客様とともにその信頼に応え、社会に必要とさ
れる企業で在り続けたいと思っております。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市津田町
94-1
髙田 清太郎
1,000 万円
1980 年 4月 22 日
8.9 億万円
191 名
サービス業

Q&A

新入社員に求めるものは？

当社はお客様に直に接するサービス業です。そのため、周りを
常に意識し、お客様が何を求めているかなど気配りができる方
が活躍しています。また、店内で接客しますので、同僚の方と
協力し一緒に一つの目標に向かって行動することができる方が
評価されます。

〒417-0035
静岡県富士市津田町94-1

元気に挨拶ができて、明るくやる気のある方が当社
で成長できると思います。

社長との距離がとても近いです。そのため直接社長
に意見を伝えることができる環境です。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

一人一人が様々な仕事に携わりますので、自ら行動
し、率先して仕事ができるようになります。

積極的に仕事に関わってください。1つ 1つは小さな
事でも積み重なれば大きな経験となります！

　私たちが目指す介護の在り方は、高齢者様が介護を必要とする
状態になっても、その人らしい生活を自分の意思で送ることを可
能とすること、すなわち『高齢者様の尊厳を支えるケアの確立』
の実現です。そして、その「尊厳」を支えるためのケアと向き合っ
ていくためには、ケアを行う職員の「尊厳」も大切にされなけれ
ばならないと考えます。職員が、安心して働くことのできる仕事
でなければならないし、生涯の職業として働きがいに満ちたもの
でなければならばいと考えています。私たちは、介護の専門企業
として、『高齢者の尊厳を支えるケア』を実現していくための絆を
ご提供することを使命とし、イー・ケアならではの社会貢献に取
り組んでおります。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県沼津市高島本町
16-16 高島本町ビル 2F
稲生　康
2,350 万円
2005 年 12 月 8日
12 億円（グループ計）
224 名
フローレンス富士の郷
静岡県富士宮市
万野原新田 4068-9
・介護保険事業
・老人福祉施設の運営

Q&A

新入社員に求めるものは？

10代から 70代と、幅広い世代の職員がいるので、和気あいあ
いとした自由な雰囲気です。管理者はもちろん頼もしい先輩職
員がしっかりとサポートしますので、男女問わず、若手のうち
から色々なことに挑戦し、活躍できる環境があります。

〒410-0055
静岡県沼津市高島本町16-16 高島本町ビル2階

何よりも、ご利用者様と楽しくコミュニケーション
を取ることが出来ること。まずはここからのスター
トです。

一言でいうと、自由な社風。任される仕事も、業務
の広げ方も、一人ひとりの得意によって違ってきま
す。

入社したらどんな成長ができる？

どんな社風？

会社の魅力は？

管理者になりたい、国家資格取得、事務を極めたい
など、それぞれが目指すものに合わせた成長が可能
です。

あらゆる職員にとって働きやすい会社であるように、
様々な人事制度があるので、長く安心して働けます。
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　市内に特別養護老人ホーム、ケアハウス、小規模多機能型
居宅介護、企業主導型保育所を運営しています。『住み慣れた
地域で共に活きて暮らす』を理念に、地域に密着した切れ目
のないサービスの提供を目指しています。まるで自宅にいる
ような木のぬくもりを大切にした小規模で家庭的な雰囲気の
施設です。利用者様と丁寧に向き合えるユニットケアの環境
で全室個室が特徴です。また、子育てと両立しながら安心し
て働けるよう、100％専門職を配置した保育所を整備し、病
児保育・病後児保育の体制も整えています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
大岩 493-1
渡邉 京子
なし
2012 年 8月 22 日
4億 2,000 万円
88 名
・老人福祉・介護保険
   サービス
　特別養護老人ホームかりんの家
　小規模多機能ホームかりんの家
　ケアハウスかたくりの里
　多機能ホームかたくりの里

・企業主導型保育事業
　ちびっこハウスあいあい

Q&A

入社したらどんな成長ができる？

新鮮な肉、魚、野菜を材料で手作りの食事を職員にも支給して
います。子の看護や親の介護など休暇制度の利用実績も多く家
庭との両立に配慮しています。人材不足の介護業界ですが、当
法人では基準を超えた人材を確保し、残業も殆どない環境を維
持しています。

〒418-0011
静岡県富士宮市粟倉420-1

資格取得支援制度があり介護福祉士、介護支援専門
員等の資格取得を目指すことができます。

聴く力、考える力、伝える力

会社を一言で表すと？

新入社員に求めるものは？

会社の魅力は？

相手を尊重し、切磋琢磨し合い、チーム力を高めて
いく組織です。

法人全体が穏やかな雰囲気で働きやすい職場です。
有給消化率９０％以上。残業は殆どありません。
給食もすごく美味しいです。

私たち天竜厚生会は設立から７1年と歴史も深く、障がい者・
高齢者支援、子育て支援、地域医療サービスを中心に、人の
人生に大きく関わる事業を幅広く展開しています。２５０も
の事業の中で、様々な職種の職員が知識と技術を共有・連携し、
一人ひとりを支援する天竜厚生会だからこそできることがあ
ります。知識と技術を結集させ、チームで目の前のご利用者・
ご家族・地域・職員…多くの人のふだんのくらしを支える、
それが私たち天竜厚生会です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県浜松市天竜区
渡ヶ島 217-3
山本 たつ子
なし
1950 年 5月 1日
135 億 8,089 万円
2,400 名
静岡県富士宮市
上井出 1285-1
250 以上の福祉と医療
のサービスを提供

Q&A

会社の魅力は？

スキルは入社してから学ぶことができるため、将来的に身につ
くものです。大切なことは、仕事に対して熱い気持ちを持つこ
とです。人と関わることが好き！誰かの支えになりたい！天竜
厚生会では、そんな気持ちを持って働いている人が多く、活躍
しています。

〒431-3492
静岡県浜松市天竜区渡ヶ島217-3

設立から７０年と歴史も深く、組織基盤が安定して
いるため職員が働きやすい環境が整っています。

職員の主体性を尊重してくれる上司と組織風土があ
ります。働きがいを感じることが多いです！

どんなスキルを求める？

どんな社風？

先輩社員として一言！

資格も介護のスキルも一斉必要ありません！
元気と笑顔を持って入社してください！

幅広い事業と多様な職員との関わりから自分の可能
性を伸ばすことができる法人です。ご連絡待ってい
ます！
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　弊社は平成 15 年 4 月より市内山宮に介護事業所「介護セ
ンターひより」を開設し、地域に根差した介護サービスを提
供しております。自宅のようにくつろげる場所を目指し、富
士山を眺めながら入浴したり、畑仕事やカラオケを楽しみ、
利用者様が気の向くまま自由に過ごしていただける施設です。
「職員はファミリー」＋「家庭円満が良い仕事をしてもらう絶対
条件」と言う社長のポリシーのもとで職員とその家族が幸せ
に暮らせるよう、家庭を最優先しながら働く意欲のある人に
永く仕事を続けてほしいと考える会社です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市山宮
2052-1
渡邊 一敏
300 万円
2001 年 10 月 2日
1億 4,100 万円
（2020 年年度実績）
30 名
介護保険制度下におけ
る居宅介護支援事業及
び通所介護事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

働きやすく子育てに優しい「ふじのくに子育て応援リーディン
グカンパニー」として静岡県知事より表彰されました。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮2052-1

元気と笑顔、こだわりの気持ちを大切に アットホームで家庭的

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんな社風？

土曜日、日曜日休み
子育て中の方も多く将来的に安心して働ける職場です

「その人がその人らしく過ごしていただくために」を
理念に職員が一丸となって明るく元気に頑張ってい
ます

　富士旭出学園は、施設入所支援をはじめ、生活介護、短期
入所、就労支援など知的に障がいのある方へのサービスを提
供しています。利用者様の人格と意思を尊重し寄り添うこと
で、共に成長を実感できる魅力のある職場です。また、子育
て中のパパやママやシニア世代まで、職員が長く安心して働
ける環境を整えております。さらに、次世代育成に向けて職
員の子供たちが親の働く姿を見て体験できる「子ども参観日」、
障がいのある方や地域の方々が一堂に会する「富士旭出ふれ
あい祭り」など地域に信頼させる社会福祉法人としての使命
を担っています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市山宮
3666-232
山川 忠洋
なし
1971 年 10 月 25 日
非公開
121 名
知的に障がいのある方
への日常生活や社会生
活のサポートと本人の
主体性を大切にした生
活環境作りを行います。

Q&A

入社したらどんな成長ができる？

①富士山のふもとで自然にあふれ大らかです～敷地内に芝生広
場・遊歩道があり、利用者様がゆっくり過ごせる場所を整備し
ています。②職場が明るく活気があります～チームワークが良
く働きやすい職場です。③福利厚生がしっかりしています。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3666-232

無資格で入職しても、実務経験を積む中で国家資格
（介護福祉士・社会福祉士 )が取得出来ます。

働きやすい職場作りを心がけ、有休消化の推進、次世
代育成の為の子ども参観日の実施など取組んでいます。

会社の魅力は？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

どんなスキルを求める？

福利厚生がしっかりしていることです。
（福利厚生センターへの加入、退職金制度、リフレッ
シュ休暇制度等）

障害のある方々の思いに寄り添い、先輩職員のアド
バイスを素直に受入れられる方を求めます。
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　社会福祉法人富士厚生会は、地域に密着した高齢者福祉を
はじめ、身体障害者・知的障害者福祉事業などを展開し、福
祉サービスをご利用下さる高齢者及び障害者の皆様に「より
あたらしく、よりひろく、よりあたたかに」をモットーに、安心・
安全な生活を提供し、地域福祉の発展に力を注いでいます。
静岡県内（富士宮市・富士市）に、特別養護老人ホーム４施設、
障害者支援施設３施設、養護老人ホーム１施設、福祉センター
１事業所、地域包括支援センター３事業所等があります。　
　　　　　

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市上井出
2029-1
仲亀 秀樹
なし
1975 年 8月 8日
36 億円
546 名
介護福祉事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

富士厚生会で働く職員のイキイキとした姿を見れば、福祉・介
護の仕事の魅力はきっと伝わるはずです。先輩たちは仕事に誇
りを持って、充実した日々を過ごしています。

〒418-0103
静岡県富士宮市上井出2029-1

明るい笑顔と、優しい心。人にやさしくすることを
提供する職場です。

各種国家資格の習得のためのカリキュラムを取り揃
えております。

会社を一言で表すと？

入社したらどんな成長ができる？

地域に密着し、福祉サービスを必要とするすべての
人に、安心、安全なサービスを提供する職場です。

　富士市内の介護福祉施設加島の郷とディアナの郷で、様々
な介護保険サービス事業を展開しています。ご利用者に対す
る介護・生活支援に携わり、ひとりひとりの思いや生活能力
に寄り添い、ケアプランを反映し、実践していくことでご利
用者の快適な生活をサポートしていきます。また、日々楽し
く過ごしていただけるように行事やレクリエーションなど
様々なイベントも企画します。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士市
水戸島本町 7-8
大石 すみ代
194,117,146 円
2002 年 1 月 28 日
832,764,970 円
158 名
特養（従来型・ユニッ
ト型）、ショートステ
イ、デイサービス等を
持つ公的な介護施設

Q&A

会社の魅力は？

人の役に立ちたいという想いを持った 10 代から 60 代まで幅
広い世代の職員が働いています。皆新入職員が仕事に慣れるま
で親身に教える面倒見の良い人ばかりです。また、年齢に関係
なく仲が良く、部署を超えた仲間でプライベートを楽しむグ
ループもあります。

〒416-0924
静岡県富士市水戸島本町7番8号

職員同士の気遣いと支え合い。 仕事を通じて実践的な介護技術が取得出来ます。認
知症介護等専門的な勉強も研修を通じ学ぶことが出
来ます。

どんなスキルを求める？

入社したらどんな成長ができる？

新入社員に求めるものは？

介護職員初任者研修や介護福祉士等、介護資格の
保持。

利用者様の気持ち読み取る為とチームで仕事をする
ので、コミニケーション力が大切です。
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　法人理念を実現するために私たちのミッション・ビジョン
をご理解していただき、自ら仕事を楽しんで、仕事と自分の
働き方を大事にしともに成長していける方を募集しておりま
す。法人として、ご利用者様へよりよいサービス提供を行う
ために職員の「働きやすさ」「働きがい」「成長」を大事にし
ております。それは、自分たち都合での事業やサービスでは
なく、すべての方と対等にお互いが尊敬しあう環境でありた
い姿だと考えています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市増川
510-1
大塚 芳正
なし
1996 年 4月 1日
8億円
160 名
静岡県富士市原田
2030-32
特別養護老人ホーム・
デイサービスセンター
等の高齢介護サービス
事業の運営

Q&A

会社を一言で表すと？

私たちは、働きやすい会社を実現し安心して働けるように仕組
みを整えています。またそれらを見える化するように各種認証
をとっております。静岡県で唯一の「プラチナくるみん」「プ
ラチナえるぼし」「ユースエール」「もにす」の労働局の認証企
業です。

〒417-0815
静岡県富士市増川510-1

働きやすい会社です！ 毎月の1on1面談で、仕事の悩み、働き方など相談で
きる場があるので個々に合わせた成長ができます。

どんなスキルを求める？

入社したらどんな成長ができる？

会社の魅力は？

コミュニケーションを大事です。自分で感じたこと
や考えたことを説明・話ができることが大事です。

安定した業界・事業の中で、静岡県でも上位の働き
やすい環境だと考えています！！

　〈ろうきん〉は労働組合や生活協同組合のはたらく仲間が、
お互いを助け合うために、資金を出し合ってつくった協同組
織の金融機関です。はたらく人とその家族が安心して快適な
日々を送れる社会づくりをめざしています。　　
　世の中に数多くある金融機関の中で、純粋にはたらく人の
福祉金融機関と呼べるのは、〈ろうきん〉しかありません。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔出 資 金〕
〔創　業〕
〔預金残高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県静岡市葵区
黒金町 5-1
古川 正明
38 億円
1953 年 3月 1日
1兆 1,759 億円
694 名
静岡県富士宮市
弓沢町 109-1
勤労者に対する預金や
ローン・各種金融サー
ビスの提供

Q&A

新入社員に求めるものは？

仕事において、個人で何を成したかよりも、誰にどんなバトン
を繋いだかに価値があることに気付きました。それ以降、仕事
における喜びの軸は、抱える職員・チームの成長に重きを置い
ています。共に働いた仲間が、自分の成長を信じ、奮闘してい
る様子を見聞きすることが何より嬉しく思います。

〒420-0044
静岡県静岡市葵区西門町1-20

勤労者の生活を金融面から支えることが〈ろうきん〉
の使命です。他者や社会へ貢献する利他の心を持っ
ていてほしいです。

〈ろうきん〉は労働金庫法に基づいて、営利を目的と
せず公平かつ民主的に運営されています。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

金融知識はもちろんのこと、福祉や生活に対する考
え方など自分の心を豊かにすることが出来ると思い
ます！

皆さんが“何をしたいのか”、“何に喜びを感じるのか”
今一度自分と向き合う時間を大切にして下さい！
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　昭和 41年、まだ「水ぶきお掃除法」しかなかった静岡県富士宮
市に、初めて科学的で衛生的な「乾式清掃のお掃除法」を普及さ
せたのが当社です。主婦にとってはつらい毎日のお掃除を少しで
も楽に、という願いを込めて創業したのが、ダスキン富士宮の歴
史の始まりでした。現在、ダスキン富士宮は静岡県と山梨県のお
客様にサービスを提供しています。この地には世界に誇る日本一
の富士山があります。この富士山に負けない社員の成長を願い、
富士山を取り巻く街々をきれいにすることで、ダスキン富士宮の
経営目標が達成されるのです。日本一の富士山を四方から仰ぎ見
ながら美しき流れをつくり、素晴らしい２１世紀を創造していき
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
黒田 13-1
渡辺 一弘
3,000 万円
1966 年 7月 5日
12 億円（2020 年度）
55 名
ダスキン製品のレンタ
ル並びに販売、各事業
所・店舗の環境整備環
境衛生サービス

Q&A

新入社員に求めるものは？

楽しんで前向きに仕事に取り組み、自分で興味をもって、自分
から動く。明るく、元気にあいさつができる。こんな人がダス
キン富士宮では活躍しています。

〒418-0034
静岡県富士宮市黒田13-1

誠実さと責任感です。嘘をつかない、ごまかさない、
与えられたことを最後までやりぬくことが大切です。

「お客様の生活に寄り添う」会社です。

会社の魅力は？

会社を一言で表すと？

先輩社員として一言！

複数の事業があり、本人の希望で事業部間の異動が
可能なので様々な商品やサービスに関わることがで
きます。

お客様から笑顔で「ありがとう」と言って頂ける。
お客様の反応を直接得られるので、やる気になります。

　当社は日産自動車直営のカーディーラーです。
100％電気自動車のリーフや全く新しいカタチの電気自動車
である e-POWER、高速道路単一車線での自動運転システムプ
ロパイロットなど日産の高い技術力が詰まった車をお客様に
お届けしています。
最先端技術に触れ、運転の楽しさや快適さをお客様に感じて
いただくことが私たちのやりがいに繋がっています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県静岡市駿河区
中吉田 14-29
馬場 勝也
9,000 万円
1966 年 4月
211 億円
（2020 年度実績）
595 名
静岡県富士宮市
舞々木町 28
・日産の新車、各種中
古車の販売
・自動車整備全般（車
検、点検、一般修理等）

Q&A

新入社員に求めるものは？

当社では社員同士が交流できる社内イベントが盛りだくさん
です！新入社員が入社した4月には、新入社員歓迎ソフトボー
ル大会が開催されています。その他にも、フットサル大会や
カート大会などのイベントがたくさんあり社員同士の交流の
場となっています。

〒422-8001
静岡県静岡市駿河区中吉田14-29

ずばり、当たり前のことを当たり前にやることで
す！挨拶をする、時間を守るなど社会人としての基
本です。

目標に向かってコツコツ努力できる方、先輩から言
われたことを素直に実行できる方を求めています。

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

どんな社風？

自動運転や電気自動車などワクワクするような最新
の技術に触れることが出来ることです！

明るく、面倒見の良い先輩が多い職場です。何でも
相談できるアットホームな雰囲気です。
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　地域金融機関として富士・富士宮地区を中心に「ふじしん」の
愛称で親しまれている信用金庫です。「地域社会の繁栄に貢献する」
という基本理念を大切にして、地域の産業を中心とした経済の発
展と地域住民の生活がより豊かになることを目指して日々仕事に
取り組んでいます。皆さんが快適に暮らせるお手伝いとして資産
運用のアドバイスを提供し、生活のお金のことで困ったことを一
緒に解決していきます。富士・富士宮地区には地域経済を支える
様々な業種の多くの中小企業があります。ふじしんの主な取引先
である中小企業へ融資や会社経営の相談などの支援をすることで
地域社会の発展に貢献しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔出 資 金〕
〔創　業〕
〔経常収益〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市青島町
212 番地
浅見 祐司
8億 1,200 万円
1953 年 2月
52 億 5,638 万円
304 名
・富士宮支店
　静岡県富士宮市
　城北町 66
・富士宮東支店
　静岡県富士宮市
　東町 9-5
・預金業務・貸出業務
・為替業務
・保険窓口販売業務
・証券業務

Q&A

新入社員に求めるものは？

信用金庫の仕事は大きく分けると預金、融資、営業の 3 つの
仕事があります。営業の仕事では地域のお客様を訪問し、一
人一人に合った商品を提案します。ライフプランの相談や会
社の経営改善のサポートはお客様の役に立ててやりがいを感
じます。

〒417-8686
静岡県富士市青島町212番地

地元が好きで地域の発展のために活躍し、人と接す
ることが好きで明るく元気で笑顔が素敵な方。

信用金庫は地域社会の発展を優先した事業を行い、
地域の皆様が豊かになれるお手伝いをしています。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

時代の変化に柔軟な対応ができ、地域やお客様の課
題解決に向けて活躍できる人材育成に力を入れてい
ます。

地域のイベントに参加する機会も多く、仕事を通し
てお客様と地域とのつながりを実感できます。

　当社は道路、河川・砂防、公園、開発業務等の土木設計及
び建築設計（調査・計画・設計）を通じて、安心・安全・魅
力あるまちづくりに貢献しています。
日々、進化する最新技術を積極的に取り入れ、高い技術力と
豊富な知識を持ち、多様化するニーズにいち早く対応できる
よう前進しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
小泉 468 番地の 1
小野寺 久子
1,000 万円
1952 年 10 月
非公開
41 名
設計コンサルタント事
業、調査・測量事業、
情報システム開発事業
GIS、3Ｄ計測事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

最新技術を積極的に取り入れることにより、効率的に業務を進
めることができるようになりました。社内での働き方改革も進
んでいます。より働きやすい環境になるよう取り組んでいます。

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉468番地の1

明るく、前向きな姿勢と気づきのある方 自分が住んでいる場所のまちづくりを通して、最先
端の建設技術を習得することができます。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

最新の計測機器を使用し、３D計測・設計データ作
成など進化した IT技術を活用した設計をしています。

知識や自分にできることが増えてくると仕事をする
ことが楽しくなってきます。自慢できるお仕事です。
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　朝霧ジャンボリーゴルフクラブは富士山の麓に120万坪（東
京ドーム約 85 個分）の広大な土地を活かし造成された日本
最大級の広さを誇る雄大なコースであり、四季に応じてさま
ざまな顔を見せてくれる富士山を間近で見られるロケーショ
ンなど多くの魅力を持っています。また、朝霧ジャンボリー
オートキャンプ場やヴィーナスガーデンゴルフコースの利用
者も含めると年間約 10 万人のお客様が訪れる富士宮市でも
最大級のリゾート施設です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都江東区牡丹
3-14-15
鈴木　大
6,000 万円
1973 年 3月 8日
10 億 3,000 万円
200 名
静岡県富士宮市
猪之頭 2971
ゴルフ場を中心とした
レジャー施設ならびに
宿泊施設の運営

Q&A

会社を一言で表すと？

サービス業の楽しいところは、お客様と直に接することが多
いので、直接「ありがとう」と感謝の言葉をもらったり、自
分の接客が喜ばれたりすることが多く、その点で幸せややり
がいを日々感じる事が出来るところです。

〒418-0108
静岡県富士宮市猪之頭2971

「我々の商品はサービスであり、我々の仕事はサービ
スの質を高めることである」をモットーとしています。

お客様や従業員とコミュニケーションをとる事を楽
しめる方。

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

入社したらどんな成長ができる？

社内に様々な職種があり、在籍しながら様々な経験
が出来るので、自身に合った仕事に出会える。

笑顔や礼儀正しい立ち居振る舞い、正しい敬語、コミュ
ニケーション能力、臨機応変な対応力が身に付く。

　私たちは環境問題の専門家として、環境測定分析・労働安全衛生・
メンテナンス等のあらゆる角度から環境問題の現状を把握して、
自然豊かな日本の輝かしい未来の維持・向上に努めています。環
境測定分析は「調査・分析」を通して環境問題の向上を提案します。
作業環境測定士は、健康的に働ける職場環境を実現するために労
働安全衛生法に基づき分析・評価および解析を通じて、その改善
対策を提案します。計測機器メンテナンス業務は、設置されてい
る排水処理装置、及び環境測定機器の維持管理が主な仕事です。
環境測定機器の能力を最大限発揮させるよう整備を行い、機器精
度の維持・稼働効率の向上に努めています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士市本市場
422-1
池田 勝弘
1,000 万円
1971 年 12 月 1日
3億 8,000 万円
41 名
（2021 年 10 月 1日）
環境計量事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

環境に関する国家資格は多数あります。入社前は資格名も知ら
なかった社員が経験と勉強を重ねて国家資格を取得し、キャリ
アアップしています。国家資格取得支援制度が整っているので
経済的負担が少なく安心です。

〒416-0906
静岡県富士市本市場422-1

挨拶がしっかりでき、礼儀正しく、多くのことに興
味を持ち、何事にも意欲的に取組む人を求めます。

環境測定の専門家。環境に関する国家資格は多数あ
り、多くの社員が数々の国家資格を取得しています。

先輩社員として一言！

会社を一言で表すと？

女性社員が安心して働けます。産休・育休制度は勿論、
子育てしながら国家資格を取得できます。
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