
　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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