
13：00～17：00
（受付時間 12:30～）

アミューズ豊田メインアリーナアミューズ豊田メインアリーナ（磐田市上新屋304）

いわた・ふくろいいわた・ふくろい
職職フフ就就 アアェェ

2017年4/8土
平成30年3月卒業予定者等対象

（大学院・大学・短大・高専・専修学校等及び3年以内の既卒者）

事前申込不要

遠州地域で就活するなら必見！！！

開催規模過去最大！参加企業94社！！

磐田市商工会
〒438-0833　磐田市弥藤太島515-1
TEL:0538-36-9600
URL:http://www.sci-iwata.or.jp/

主催：磐田商工会議所・袋井商工会議所・磐田市商工会・浅羽町商工会・磐田市・袋井市/（株）東海道シグマ浜松支店

磐田商工会議所
〒438-0078　磐田市中泉281-1
TEL:0538-32-2261
URL:http://www.iwata-cci.or.jp/

ページあります!

さらに

企業ブース4社以上の
説明を聞いたら

クオカード500円分プレゼント!!

・旅行券（5万円分）　
・ギフト券（1万円分（計5名））
・テーマパークチケット など
豪華商品が当たる

お楽しみ抽選会も実施!!

無料シャトルバス
発着時間

●参加予定企業 申込順・敬称略

参加予定企業は
⇒をご確認ください。

スタンプラリー開催!!ガイダンス
スケジュール

【行き】
　豊田町駅北口発
11：40、１２：１0、
１２：50、１３：20、
13：50

【帰り】
　アミューズ豊田発
15：15、１6：00、
１7：00、１7：30、
18：00（最終）

113：30～13：55
214：00～14：25
314：30～14：55

休　憩
415：10～15：35
515：40～16：05
616：10～16：35
抽選会（17：10～）

No. 参 加 企 業 名 業　種 採用学科
1 浜松魚類㈱ 卸売業 不問
2 静岡森紙業㈱　浜松事業所 製造業 不問
3 ㈱コーリツ 製造業 不問
4 小林機工㈱ 製造業 不問
5 シブヤ精機㈱ 製造業 不問
6 ㈱ビッグ富士 小売業 不問
7 ゼンウェルオーダード㈱ 製造業 不問
8 山崎電機産業㈱ 製造業 理系、不問
9 ユニー㈱ 小売業 不問
10 芝原工業㈱ 製造業 不問
11 三恵㈱ 製造業 不問
12 ㈱藤田鐵工所 製造業 不問
13 ㈱松下工業 製造業 不問
14 ㈱マルニシ鋼機 卸売業 不問
15 やまと興業㈱ 製造業 理系
16 ㈱サカエ 卸売業 不問
17 丸尾興商㈱ 卸売業 不問
18 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 福　祉 不問
19 ㈱引越社 サービス業 不問
20 東京コンピュータサービス サービス業 不問
21 ㈱サンワＮＥＴＳ 物　流 不問
22 ㈱ジョイフル サービス業 不問
23 東海精機㈱ 製造業 理系
24 高雄工業㈱　静岡工場 製造業 不問

（機械・電気系優遇）

25 大興産業㈱ サービス業 不問
26 ㈱コーシンサービス サービス業 理系
27 ㈱ジェイアール東海ツアーズ サービス業 不問
28 ヤマハモーターサポート&サービス㈱ サービス業 不問
29 磐田市消防本部 官公庁 不問
30 ㈱大場上下水道設計　磐田営業所 建設業 不問
31 湖山医療福祉グループ　医療法人社団　藤友五幸会 福　祉 不問
32 トヨタネ㈱（旧トヨハシ種苗） 卸・小売 不問
33 豊和繊維工業㈱ 製造業 不問
34 トッパン・フォームズ東海㈱ 製造業 不問
35 三立製菓㈱ 製造業 機械電気、不問
36 社会福祉法人　遠江厚生園 福　祉 不問
37 ㈱トダックス 建設業 不問
38 インターブレイン税理士法人 サービス業 文系
39 ㈱スズキ自販浜松 小売業 不問
40 浜松日産自動車㈱ 小売業 不問
41 医療法人社団恵成会　豊田えいせい病院グループ 福　祉 不問
42 フクデ化学工業㈱ 製造業 理系
43 ㈱日本設計工業 製造業 不問
44 ㈱ニッパ（デンソーグループ） 製造業 理系
45 静岡トヨタ自動車㈱ 小売業 不問
46 ㈱浜松自動車学校 サービス業 不問
47 松本油脂製薬㈱ 製造業 理系

No. 参 加 企 業 名 業　種 採用学科
48 ㈱オークラアクトシティホテル浜松 サービス業 不問
49 朝日電装㈱ 製造業 工学系
50 遠州中央農業協同組合 金　融 不問
51 医療法人社団MFC 溝口ファミリークリニック 医　療 不問
52 磐田ポッカ食品㈱ 製造業 不問
53 米久おいしい鶏㈱　静岡事業所 製造業 不問
54 中部ホリー販売㈱ 建設業 不問
55 三和電子サーキット㈱　東海工場 製造業 不問
56 ㈱五味八珍 サービス業 不問
57 社会福祉法人斉慎会 福　祉 不問
58 遠州トラック㈱ 運輸業 不問
59 中村建設㈱ 建設業 不問
60 社会福祉法人　三宝会 福　祉 不問
61 磐田化学工業㈱ 製造業 理系
62 ㈱maaru サービス業 不問
63 豊田肥料㈱ 卸・小売 不問
64 浜松光電㈱ 製造業 理系、文系
65 ㈲ハピネス　グループホームひまわり 福　祉 不問
66 ㈱ホテルコンコルド浜松 サービス業 不問
67 ㈱杏林堂薬局 小売業 不問
68 ㈲ナチュラル・ライフ 福　祉 不問
69 静岡製機㈱ 製造業 営業 - 不問、

技術 - 理系

70 ㈱呉竹荘　くれたけインいわた サービス業 不問
71 ㈱スカイ 製造業 不問
72 佐川急便㈱　袋井営業所 運輸業 不問
73 ㈱カワイ 卸売業 不問
74 ASTI㈱ 製造業 理系・文系
75 第一商事㈱ 小売業 不問
76 杉山メディアサポート㈱ 印刷業 不問
77 高砂フードプロダクツ㈱ 製造業 理系
78 ㈱フリープラス 福　祉 不問
79 アクアインテック㈱ エネルギー・環境 理系（工学系）
80 エージーエス㈱ 運輸業 不問
81 ㈱協栄製作所 製造業 不問
82 石川建設㈱ 建設業 建築系・理系
83 木内建設㈱ 建設業 不問
84 静岡県警察 官公庁 不問
85 磐田信用金庫 金　融 不問
86 フクロイ乳業㈱ 製造業 不問
87 丸明建設㈱ 建設業 不問
88 袋井市役所 官公庁 不問
89 和興フィルタテクノロジー㈱ 製造業 理系（機械・電気）
90 ㈱新川製作所 製造業 不問
91 ヤマハ発動機㈱ 製造業 不問
92 天龍製鋸㈱ 製造業 不問
93 ㈲共伸電気工業所 建設業 不問
94 磐田市役所 官公庁 不問


