わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

人材紹介・派遣会社特集

即戦力となる優れた人材確保のエキスパート

おかげさまで44期目に入りました。感謝です。

求人企業と求職者のニーズにきめ細かく対応し、即戦力を求

DOMO・JOB・シゴトフェア・人材紹介サービスでお馴染みの

める企業と静岡県で転職を希望する方とを結ぶエージェント

アルバイトタイムスです。
「県内企業様と求職者の皆さまの良

で す 。企 業 の

い出会いを作りたい」
との想いで会社をスタートして43年が

ニーズにマッチ

経ちました。人材採用にお困りの際は、
まずはお気軽にご相

した人財をご紹

談下さい。

介します。地元
密着32年の経
験をご活用くだ
さい。

㈱就職情報センター

㈱アルバイトタイムス

〒422-8051 静岡市駿河区中野新田57-43
TEL 054-281-5566 FAX 054-284-8310
http://www.sjc-net.co.jp/sjc/

〒422-8058 静岡市駿河区中原584-1
TEL 0120-887-708 FAX 054-287-3353
https://www.atimes.co.jp/

人と企業の良縁をお手伝いします。

地域密着型総合人材サービス会社

「優良な人材を求める企業」
と
「自分の能力にふさわしい仕

昭和６３年旧清水市にて設立以来、数多くの地元企業様に

事を求める人」
を結び

ご愛顧いただいてお

つけるお手 伝いこそ

ります。製造派遣、業

が、私どもの使命です。

務請負を軸に昨年よ

「人と企業のコミュニ

り新たに介護派遣事

ケーター」そして「人

業を開始しました。地

事戦略のパートナー」

域に根付いたサービ

として、地域経済の活

スの提供を常に心が

性化に貢献します。

けております。

㈱スタッフバンク

㈱SGS

〒420-0853 静岡市葵区追手町10-201新中町ビル2F
TEL 054-251-5822 FAX 054-251-6638
http://www.staﬀbank-s.jp/

〒424-0023 静岡市清水区八坂北1-12-3
TEL 054-367-7231 FAX 054-367-7235
http://www.sgs.jpn.com

ワンストップ型人材ビジネスの全てを保有

お役に立ちたい、この街で『シルバー人材センター』

地域密着37年。IT・金融・医療分野に特化し、
スキルを蓄積。

シルバー世代にふさわしい仕事を家庭・企業・公共団体等か

派遣・人材紹介・請負業務に加えてIT企業として求人メディ

ら引き受け、会員に提供する県知事認定の公益社団法人で

ア開発にも対応。

す。豊かな経験を活かし社会に貢献したい！そんなシルバー

請 負の技 術 者

世代が活躍できる機会を求めています。

育 成 型 モデル
を他業種にも拡
大し、地域社会
に貢献します。

㈱ティージェイエス
〒424-0872 静岡市清水区平川地13-9
TEL 054-346-7650 FAX 054-345-5763
http://www.tjs-net.co.jp/

（公社）静岡市シルバー人材センター
〒424-0834 静岡市清水区浜田町4-4
TEL 054-351-1150 FAX 054-351-1349
http://www.shizuoka-sc.com/

当会議所会員事業所で、静岡市内の人材紹介・派遣会社を一部ご紹介いたします。
事業の革新・再生・成長をお手伝いします！

静岡の転職、派遣、求人なら東海道シグマへ

§拠点展開；静岡・浜松・富士・沼津・厚木・新橋・市ヶ谷・新宿・

東海道シグマでは、静岡

甲府・成田（グルー

県における人 材 派 遣の

プ社含む）

パイオニアとして長年培

§事 業 案 内；コンサ

ってきた人材派遣・教育

ルティング・アウトソ

研修システムのビジネス

ーシング・フードサー

ノウハウを核に、今後も事

ビス＆デリバリー・人

業 領 域を拡 大 。地 域 密

材派遣・人材紹介

着型の総合人材サービ
スをご提供してまいります。

㈱マックスフィールズ

㈱東海道シグマ

〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7三井生命静岡駅前ビル9F
TEL 054-251-3545 FAX 054-251-3538
http://www.evolve-max.com

〒420-0857 静岡市葵区御幸町8-1JADEビル5F
TEL 054-272-0072 FAX 054-272-1130
http://www.sigma-jp.co.jp

販売サービスに特化した人材派遣会社です。

"Do Tank Partner" パソナは創業40周年

当社は百貨店の専門販売員、
スーパー等での試食販売、商

パソナキャリアでは、若手の社会人

業 施 設 での 受 付 や

からエグゼクティブまで幅広い人材

商 品の販 売 促 進 業

の再就職支援や企業様へのご紹

務 、カード開 拓 業 務

介を行っています。各専門分野の

など販売サービスに

転職に精通したキャリアアドバイザ

特化した人材派遣サ

ーが多数在籍しており、労使の最

ービスを必 要な時 、

適なマッチングをご提供しています。

即戦力となるスタッフ
が登録されています。

㈱マルコビジネスサポート

㈱パソナ パソナキャリアカンパニー

〒420-0859 静岡市葵区栄町2-5アークビル1F
TEL 054-251-8822 FAX 054-274-2464

〒422-8067 静岡市駿河区南町18-1サウスポット静岡4F
TEL 054-280-4477
http://www.pasonacareer.jp/

「こんな人材がほしい」
まずご相談下さい！

鈴与グループの総合人材サービス会社

中小から大手まで、企業規模を問わず、県内

ベルキャリエールは、静岡県を本拠地とする鈴与グループの

常時数百社の企業様に対し、組織状態や経営課題を鑑み

総合人材サービス会社として1980年に設立。
その信用とネッ

た採用支援を行なっております。単なる採用充足に留まらな

トワークを活かし人財を必要とする企業様と活躍を期待され

い人事戦略への幅広いご支援を強みとしております。

る方々の為の事業を展開しています。

㈱リクルートキャリア 静岡支社

㈱ベルキャリエール

〒422-8067 静岡市駿河区南町18-1サウスポット静岡5F
TEL 054-654-7770 FAX 954-654-7772
https://www.recruitcareer.co.jp/

〒424-0821 静岡市清水区相生町5-1東京海上日動清水支社ビル3F
TEL 054-354-3375 FAX 054-354-1916
http://www.bellenet.co.jp

静岡の次代に残したい
したい
“優れた名店 を表彰
表彰

「静岡ショップヘリテージ」受賞店のご紹介

静岡市商店会連盟（村松孝次郎会長）
では、市内の 優れた名店
を表彰する平成２７年度「静岡ショップヘリテージ」の受賞店5店舗を
決定し、去る１月２１日に開催された表彰式において各店に認定看板
を授与しました。
今年で５回目となる本表彰は静岡市内にある店舗が対象で、広く市
民から愛され後世に残したい名店を静岡市商店会連盟の役員や消費
者の代表らからなる実行委員において、
選考・決定しているものです。
これまで２８店舗が表彰され、
いずれも
『長年に渡る安心・安全で誠実
な経営姿勢』が地域住民の支持を受けているもので、
これからも変わら
ない商品・サービスの提供を続けてほしいとの願いが込められています。
ここに、本年度の受賞店を紹介いたしますので、ぜひお店に足を
お運びください。

新鮮魚介類と歴史の町 由比へお越しください!
駿河湾特産の「桜エビ・
しらす」
を使ったオリジナル商品の製造加
工・卸直売店を営ん
でいます。地域の歴
史や伝統文化を尊
重した活 動にも精
力的な一 方 、特 産
品を使った新しい食
材の開発にも親子
で熱心に取り組む
老舗専門店です。
桜えび直売 原藤商店
〒421-3105 静岡市清水区由比町屋原88
TEL 054-376-0052 FAX 054-375-5231
http://www.haratou.com/

静岡生まれ 静岡育ち 銘菓「８の字」
小麦粉、砂糖、卵だけを使った昔ながらの香ばしい焼き菓子。

丸子の里山で味わう名物とろろ汁
丸子の誓願寺から大鈩不動尊に向かう山道に立地。980円

最近はアイドルグ

で提供しているラ

ループ関ジャニ∞

ンチは、名物とろ

の「 ∞ 」と「８」が

ろ汁 にそばと丸

似ていることから

子の農家や小売

握 手 会 等に持っ

店から取り寄せ

ていくファンが急

たこんにゃく、豆

増。世代を超えて

腐、香の物、
フル

愛される老舗の味

ーツが 付いて食

をご堪能ください。

ランチ980円
（税込）

べ応え十分です。

けい げつ

㈲カクゼン桑名屋

渓月

〒422-8061 静岡市駿河区森下町1-39
TEL 054-285-7668 FAX 054-287-4565

〒421-0103 静岡市駿河区丸子6077
TEL 054-259-1795 FAX 054-256-0039

ＢＧＭをジャズで…おまちの老舗コーヒー店

江戸時代から親しまれてきた親子丼専門店

昭和45年創業。現在地では昭和51年から営業、今年節目の

厳選された鶏肉や卵、
そして椎茸・たけのこ・蒲鉾といった具材

40周年を迎えました。専門店ならではの厳選した豆を使った

一つ一つにも

世界のコーヒーが楽しめます。
ジャズが流れるレトロな雰囲気

こだわり、秘伝

の店で、
ゆったりとした時間をお過ごしください。

のつゆで煮込
んだ具材とさく
ら飯との 味は
絶妙です。
ぜひ一度ご賞
味ください。
親子丼
（上）
980円
（税込）並折900円
（税込）

珈琲の店 ポプラ

中村屋

〒420-0031 静岡市葵区呉服町2-4-5 三島屋ビル2F
TEL 054-251-0252

〒420-0034 静岡市葵区常磐町2-12-2
TEL＆FAX 054-252-5517

静岡商工会議所会員
商品・サービス 紹介コーナー

わが社自慢の商品・サービス
農林水産大臣賞を
受賞！
「茶産地めぐり」

誰でもどこでも遊べる最新サバイバルゲーム
子どもから大人まで対戦ゲームが楽しめる光線銃の開発・製
造・貸出をしております。東京を中心にイベントを開催し話題沸

本山茶ブランドの内８産地の煎

騰中。すんぷ夢ひろばにて毎週

茶をカラフルな缶に各々詰めて

土日にイベント開催。
イベントなど

販売。飲み比べてみれば好み

へ光線銃の貸出も行っています。

のお茶がきっと見つかるはず。
「第56回全国推奨観光土産
品審査会」
で食品部門最高賞
を受賞し、静岡土産として最適
な逸品です。今後、産地も増や

茶産地めぐり１缶20ｇ 497円
（税込）
していく予定です。
4缶化粧箱入り 2,095円
（税込）

HotSprings㈱

静岡市農業協同組合 茶業センター

〒422-8013 静岡市駿河区古宿294
TEL 054-238-5522
http://hot-springs.jp

〒420-0005 静岡市葵区北番町86
TEL 054-272-2111
http://shizuoka.ja-shizuoka.or.jp/

社長様、人事部長様にお薦め賃金設計ソフト
Excelメニューから簡単操作

５月開講！
おとなの音楽教室

職能給、職務（役割）

おとなが初めて始める、久し

給、年齢給に対応。御

21,600円
（税込）

社独自の条件設定が

ぶりに始める音楽を応援し

可能で、毎年の賃金改

ます！生活に豊かな時間を

定にも対応しています。

取り入れてみませんか。一

賃 金 設 計の基 本 、操

人でも、
お友達と一緒でも、

作方法を丁寧に解説、

お気軽にどうぞ。年会費・入

2か月間の無料コンサ

会金なし。
もちろん、
お子様

ル付きです。HPで体験

の教室も充実しています。

版をお試しください。

C&B経営コンサルティング
（中小企業診断士・社労士）

音楽舎

〒424-0038 静岡市清水区西久保213-1
TEL 054-368-7712 FAX 054-368-7786
http://www.cbkeiei-con.jp

〒422-8004 静岡市駿河区国吉田4-8-6
TEL 054-265-2930 FAX 054-265-2932
http://ongakusha.net/

ネット広告を20分で完全理解！

世界が注目するイランとのビジネスの架け橋

何かとわかりにくい、
でも地域ビジネスに最適なネット広告。今さ

多言語に渡る外国人エキスパートと共に、通訳・翻訳業務、海

ら訊けないネット広告の全体像を

外 取 引・海 外

20分でわかりやすく解説している

進 出コンサル

DVDを毎月先着10名様にプレ

ティングなどの

ゼント。詳しくはHPをご覧ください。

国 際 的にビジ
ネスを行うお客
様に様々なサ
ービスをご提供
しております。

上昇気流

㈲UNIVERSAL・TRADE

〒422-8034 静岡市駿河区高松1-13-3-307
TEL 090-6086-0441 FAX 054-266-5675
http://静岡集客.com/

〒420-0033 静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル1001
TEL 054-221-4218
http://www.ut-translate.com/

B-nest主催の
「静岡おみやプロジェクト」。平成27年度
は『静岡おみやプロジェクト商品開発講座』
として実施
し、市内の事業者６社が新商品開発・改良を行いました。

玉ゆらまん

あんこ/大根切干し

和ピクルス
今 年 6月、玉 川

ほんのりお出 汁

地域に食品加工

をきかせた和 風

所「玉ゆら」がオ

味のピクルスは、

ープンします。玉

彩りも良く手 土

ゆら名 物となる

産にも最適です。

「 玉ゆらまん」は

旬の野菜やフル

里 芋を練り込ん

ーツを美味しくお

だもっちり食感が

召し上がりいただ

特徴の焼き饅頭

けます。

です。

野菜 各種/フルーツ 各種

玉ゆら
（Refre 玉川）

和ピクルス専門店「こうのもの」
（ ㈱季咲亭）

〒421-2223 静岡市葵区落合742
TEL 090-2571-1232
（安本）

〒 420-0029 静岡市葵区研屋町２５
TEL 080-4965-9090
http://kisakutei-net.shop-pro.jp/

富士山溶岩焙煎珈琲バッグ

静岡いちごのシブースト

富士山の溶岩で

「しずおかマルシ

焙煎した贅沢な

ェ」限定スイーツ

コーヒー。上品で

の 誕 生です！静

マイルドな味わい

岡産の苺をたっ

です。コーヒーバ

ぷり使った口どけ

ッグ タイプなの

の良いシブースト

で自分好みの濃

は、ふんわりバウ

さに調整できます。

ムクーヘンとさく
さくタルトが絶妙

40g
（8g×5袋）

「セティボン？」
との共同開発品

です。

㈲トクナガコーヒー

新東名静岡SA「しずおかマルシェ
（上り店）」
（ 静岡鉄道㈱）

〒424-0806 静岡市清水区辻４丁目８-２０
TEL 054-366-6395
http//www.tokunagacoﬀee.com/

〒420−0839静岡市葵区鷹匠1-1-1
TEL 054-295-9011

原藤グラタン

しずおか メレンゲ
静岡県産の牛乳

静岡大学の学生

とバター、北海道

と洋菓子店セテ

産の小麦粉を使

ィボン？が共同開

用する等 、素 材

発した新スイーツ

にこだわった 本

は、見た目も味も

格派のグラタン。

新しい！程よい甘

なめらかで、濃厚

さとサクサク食感

なホワイトソース

がヤミツキになり

が決め手です。
コーン＆ベーコン/桜えび

ます。
苺＆ミルク/緑茶ココナッツ

桜えび直売 原藤商店

セティボン？
（㈲アニバーサリー）

〒421-3105 静岡市清水区由比町屋原８８
TEL 054-376-0052
http://www.haratou.com/

〒420-0923 静岡市葵区川合2-4-40
TEL 054-267-7236
http://www.cetait-bon.com/

