文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

ヨシコン カブシキガイシャ

採用データ

静岡市葵区常磐町一丁目4番地の12

054-205-6363

経営管理本部 伊牟田 洋介
kyujin@yoshicon.co.jp

https://www.yoshicon.co.jp

事業内容紹介
ここに注 目

！

●初任給（手当含む）
：
230,000円〜（総合職（院了）
）
220,000円〜（総合職（大卒）
）

●勤務地：
静岡市葵区
転勤なし
●採用実績（2019年度）：
総合職5名
●インターンシップ

企 業 データ

街の未来をプロデュースする【総合街づくり企業】

ヨシコン 株式会社

有（見学型・実習型）

●設立：1969年1月13日
●資本金：1億円
●売上高：217億7,770万円
●従業員数（単独）
：219名
うち正社員：118名
●代表者：
代表取締役社長 吉田 尚洋

●年間休日：111日
●平均有給消化日数：6.7日
●離職数及び採用数（新卒者）：
離職3名/採用3名（2016年度）
2名/
4名（2017年度）
1名/
5名（2018年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新入社員研修
◦新入社員外部研修
◦社員旅行（2年に1回）
◦納涼祭

商業店舗・工場・物流施設などの企業誘致や、分
譲マンション・分譲宅地などの不動産開発を行う
「デベロッパー」と
して、静岡県の市町
村をもっと魅力的な
街につくり上げ、地
域社会の活性化に貢
献する【総合街づく
り企業】です。

先 輩 社 員の 声

不動産・賃貸

多様な開発手法を組み合わせた複合都市開発を
行っています。また、市街地再開発事業により、
土地の有効活用したコンパクトシティの実現を目
指しています。
自社で企画した分譲マンションや、誘致した店舗・
工場等、
様々な建築物の設計監理・施工管理も行っ
ています。
近年は従来の不動産事業に加え、不動産証券化事
業として、様々な賃貸収益物件の開発、さらには
REIT（不動産投資信託：投資家から集めた資金

をもとに、不動産に投資し、その賃料収入等から
生じた利益を分配する金融商品）の設立を目指し
ています。

こんな人

不動産開発部 佐野 智咲さん
後は、お客様に更にご満足していただけるよう、
分譲宅地の企画開発や建売住宅
知識をアップデートし、営業のスキルを高めてい
の販売を行っています。自ら企
きます。また、新しい分譲地の開発においては、
画したイベントでの接客、ハウ
いずれ自分が中心となって街づくりを進められる
スメーカー等への営業を行って
ように学んでいきます。
います。不動産はお客様にとっ
！
！
て大きな、大切な買い物ですが、 求む 当社では、将来的に街づくり開発を企画で
きる、デベロッパー人材を必要としていま
取引においては専門的な知識が必要とされること
す。幅広い分野に興味を持ち、自己啓発に
が多くあります。お客様に資金・法律・手続に関
努め、常に挑戦する、チャレンジ精神にあ
すること等、不安がなくなるように説明し、納得
ふれる人材を求めています。
していただけたときに、やりがいを感じます。今

勤務地
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文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

カブシキガイシャ イズキュウコミュニティー

静岡県伊東市八幡野1151番地

0557-53-3838

総務部総務課 鳥澤 一矢
to-ikcom@izukyucom.co.jp

https://www.resort129.com/

採用データ

●採用実績（2017年度）：
事務職1名、営業職1名
●インターンシップ

企 業 データ
事業内容紹介
ここに注 目

！

●初任給（手当含む）
：
179,600円〜（大学卒以上）
162,100円〜（短大・専門卒）

●勤務地：
静岡県東部
転勤なし

有（見学型）

●設立：1991年12月18日
●資本金：1,000万円
●売上高：28億8,700万円
●従業員数（単独）
：186名
うち正社員：70名
●代表者：
取締役社長 彦山 和利

●年間休日：118日
●平均有給消化日数：9日
●離職数及び採用数（新卒者）：
離職1名/採用1名（2016年度）
1名/
2名（2017年度）
0名/
0名（2018年度）

当社は、３つの事業を柱とし経営を行っております。
１．保養所の受託・運営
大手企業や健康保険組合、市町の所有する保
養施設を受託し、運営・管理を行っております。
２．コテージタイプのホテル経営
伊豆高原地区に２か所
「 ル ネ ッ サ 赤 沢 」「 ル
ネッサ城ヶ崎」を運営
しております。

３．不動産業および関係する事業展開
1960年代に開発・販売を行った伊豆高原地
区を中心に不動産の販売・仲介、所有する物
件の賃貸業務、分譲地管理業、温泉の供給事
業、水道事業の
受託、保険代理
業等幅広い事業
を展開しており
ます。
約業務、調理業務、食事提供、清掃業
務等

当社は、多くの事業を行っており、様々な業務を
経験することができ、業務適正を判断し、配属を
行っております。

◦事務職…保養所・ホテルの管理業務、分譲地管
理料の徴収業務、温泉利用契約の締結・
使用料の徴収業務、水道使用料の徴収
業務、人事・労務管理業務、経理業務、
予算・決算業務等

先 輩 社 員の 声

こんな人

不動産事業部保険課
常に相手の立場に立って考えることを大切にしな
久保 春果さん
がら仕事に取り組んでいます。就職活動は、辛く
現在入社２年目で、お
大変かと思いますが、行動力を持って多くの方の
客様へ保険商品を提
話を聞き、沢山考え、悩み、挑戦してください。
案する営業と、部署内
自然あふれる伊豆で、一緒に働きましょう。
の経費管理などを行
！
！
求む 多くのスキルを身に付け活躍したい向上心
なう経理業務を担当しています。
のある人材を求めています。テキパキ仕事
業務内容は、保険の営業、契約手続き、契約後の
をこなしたい人、じっくり取り組みたい人、
お客様フォローを行なっております。経理業務で
対人関係の得意な人、不得意な人、それぞ
は、
部署内で発生した支出の管理が主な仕事です。
れに合った仕事がきっとあります。
社外、社内共に人と関わることが多い業務なので
勤務地

– 309 –

不動産・賃貸

◦営業職…大手企業の保養所の運営受託や旅行代
理店への誘客の営業活動、営業のため
の資料作成等
不動産の販売・仲介・賃貸
保険商品の営業
保
 養所・ホテルでのフロント業務、予

●入社後1年間の主な行事：
◦新入社員研修
◦現場実習
◦コンプライアンス研修
◦人事考課面談

「伊豆と共に生きる」の社是のもと伊豆東海岸を中心に事業を行う伊豆急グループの企業です

株式会社 伊豆急コミュニティー

文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

カブシキガイシャ レンタルシステムトウカイ

採用データ

静岡県浜松市東区貴平町74

053-431-2525

事務管理部 鈴木 希美
k-suzuki@rentalsystemtokai.con

http://www.rentalsystemtokai.com/

事業内容紹介
ここに注 目

！

●初任給（手当含む）
：
190,000円〜（大学院・大学卒）
175,000円〜（短大・高専・専門卒）

●勤務地：
浜松市東区（本社）
、静岡市清水区、焼津市、
御殿場市、愛知県
●採用実績（2019年度）：
営業職1名
●インターンシップ

企 業 データ
先 輩 社 員の 声

「一人ひとりのやる気を大切にし、応援する会社です」地元に貢献できる仕事です

不動産・賃貸

!!

株式会社 レンタルシステム東海

有（実習型）

●設立：1990年1月31日
●資本金：3,000万円
●売上高：18億4,426万円
●従業員数（単独）
：51名
うち正社員：47名
●代表者：
代表取締役 池谷 賢二

●年間休日：110日
●平均有給消化日数：9.5日
●離職数及び採用数（新卒者）：
離職0名/採用0名（2016年度）
0名/
1名（2017年度）
0名/
1名（2018年度）

●入社後1年間の主な行事：
◦新入社員研修
◦部門別研修
◦同行営業研修

私たちは、主に高所作業車、発電機、バックホー
などの建設、土木機械を貸し出すレンタル事業を
行っています。
必要な時に必要
な機械を利用し
たいというニー
ズに応えるた
め、建設機械は
今、
「買う」よ
本社事務所（浜松市東区）
り「借りる」時

代に変わってきています。
当社の扱う商品は物だけではありません。レンタ
ルというお客様の手元に商品が残らない業種だか
らこそ、社員一人ひとりの「思いやり」の心が当
社の大切な商品となります。この「思いやり」の
心を持って、お客様のニーズを的確にキャッチし
て、提案、営業していきたいと日々活動していま
す。

当社の魅力は何と言ってもまず、風通しの良さで
す。社内は役職名では呼ばず「名前＋さん」で呼
び、お互いが尊重しあい、思いやって仕事をして
います。また本人のやる気を大切に応援してくれ
ている会社なので、入社前の学歴、経験などは関
係ありません。
営業にノルマはなく、
「目標」を自分で設定し、
自分の設定した目標に向かって、主体的に自分
らしくお客様へアプローチすることができます。
さらに、当社は東証一部上場企業「ジェコス㈱」

100％出資会社なので、安心、安定して働くこ
とができます。

全社員顔写真です

こんな人

浜松営業所 営業 鈴木 涼哉さん
に信頼を得ていき、現場が始まる度に声をかけて
入社する前はもちろん建設機械
頂けるなんてことも多くあります。私たちは直接
などの知識は全くありませんで
現場で作業するわけではないですが、自分が携
した。それには不安は感じませ
わった建物などが完成したときは、達成感や、や
営業（2013年入社） んでした。それは、ほとんどの
りがいを感じることのできる仕事だと思います。
社員さんがまったくの未経験で
！
！
入社されていると聞いていたからです。事実、先 求む 新社会人には、誠実、素直、意欲的な態度を
求めます。困難に直面したときも環境のせい
輩方やプロであるお客様に訪問営業などを通し、
にしないで、自分自身を省みる態度が大事で
いろいろ教えて頂き自分のペースで仕事を覚えて
す。幸せになるため、苦手な仕事にもチャレン
いくことができました。最初はあしらわれたり、
ジする気持ちを持ってもらいたいと思います。
話を聞いてもらえないこともありましたが、徐々

勤務地
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文 系

理 系

大学院

大 学

短 大

専 門

既 卒

カブシキガイシャ レント

静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目6番10号

054-265-2219

人事部採用教育課 山下・鈴木
jinji-7009@rent.co.jp

https://www.rent.co.jp

採用データ

有（見学型）

企 業 データ
事業内容紹介

●設立：1984年6月12日
●資本金：13億8,200万円
●売上高：338億9,500万円
●従業員数（単独）
：963名
うち正社員：826名
●代表者：
代表取締役社長 田島 潤一

●年間休日：115日

●入社後1年間の主な行事：
◦新入社員研修
◦フォローアップ研修
◦商品知識研修
●離職数及び採用数（新卒者）：
◦各職種の定期研修
離職7名/採用26名（2016年度）
2名/
19名（2017年度）
4名/
27名（2018年度）
●平均有給消化日数：6日

“レンタル”という発想で、様々な企業・ビジネ
スの課題を解決します。
レントでは、産業機械（フォークリフト・高所作
業車）、建設機械（掘削機・
ダンプ）を基軸に電動工具、
レンタカー、アート等のレ
ンタル事業を展開していま
す。あなたのチカラで“レ
ンタル”を世の中に広めて
みませんか？

ここに注 目

体制を整えている会社は珍しく、多くの顧客に支
持されています。

先 輩 社 員の 声

!!

こんな人

人事部採用教育課
ていることを実感しています。
鈴木さん
採用は難しくもありますが、新しいことにチャレ
採用活動で少しでも多く
ンジできる喜びも
の学生さんにレントのこ
感じています。
とを知ってもらうため、
各地で説明会を行ってい
！
！
ます。最近では「レンタ 求む ◎社会貢献度の高い事業に携わりたい！
◎人と接することが好きで、営業職に興味
ル業界を目指していま
がある！
す！」と言ってくださる
◎地道にコツコツ継続することが得意！
学生さんも増え、レンタ
ルがより身近になってき
勤務地
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36

不動産・賃貸

お客様から一番頼られるレンタル会社でありたい
経営理念として掲げる“新鮮な提案力”“高度な
サービス力”
。これらを通して、顧客の多様なニー
ズに応えられることが最大の強みです。①豊富な
アイテムと徹底した管理・フォロー体制②業界
トップクラスを誇る約6,000種類の機械③各地域
に設けられた管理センター④土木建築向け/工場
向けに合わせた商品管理方法⑤出庫前に必ず商品
を点検する品質管理体制⑥高品質の維持（営業職
を上回る整備職が在職）業界内でも、ここまでの

!!

創立から 年たった今でも右肩上がりの成長企業です

●採用実績（2019年度）：営業職11名
フロント職1名 事務職5名 整備職6名
●インターンシップ

！

●初任給（手当含む）
：
238,188円〜（営業職 大学卒以上）
226,625円〜（フロント職 大学卒以上）
196,000円〜（事務職 大学卒以上）
233,563円〜（営業職 短大・専門卒）
222,000円〜（フロント職 短大・専門卒）
192,000円〜（事務職 短大・専門卒）

●勤務地：
静岡県東部・中部・西部、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、愛知県、三重県

賞与６・９ヶ月分

株式会社 レント

