2021年

４月
日

静岡県

就活イベントカレンダー
●各イベントの詳細は、問い合わせ先(ホームページ等)をご確認ください。

時間

会場

イベント名

6

日( 火 )

12:00 ～ 17:00 マイナビ就職セミナー 合同会社説明会

7

日( 水 )

13:00 ～ 16:30 シズオカの会社発見! セミナー

8

日( 木 )

12:00 ～ 17:00 マイナビ就職セミナー 合同会社説明会

浜松市 アクトシティ浜松
オンライン
静岡市 ツインメッセ静岡

問い合わせ先
マイナビ2022
SJCナビ2022
マイナビ2022

10 日( 土 ) 11:30 ～ 17:00 シズオカの会社発見! セミナー 合同会社説明会

浜松市 アクトシティ浜松 コングレスセンター4F SJCナビ2022

12 日( 月 ) 12:00 ～ 17:00 マイナビ就職セミナー 合同会社説明会

沼津市 プラサヴェルデ

12～15日

9:30 ～ 15:10 富士・富士宮地区 合同企業ガイダンス

24 日( 土 ) 13:00 ～ 16:30 第1回 オンライン大学生等合同企業説明会
24 日( 土 )

12:00 ～ 16:05
（予定）

2021年

５月
日

新卒のかんづめ 合同企業説明会

マイナビ2022

オンライン

富士商工会議所

オンライン

静岡U・Iターン
就職サポート事業

浜松市 アクトシティ浜松 コングレスセンター3F 新卒のかんづめ2022

就活イベントカレンダー
●各イベントの詳細は、問い合わせ先(ホームページ等)をご確認ください。

時間

会場

イベント名

問い合わせ先

日( 金 )

11:30 ～ 16:30 シズオカの会社発見! セミナー 合同会社説明会

静岡市 グランシップ 10F

9

日( 日 )

11:30 ～ 16:30 シズオカの会社発見! セミナー 合同会社説明会

浜松市 アクトシティ浜松 コングレスセンター4F SJCナビ2022

9

日( 日 )

13:00 ～ 17:00 しずキャリゼミ

浜松市 アクトシティ浜松 コングレスセンター

しずキャリ2023

11 日( 火 ) 10:00 ～ 12:00 地域若者サポートステーション 出張相談

静岡市 ハローワーク静岡

地域若者
サポートステーション

11 日( 火 ) 12:00 ～ 17:00 マイナビ就職セミナー 合同会社説明会

静岡市 グランシップ

マイナビ2022

14 日( 金 ) 13:00 ～ 16:30 シズオカの会社発見! セミナー

オンライン

SJCナビ2022

SJCナビ2022

21 日( 金 ) 11:30 ～ 16:30 シズオカの会社発見! セミナー 合同会社説明会

沼津市 プラサヴェルデ コンベンションホールA

SJCナビ2022

22 日( 土 ) 11:00 ～ 17:00 合同企業面談会 シゴトフェア

静岡市 グランシップ 大ホール・海

アルバイトタイムス

静岡市 グランシップ 大ホール・海

新卒のかんづめ2022

12:00 ～ 16:30
（予定）

新卒のかんづめ 合同企業説明会

25 日( 火 ) 10:00 ～ 12:00 地域若者サポートステーション 出張相談

静岡市 ハローワーク静岡

28 日( 金 ) 12:00 ～ 16:00 学生のための合同企業説明会

静岡市 グランシップ 大ホール・海

29 日( 土 ) 11:00 ～ 17:00 マイナビ転職フェア

静岡市 ツインメッセ静岡 南館 大展示場A

29 日( 土 ) 13:00 ～ 16:30 いわた・ふくろいインターンシップフェア

磐田市

29 日( 土 ) 13:00 ～ 16:50 しずキャリセミナーオンライン

ワークピア磐田
オンライン配信も有
オンライン
アクトシティ浜松
コングレスセンター 31会議室

地域若者
サポートステーション
東海道シグマ
若年者地域連携事業

磐田市UIJターン事業
しずキャリ2023

浜松市

29 日( 土 ) 11:00 ～ 17:00 合同企業面談会 シゴトフェア

浜松市 アクトシティ浜松 展示イベントホール2 アルバイトタイムス

30 日( 日 ) 13:00 ～ 16:30 企業発見&選考準備★LIVE 静岡

静岡市 グランシップ

リクナビ2022

30 日( 日 ) 11:00 ～ 17:00 合同企業面談会 シゴトフェア

沼津市 キラメッセぬまづ 多目的ホール1

アルバイトタイムス

12:00 ～ 17:00
（予定）

しずキャリセミナー インターンシップ&仕事研究

随時追加中！

最新カレンダーの確認 ⇒

対象
2022年卒
既卒3年以内
2022年卒
既卒3年以内
2023年以降に
卒業の学生

2022年卒
既卒3年以内
2022年卒
既卒3年以内
2022年卒
既卒3年以内

2022年卒
既卒3年以内

2022年卒
既卒3年以内

マイナビ転職

29 日( 土 ) 13:00 ～ 16:30 企業発見&選考準備★LIVE 浜松

30 日( 日 )

2022年卒
既卒3年以内

静岡県

7

24 日( 月 )

対象
2022年卒
既卒3年以内
2022年卒
既卒3年以内
2022年卒
既卒3年以内
2022年卒
既卒3年以内
2022年卒
既卒3年以内
2022年卒
既卒3年以内

リクナビ2022

浜松市 アクトシティ浜松 コングレスセンター3F しずキャリ2023

2023年以降に
卒業の学生
2023年以降に
卒業の学生
2021年以降の卒業者
2012年以降の既卒者

2021年以降の卒業者
2012年以降の既卒者

2023年以降に
卒業の学生

静岡労働局委託 若年者地域連携事業 運営：㈱東海道シグマ
就活イベント情報の掲載依頼は、E-mail：chiikirenkei@sigma-jp.co.jp まで

ハローワーク
熱海市ふるさとハローワーク

〒413-0016 熱海市水口町13-15 静岡県熱海総合庁舎2階

0557-82-8655

ハローワーク下田

〒415-8509 下田市4-5-26

0558-22-0288

ハローワーク三島

〒411-0033 三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎1階

055-980-1300

伊豆市地域職業相談室

〒410-2407 伊豆市柏久保603-1

0558-74-3075

ハローワーク伊東

〒414-0046 伊東市大原1-5-15

0557-37-2605

ハローワーク沼津

〒410-0831 沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎1階

055-931-0145

沼津新卒応援ハローワーク

〒410-0831 沼津市市場町9-1 沼津合同庁舎3階

055-918-3712

ハローワーク御殿場

〒412-0039 御殿場市竈字水道1111

0550-82-0540

ハローワークプラザ裾野

〒410-1118 裾野市佐野1039 ベルシティ裾野3階ベルホール内

055-993-8631

ハローワーク富士

〒417-8609 富士市南町1-4

0545-51-2151

ハローワーク富士宮

〒418-0031 富士宮市神田川町14-3

0544-26-3128

ハローワーク清水

〒424-0825 静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎1階

054-351-8609

ハローワーク静岡

〒422-8045 静岡市駿河区西島235-1

054-238-8609

静岡新卒応援ハローワーク

〒422-8067 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル9階

054-654-3003

ハローワークプラザ静岡

〒420-0853 静岡市葵区追手町5-4 アーバンネット静岡追手町ビル1階

054-250-8609

ハローワークプラザ藤枝

〒426-0067 藤枝市前島1－7－10 BiVi藤枝2階

054-636-2126

ハローワーク焼津

〒425-0028 焼津市駅北1-6-22

054-628-5155

ハローワーク島田

〒427-8509 島田市本通1丁目4677-4 島田労働総合庁舎1階

0547-36-8609

ハローワーク榛原

〒421-0421 牧之原市細江4138-1

0548-22-0148

ハローワーク掛川

〒436-0073 掛川市金城71

0537-22-4185

ハローワークプラザ袋井

〒437-0125 袋井市上山梨4-1-2 ショッピングセンターパティオ1階

0538-49-4400

ハローワーク磐田

〒438-0086 磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎1階

0538-32-6181

ハローワーク浜松

〒432-8537 浜松市中区浅田町50-2

053-541-8609

ハローワーク浜松アクトタワー庁舎
浜松わかもの・新卒応援ハローワーク

〒430-7707 浜松市中区板屋町111-2 アクトタワー7階

053-457-5160
053-540-0008

ハローワーク細江

〒431-1302 浜松市北区細江町広岡312-3

053-522-0165

ハローワーク浜北

〒434-0037 浜松市浜北区沼269-1

053-584-2233

湖西市地域職業相談室

〒431-0395 湖西市新居町浜名519-1 新居地域センター2階

053-594-0855

東部

〒410-0801 沼津市大手町1-1-3 沼津産業ビル2階 東部県民生活センター内

055-951-8229

中部

〒422-8067 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル3階 中部県民生活センター内

054-284-0027

西部

〒430-0929 浜松市中区中央1丁目12-1 県浜松総合庁舎 西部県民生活センター内

053-454-2523

三島

〒411-0855 三島市本町12-4 小林ビル3階

055-943-6641

静岡

〒424-0823 静岡市清水区島崎町223 清水テルサ2階

054-351-7555

藤枝サテライト

〒426-0033 藤枝市小石川町4-1-11 サンライフ藤枝内

054-631-9077

掛川

〒436-0030 掛川市杉谷南一丁目1番30号 希望の丘中部ふくしあ1階

0537-61-0755

浜松

〒430-0929 浜松市中区中央一丁目13-3 浜松市若者コミュニティプラザ内

053-453-8743

ポリテクセンター静岡

〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35

054-285-7185

ポリテクカレッジ浜松

〒432-8053 浜松市南区法枝町693

053-441-4444

しずおかジョブステーション

地域若者サポートステーション

ポリテクセンター（職業能力開発）

テクノカレッジ（静岡県立技術専門学校）
沼津

〒410-0022 沼津市大岡4044-24

055-925-1071

清水

〒424-0881 静岡市清水区楠160番地

054-345-2032

浜松

〒435-0056 浜松市東区小池町2444-1

053-462-5600

随時追加中！

最新カレンダーの確認 ⇒

静岡労働局委託 若年者地域連携事業 運営：㈱東海道シグマ
就活イベント情報の掲載依頼は、E-mail：chiikirenkei@sigma-jp.co.jp まで

