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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ アイネット 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 愛ネット 行徳・浦安地区 有 無 人事 [   部長 ] 佐々木 

HP アドレス http://www.ainet-care.co.jp 連絡先電話番号 047-701-3050 連絡先メール yuko-1624@ainet-care.co.jp 

当社が求める人物像 柔軟性があり、人とのコミュニケーションを図ることが好きな方 

事業概要 在宅総合福祉事業（訪問介護・居宅支援事業所・障がい者支援・産後訪問支援事業・通所介護事業） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

地域密着、アットホームな会社ではありますが、新し事に挑戦し常に前向きで、向上心を持っております。職員第一

主義を掲げ、1 人 1 人を大切に考え 1 人 1 人が主役で活躍して頂ける会社です。介護を極めることは人生を極める。

介護の専門職として研修等が充実しており、1 人 1 人が輝いて仕事が出来るような環境づくりを行っております。 

主な募集職種（名） 介護職・機能訓練指導員・看護師 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 高齢者・障がい者（児）支援・（通所介護・訪問介護）、赤ちゃんと産雇のママ支援  有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒  0 2  

専修学校卒     0 2  

高卒  0 1  

研修制度 

新人研修 
業務を円滑に遂行して頂けるために、必要な知識の研修を行うます。   

（実技研修をはじめ、社会人マナー、接遇研修等も行って行きます。） 入社前準備： 

資格、経験など 

特になし 

（但し、入社後に介護職

員初任者研修を受けて頂

きます） 社員研修 
管理者研修をはじめ、各事業所ごとに月 1 回研修があります。その他さま

ざまな外部研修にも出席頂きます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

特別有給 2 日（入社半年迄）・夏季休暇 9 日連休・部活動制度・プライベー

ト携帯支給・子供手当 新年会や旅行 
公的認定 

 

 

 

カナ カブシキガイシャアリガセイサクショ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 アリガ製作所 千葉県松戸市 無 
管理課 

業務グループ 
[一般職]小池 強志  

HP アドレス http://www.ariga-grp.co.jp/company/associate.html 連絡先電話番号 047-369-7758 連絡先メール koiketsuyoshi@ariga-ss.co.jp 

当社が求める人物像 物づくりが好きな方。もしくは、興味をお持ちの方。 

事業概要 
主に和洋菓子用対面ショーケースを製造。ショッピングモールなどの商業施設や和洋菓子チェーンをはじめ、個人 

店舗への納品に至るまで多岐に渡って手掛けております。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

冷蔵、冷凍といった"冷やす"技術を主体とした製作のみならず、ケース(躯体)という観点からお総菜やパンなどの"冷 

やす"必要のない素材。近年に至っては、技術を応用し『電子公告パネル』を内蔵するケース(躯体)製作などお客様 

のニーズに応えられるよう技術向上に励んでおります。 

主な募集職種（名） 製造職 ならびに 設計職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
和洋菓子(例:和菓子・ケ-キ)その他惣菜などを陳列するショーケース製造ならびに設計業務を 

担当して頂きます。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 0 － 

専修学校卒 0 0 0 － 

高卒 3 1 2 清水高等学校・流山北高等学校・市川工業高等学校 

研修制度 

新人研修 

座学【社内規定・製造に必要な内容の説明など】 

実地【製造部門を 2,3 週間単位で順繰り研修】。 

他に外部ビジネスマナー研修や実製作ショーケースの見学。 入社前準備： 

資格、経験など 

何れもあれば尚可です 

が溶接ならびに電気系の

技能資格や授業(講習) 

経験 社員研修 
座学【次世代モデルの改善討議や設計職における図面の読解力強化など】 

実地【現・配属以外での研修】。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

他社に引けを取らない夏期および年末年始休暇の充実。また、法定有給休暇

の付与までの特別措置として、 入社日より 3 ヵ月勤務満了の翌日から 3 日

間有給休暇を付与といったオリジナル制度。 

公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ アルファ・オイコス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 アルファ・オイコス 佐倉市 無 
管理部 

総務人事 GR 
[採用担当] 五十嵐倫子 

HP アドレス http://alpha-oikos.co.jp/ 連絡先電話番号 043-498-2105 連絡先メール tigarashi@alpha-oikos.co.jp 

当社が求める人物像 
私たちは、「チャレンジ精神」をもって新しいものに挑戦しようとする人、「熱意と行動力」をもってやり抜こうと 
する人、「チームワーク」を大切に切磋琢磨していく人を求めています。頭で考え、言葉で伝え、行動で変えていく、 
その経験の積み重ねが必ず将来の糧になります。私たちと共に学び、共に行動し、共に成長していきましょう！ 

事業概要 産業用ヒーター・加熱装置等の開発・製造 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優 

位性、技術、社風等) 

わが社は、産業用ヒーター･加熱装置等の開発･製造メーカーとして、さまざまな産業を支える「熱」に関わるモノづく 
りを通じて、お客様や社会のあらゆるニーズやウォンツに、オーダーメイドのモノづくりでお応えしています。社内で 

は、１５０名の幅広い世代が集い交流し、社員を家族のように大切にしています。一人ひとりが向上心をもって挑戦し、 
みんなが応援し、会社は社員の頑張りを真剣に評価しています。 

主な募集職種（名） 製造・技術職    購 買 職 
インターンシップの 
受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
製造・技術職：産業用電熱機器の製造･製品開発、生産管理（工程･品質･原価）、改善活動 等 
購   買   職：部材発注・仕入・検品、見積、外注管理、調達先の開拓 等 

有 
（毎夏５日間以上） 

 

採用実績数 
・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

201９年度 2020年度 2021年度 

大卒 ０ １ ２ 千葉工業大学・日本大学・工学院大学・東洋大学・東京電機大学・麗澤大学 等 

専修学校卒 ０ ０ １ 木更津工業高等専門学校・市原高等技術専門校 等 

高卒 ２ ０ ２ 千葉工業高校・京葉工業高校・佐倉高校・印旛高校・八街高校・東邦高校 等 

研修制度 

新人研修 
入社後３ケ月間の新入社員研修を行い、社会人としての心構えや知識・ 
スキルの習得し、仕事に必要な知識や技術、また業務内容や企業風土・ 

企業理念・就業規則等を学び、仕事や会社への理解を確実に深めます。 
入社前準備: 
資格、経験 

など 

仕事に関する図書紹介 

や情報提供を行います。 
資格・経験は特に必要 
ありません。 社員研修 

階層別研修、専門技術・技能研修、公的資格取得支援制度等を通じて社 
員教育を実施するとともに、ＯＪＴによる実務指導を行っています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

" 昇給：年１回、賞与：年２回、手当：家族･住宅･通勤の各種手当･昼食 
補助･誕生祝い、各種社会保険完備、退職金制度･財形貯蓄･育児介護休 
業制度等、完全週休２日制、夏季・年末年始休暇（年間休日１２４日） 

公的 

認定 

「千葉県社員いきいき！元気な 
会社宣言企業」「健康経営優良 
法人 2020 中小規模法人部門」 

 

カナ ウチミヤウンユキコウ カブシキカイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 内宮運輸機工 株式会社 市川市塩浜 有  総務部 [採用担当] 吉原崇史  

HP アドレス http://www.uchimiya.co.jp/ 連絡先電話番号 
047-398-6611 

   080-7113-9039 
連絡先メール soumu@uchimiya.co.jp 

当社が求める人物像 コミュニケーションが円滑にとれ、誰にでもはっきりと挨拶できる方。自ら進んで行動できる方 

事業概要 
工事現場に欠かす事のできない移動式クレーンを扱っています。仕事場は日本全国です。地図に残る街作りに参加し

ませんか。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

クレーンリース業ではリーディングカンパニーになります。国家プロジェクトや有名建設物の工事に数多く参画して

います 

主な募集職種（名） 
移動式クレーンオペレーター。 

重量とび。 

インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
移動式クレーンを操縦し、様々な工事現場で活躍していただきます。 

重量とびとして、クレーンオペレーターと一緒に現場で活躍していただきます。 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 6 6 10 千葉商科大学、明海大学、淑徳大学、流通経済大学 

専修学校卒  1   

高卒 2 2 3  

研修制度 

新人研修 
入社後 3 週間の研修で、ビジネスマナー、会社ルールなどを学んでいただ

きます。 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許。 

移動式クレーン免許。 

玉掛技能講習。 社員研修  

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
内定後から「ベネフィットステーション」利用可能。 公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ エヌビーエスロジソル 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ＮＢＳロジソル 八街市 木更津市 有 無 
経営戦略部 

人材開発室  

東日本ｴﾘｱ 

 

[採用担当] 谷口和美 

 

HP アドレス http://www.nbsnet.co.jp/ 連絡先電話番号 048-987-2400 連絡先メール ktaniguchi@nbsnet.co.jp 

当社が求める人物像 経営理念に共感し､会社と共に成長していける人 

事業概要 運輸業（総合物流サービス業） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

ﾄﾗｯｸ､ｺﾝﾃﾅ輸送､倉庫保管､海外貨物の取り扱いまで幅広い物流ｻｰﾋﾞｽを手がけています｡若手社員からﾍﾞﾃﾗﾝ社員まで 

和気あいあいとした活気ある会社です｡ 

主な募集職種（名） 大卒：事務系総合職 高卒：倉庫作業員 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

大卒:：配車･倉庫管理・営業・管理企画等ｼﾞｮﾌﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝを経験し､将来的にはﾏﾈｼﾞｬｰ職･幹部職を

目指していただきます｡ 

高卒：主に自社倉庫での商品管理､荷役などを行います。 

有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ２ ２ ２  

専修学校卒     

高卒 ２   ２ ２  

研修制度 

新人研修 新人社員研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許があると

可 

社員研修 新任所長研修、選抜研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

資格取得支援制度、通信教育制度、各種従業員表彰制度、趣味支援制度 
公的認定 

 

 

 

カナ エメラルドサポートカブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 エメラルドサポート 株式会社 浦安市 無 総務部 [採用担当] 内村朋美 

HP アドレス 
http://www.emerald-

support.com/ 
連絡先電話番号 047-351-4355 連絡先メール 

soumu@emerald-

support.com 

当社が求める人物像 

福祉の仕事が好きなひと。責任感の強いひと。 

明るく前向き！！体力に自信のあるひと！ 

新しいことに興味を持ち、常に成長したい気持ちを持っているひと。 

事業概要 高齢者及び障がい者（児）に対する訪問介護サービス 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

誰もが年を重ね、いつしか何かのサポートを必要とする日がきます。エメラルドサポートでは、実際に家族の介護を

しながら、また子育てをしながら、など様々なライフステージで時間の調整をしながら働く社員がほとんどです。最

良のサービスの追及と同時に、介護サービスを提供する社員へ最良の職場環境確保できるよう努めています。 

主な募集職種（名） 訪問介護職員 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 訪問介護サービス及び、訪問介護事業に必要な事務作業 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 1  

専修学校卒 0 0 1  

高卒 0 0 1  

研修制度 

新人研修 入社時 OJT 研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

介護職員初任者研修修了 

※資格取得に掛かる費用

の補助制度あり 社員研修 介護技術に関する社内定例研修、スキルアップ研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

ユニフォーム貸与、協会けんぽの施設割引各種、自社運営の IT スクール利

用優待 
公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

mailto:ktaniguchi@nbsnet.co.jp
http://www.emerald-support.com/
http://www.emerald-support.com/
mailto:soumu@emerald-support.com
mailto:soumu@emerald-support.com
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ （カ）オカモト 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 オ カ モ ト 千葉県市原市 有 ○無  管理部 [―] 玉嶋綾子 

HP アドレス https://kk-okamoto.jp/ 連絡先電話番号 0436-22-1188 連絡先メール saiyou@kk-okamoto.jp 

当社が求める人物像 
・お客様、取引先、仲間を大事にする。・自ら考え、自らチャレンジする。・未来を創造し、成長できる。 

・夢を持ち、仕事を通じてその夢を実現しようと努力する。・現状維持ではなく、より上を目指す。 

事業概要 市原市を中心に上下水道工事、建物の給排水工事・冷暖房空調工事など管工事、土木一式工事を手掛けております。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・受注工事の 7～8 割が公共工事という安定した当社では、インフラ整備という地域に役立つ仕事をしています。 

・社員の資格取得支援に力を入れており、資格取得費用・受講費用は全額会社が負担しています。 

主な募集職種（名） 水道工事スタッフ 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

目的の場所に水を供給するために道路の下に水道管を新設したり、市内の学校などの古くなっ

た水道管を新しくして安全な飲み水を子供たちに提供したり、水道管が破裂した現場に駆けつ

け修繕工事をしたり地域や生活に密着した工事を行っていただきます。 

有 ○無  

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 
2 

 

専修学校卒 0 0  

高卒 0 0 5 千葉工業高校、姉崎高等学校、土気高等学校、市原緑高等学校 

研修制度 

新人研修  
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

普通自動車運転免許 

社員研修 外部講師による技術講習会 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

〇社内旅行 費用は全額会社負担   〇時間外手当 100％支給 

2018 年：シンガポール、北海道   〇ヘルメット、作業着支給 

2019 年：四国           （入社時 4 着、以後、年 2 着） 

公的認定 
 

 

 

カナ カブシキガイシャ キュウドウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 九動 木更津市金田東 無 総務部 [採用担当] 藤本一駿  

HP アドレス https://www.9do.jp/ 連絡先電話番号 0438-97-5020 連絡先メール  kazu.fujimoto@hts.or.jp 

当社が求める人物像  学業以外に何か一つ一生懸命頑張った事について自信を持って話せる方（部活、アルバイト、課外活動、趣味等） 

事業概要  発電機械設備の保守・点検・組立・据付等の業務。東京湾沿岸エリアの火力発電所等が対象。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
 平均年齢３５歳。20 代が多く活気があります。地元で長く働けます。学部学科不問での採用。 

主な募集職種（名）  サービスエンジニア（技術職） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  発電設備の主機（タービン・発電機）及び補機（周辺設備機器）のメンテナンス業務。 有（１DAY） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

201９年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ５ ５ 5  千葉工業大学、国際武道大学、明海大学、東京情報大学、清和大学 

専修学校卒 １ １ 2  関東職業能力開発短期大学校、中国職業能力開発大学校 

高卒 ４ ８ 5  千葉工業高校、京葉工業高校、市川工業高校 

研修制度 
新人研修  約１か月間実施します。（道工具、資格取得、ビジネスマナー他） 

入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車免許（ＡＴ可） 

社員研修  資格取得に関する費用（受講料、受験料、交通費等）は会社が全額負担。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社員旅行（２年に１回）、育児休暇、飲みニケーション（若手社員の交流） 

福利厚生倶楽部加入（レジャー・飲食店・自己啓発など割引サービス） 

社員寮完備 家賃 20,400 円（10 年間入居可） 
公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ キョウドウコウゲイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 協同工芸社 千葉市美浜区 無 人事課 [課長] 松村 拓 

HP アドレス www.kyodokogei.co.jp/ 連絡先電話番号 043-242-1675 連絡先メール matsumura@kyodokogei.co.jp 

当社が求める人物像 協同工芸社の事業内容に理解があり、チャレンジ活動でやってみたいことがある人。 

事業概要 看板の提案・設計・製作・施工 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

千葉で創業し、２０２０年で５１周年。 

人気アイスクリームチェーン店や、ZOZO マリンスタジアムも私たちの看板です。 

千葉から全国、世界を目指して。街に、心に残る「看板」をお届けしています。 

主な募集職種（名） 営業職（文理共通）・企画設計職（理系限定）・製造職（理系限定） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 自社製造看板製品に関わる営業業務・設計図面の作成・工場での製造 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 10 7 7 千葉工業大 神田外語大 千葉大 千葉商科大 敬愛大 東邦大 日大 

専修学校卒 0 2 0  

高卒 1 1 0 桜が丘特別支援学校 つるまい風の丘分校 

研修制度 
新人研修 工場研修２ヶ月間 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 希望者への外部研修支援 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

アイデア提案制度 

・業務改善、BtoC 製品デザイン等を提案できる制度。 

・採用されると自社ネットショップで販売ができます。 

公的認定 千葉県地域未来牽引企業 

 

カナ シャカイフクシホウジン クジュウクリホーム 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 社会福祉法人 九十九里ホーム 
匝瑳市・横芝光町・ 

香取市・山武市 
有 法人本部 [採用担当] 相澤雅則 

HP アドレス https://www.99-home.com 電話番号 0479‐72‐1400 連絡先メール hp99-home.rijityou@beach.ocn.ne.jp 

当社が求める人物像 明るく、思いやりがある人 人と接する仕事を希望する人 

事業概要 

病院を中核とした高齢者・障害者施設の運営。匝瑳市・横芝光町、香取市、山武市にも施設があり、それら各施設が連

携を組みながら地域に開かれた社会福祉法人として、利用者の方々に良心的なサービスを提供しています。         

また、JR 飯倉駅前に新しい形の「福祉のまちづくり」を目指し、30 年にこども園、昨年 4 月に開設した特養をはじ

め高齢者住宅等の建設を進めています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

地域の人々が安心して暮らせるための福祉サービスを提供することにより、人のために役立ち感謝される仕事です。

創立 80 年を超える歴史のある法人全体で、900 人以上の職員が「やりがい」を目指して働いています。福祉の仕事

に不安がある人も、ご相談に応じます。 

主な募集職種（名）  看護・介護職・保育教諭、他 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  医療・福祉・子育て支援の仕事（高齢者・障害者の介助、レクリエーション、生きがい支援） 有  

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

大卒 ５ ５ １０  淑徳大・城西国際大・和洋女子大・敬愛短大・植草短大他 

専修学校卒 ５ ５ １０  成田国際福祉専門学校・大原学園・千葉医療秘書専門学校他 

高卒 ５ １０ １０ 
銚子商・市立銚子・県立銚子・旭農・東総工・八日市場敬愛・横芝敬愛・匝瑳・松

尾・下総・八街・多古他        

研修制度 

新人研修 
  

法人全体で実施(仕事の内容、心構え、基本的知識・技術) 
入社前準備： 

資格、経験 

施設見学歓迎    

医療・福祉関係の資格者 

優遇, 

(無資格者も就職後に働き

ながら資格取得可能です） 
社員研修  各施設にて実施(福祉介護に関する専門的知識・技術) 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

健康保険・厚生年金・企業年金基金・雇用保険・労災保険・退職金制度、   

その他に法人内職員の親睦会・サークル活動多数あり 
公的認定 

社員いきいき!元気な会社宣言

企業 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ コイデロールテッコウショ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 小出ロール鐵工所 習志野市 無 業務部 [採用担当] 高橋 宏熙  

HP アドレス http://koideroll.co.jp/ 連絡先電話番号 047-475-3811 連絡先メール saiyou@koideroll.co.jp 

当社が求める人物像 
ロール業界はニッチな業界ではないので、入社してからも学ぶことは多いです。 

諦めずに向上心を持ち、間違いがあった場合は受け入れて成長をすることができる人材を募集しております。 

事業概要 

 製鉄・製紙向け金属製圧延ロールのメンテナンス・新規製作 

 発電用ポンプ軸・タービン軸の新規製作 

 （研削加工・切削加工・マシニングセンタ加工） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社は創業 100 年を超える金属加工メーカーです。BtoB の企業である為、 

皆様の目に触れる機会は少ないですがロール業界というニッチな分野において 

業界トップクラスの加工技術・製品への対応力を保有しております。 

主な募集職種（名） ①機械オペレーター（高卒以上） ②営業 ③生産管理 ④品質管理（②～④専門卒以上） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 ①加工機械のオペレーター、②既存顧客の訪問営業、③生産管理 ④検査・設計 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 2 2 1 千葉工業大学・東京成徳大学・国士館大学 

専修学校卒 0 1 1 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校 

高卒 3 0 3 市川工業高校・古和釜高校・木更津総合高校 

研修制度 

新人研修 
社内 OJT を中心とした社員教育の他に外部機関にて、ビジネスマナー・ 

機械加工の基礎・安全教育等を行っています。 入社前準備： 

資格、経験など 

必須資格はないが、当社

業務にに通ずる経験を有

する者は優遇する場合が

ある 社員研修 
資格取得に関する研修（非破壊検査等） 

年に一度、社員全員で行う社員研修あり 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

サンクスフラワー（配偶者の誕生日にお花の贈呈） 

ピカ☆イチギフト（お子様の小学校入学の際にランドセルの贈呈） 

社員の健康管理：食事指導による健康指導や人間ドック費用の会社負担 

公的認定 
 

 

 

カナ コウアガラスカブシキガイシャイチカワコウジョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 興亜硝子株式会社 市川工場 市川市千鳥町 無 総務課 [課長] 柴敏之  

HP アドレス http://koaglass.co.jp/ 連絡先電話番号 047-397-4101 連絡先メール shiba.t@koaglass.co.jp 

当社が求める人物像 責任感があり、コミュニケーション力のある方 

事業概要 化粧品用ガラス容器、薬品用、食品用ガラス容器、抗菌材料の製造・加工販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

国内外の大手化粧品メーカーと取引があり、小ロットから大ロットまで柔軟に生産する事ができます。また、興亜グ

ループで、設計・金型製作・製びん・塗装・プリントまで行えるので、製品化まで短いスパンで行えます。技術力で

は、世界でオンリーワンの製品を製造し販売しています。 

主な募集職種（名） 製びんＯＰ/塗装ＯＰ/検査/設備保全 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
びんを製造する機械のオペレーター、自動塗装機のオペレーター、びんの検査係、 

工場内の設備メンテネンス等 
有 

（製びん/塗装/検査職） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 0  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 8 6 11 市川工業高校、千葉工業高校、行徳高校、市川東高校、松戸向陽高校 

研修制度 

新人研修 雇入れ時安全衛生教育（外部研修）、ビジネスモラル講座（外部研修）等 
入社前準備： 

資格、経験など 

特にありません。 

入社後に必要資格は取得

します。 社員研修 小集団活動、若手リーダー研修、管理者研修、通信教育、英語通信講座 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
入社時有給休暇（2 日）付与、食事補助、懇親会補助金、社員寮等 公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カ）コウイキコウソクネットニイキュウロク 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 広域高速ネット二九六 佐倉市、酒々井町 無 
管理本部 

総務部 
[採用担当] 木場、丹野  

HP アドレス https://www.catv296.co.jp 連絡先電話番号 043-497-0296 連絡先メール h.kiba@catv296.co.jp 

当社が求める人物像 
・常に前向きにチャレンジできる人 

・チームワークを大切にし協調性がある人 

事業概要 

当社は 1987 年 10 月に全国に先駆けて、佐倉市に都市型ケーブルテレビとしてスタートしました。テレビサービ

ス、インターネットサービスや、固定電話サービスは多くの方に親しまれています。現在では、ＦＴＴＨ化（光サービ

ス）や、ＭＶＮＯ事業、光コラボレーション等の新規事業にも取り組んでおります 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

佐倉市をはじめ、千葉県内１５市町を事業エリアとして、地域密着のケーブルテレビ局です。 

地域のブロードバンドのリーディングカンパニーとして躍進しています。 

主な募集職種（名） 営業職、技術職、事務職、放送制作職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

当社サービスの提案を行う営業職、お客様のお困りごと解決や、設備の保守を行う技術職、バッ

クヤードで課金入力業務等を行う事務職、コミュニティチャンネルの番組を制作する放送制作

職があります。 

無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 9 9 

15 

東京情報大、東京成徳大、千葉商科大、敬愛大、和洋女子大、千葉工大、聖徳大、

麗澤大、日本大、城西国際大、帝京平成大、順天堂大、国際武道大 

短大専門卒 2 1 
船橋情報ビジネス、千葉経済短期大学部、東京 IT 会計、大原簿記公務員、東京経

営短期大 

高卒 5 5 佐倉西、佐倉南、佐倉東、犢橋、成田西陵、富里、八街、流山南、大網、他 

研修制度 

新人研修 
新入社員研修（外部、内部）、接遇研修、 

新入社員フォローアップ研修、部門実地研修、他 入社前準備： 

資格、経験など 

運転免許は入社前の取得

が望ましい 

入社後、資格取得支援制

度があります。 社員研修 
階層別研修、職種別研修、コンプライアンス研修、 

マネジメント研修、他 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
全社懇親会、福利厚生サービス 公的認定 

 

 

 

カナ コウエイネンリョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 興栄燃料 株式会社 
千葉市、習志野市、

八千代市、佐倉市 

有  （左記

市内にて） 
総務・人事 [課長] 高橋 英雄 

HP アドレス http://www.koei-e.jp/company/ 連絡先電話番号 043-242-3221 連絡先メール info@koei-e.jp 

当社が求める人物像 先ずは仕事をしなければという気持ちを抱いてる人 

事業概要 エネルギー製品（ガソリン、プロパンガス）の販売、及びそれらを通したカーケア商品、ガス器具の販売、軽作業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

① 地元密着の地域に愛される企業風土不 

② 充実した資格取得制度(危険物乙 4、整備士、設備士、電気工事等) 

③ 不況に強いエネルギー関連事業 

主な募集職種（名） 販売・営業・軽作業スタッフ（自社でのキャリアアップを前提） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
① ガソリンスタンドでのカーケア商品販売・営業、車両の軽作業（オイル交換等、洗車） 

② プロパンガス供給顧客先へのルート営業及び新規顧客開拓、器具取付等の軽作業 

無（受入れ可能だけ

ど応募実績無し） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 3 東京情報大学 

専修学校卒 0 0 2  

高卒 0 0 5  

研修制度 

新人研修 新人・マナー研修等（金融機関、取引先、商工会議所主催） 
入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車免許 

社員研修 販売・営業・商品知識・技術等（取引先、自社内） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

① 約 4 年に 1 回の社員旅行（グァム、サイパン、台湾、韓国等） 

② 積立の財形貯蓄制度 

③ 自社取扱商品の割引制度 

公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ 

ニホンロウジンフクシザイダン 

サクラ〈ユウユウノサト〉 
千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 
一般財団法人 日本老人福祉財団 

佐倉〈ゆうゆうの里〉 
佐倉市 無 ケアサービス課 [ 採用担当 ] 中橋典子 

HP アドレス https://recruit.yuyunosato.or.jp 連絡先電話番号 
043-486-5577 

（内線）630 
連絡先メール 

nakahashi-

nr@yuyunosato.or.jp 

当社が求める人物像 財団ケアスピリット「私にとって、あなたはとても大切な人です」を共有できる人。真面目な人。 

事業概要 
全国 7 か所（佐倉・湯河原・伊豆高原・浜松・大阪・神戸・京都）介護付き有料老人ホームの運営。入居者数は、2500

名（佐倉施設 450 名）。職員は 1190 名（佐倉施設は 190 名） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

1973 年財団設立。歴史と伝統ある有料老人ホームのパイオニア的存在。“元気付き“有料老人ホームの名の元、入居

者はサークルや趣味活動を謳歌。いざ介護が必要になった時は、その方の「人となり」を知る馴染みの職員が看取りま

で対応。入居者に寄り添ったケアを提供している。 

主な募集職種（名） ケアスタッフ（介護職員） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
◆お元気な方～要介護の方までの生活支援（相談・通院・運動）、介護（食事・入浴・排泄）支

援◆様々な行事やリクレーションなども行います。 
有  

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 3 淑徳大学 

専修学校卒 2 4 2 成田国際福祉専門学校、中央介護福祉専門学校 

高卒 2 4 3 千葉県立佐倉西高等学校、千葉学芸高等学校、千葉県立松尾高等学校 

研修制度 

新人研修 
◆入職事前研修（１泊 2 日）では、高齢者知識、会社概要、社会人とし

ての心構えを習得します◆各施設で新人研修 入社前準備： 

資格、経験など 

◆介護職員初任者研修  

（あれば尚可） 

◆介護福祉士（国家資格）

無い場合は、研修費用財団

が負担。 
社員研修 

◆介護職員初任者研修（公的資格）◆介護福祉士実務者研修◆１年目研

修、◆2 年目研修◆3 年目研修◆中堅職員研修など階層別研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

◆年間休日 120 日◆有給休暇は、入社と同時に年 10 日付与。勤続 3 年以上で年

20 日付与◆敷地内宿舎◆職員旅行（年 1 回国内外旅行）◆産前産後休暇・育児休

業・育児時短勤務制度◆食事補助（職員割引価格） 

公的認定 特になし 

 

カナ 

コウエキザイダンホウジンニッサンコウセイカイ

サクラコウセイエンビョウイン 
千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院 佐倉市 無 総務課 [人事採用] 原田一樹 

HP アドレス https://www.sakurakouseien.jp/ 連絡先電話番号 043-484-2161 連絡先メール k-harada@sakurakouseien.jp 

当社が求める人物像 
誰とでもわけ隔てなく話ができ、協力ができる方。 

向上心をもち、常に興味をもちながら業務をしたい方。 

事業概要 病院、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、訪問リハビリステーション、居宅介護支援事業所 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

救命救急や手術をする病院ではなく高齢者医療、リハビリに特化した病院です。 

さくら庭園や旧堀田邸に隣接した緑豊かな療養環境となっています。 

また病院理念に「真心と信頼」を掲げ、理念に沿って患者様のケア、サポートをしています。 

主な募集職種（名） ①：看護補助者（介護士）②：看護師 ③：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

①：患者様への看護補助、介護業務（食事、排泄、入浴等）、 

    レクリエーション業務（立案、進行・運動会、クリスマス会等） 

②：患者様への看護業務 

③：患者様へのリハビリテーション業務 

無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 1 2 武蔵野大学、城西国際大学 

専修学校卒 0 0   

高卒 0 0   

研修制度 

新人研修 就業規則、接遇、医療安全、感染対策など 
入社前準備： 

資格、経験など 
②、③ 各必須免許 

社員研修 
医療安全、感染対策等の院内研修、また各部署主催の勉強会 

その他、院外研修あり 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

永年勤続表彰 

職員寮（1Ｋ：10,000 円 2ＤＫ：25,000 円） 

親睦クラブ：ディズニー日帰り旅行、ホテルディナー、スポーツ観戦等 

保養施設（東急ハーヴェスト） 

公的認定 
 

 

https://www.sakurakouseien.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ サンワテレム 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 三和テレム 松戸市、千葉市緑区 有 総務部 [副部長] 藤倉俊秀 

HP アドレス http://www.sanwa-telem.co.jp 連絡先電話番号 047-388-2255 連絡先メール recruit@sanwa-telem.co.jp 

当社が求める人物像 

地道に技術力をたくわえることのできる方、何かをつくりあげることに喜びを見いだせる方。人とのコミュニケーシ

ョンを大切にし、自ら考え、行動を起こすことのできる人を歓迎します。個人の力には限界があるが、多様な個性を

持った一人ひとりの力をかけ合わせることで、新たな力が生まれることを理解しており、人と共感し、協働すること

のできる人を希望します。 

事業概要 
人をつなぐ事業～街の情報通信インフラの発展に貢献しています／情報通信エンジニアリング事業、IT ソリューショ

ン事業、ファシリティ事業、電気通信工事業、電気工事業、建物総合管理 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

事業そのものが社会貢献です。創業 50 年。情報通信技術ならびいファシリティソリューションが生み出す新たな価

値を通じて、お客様に安心と喜びを提供し、豊かな社会の発展に貢献しています。 

主な募集職種（名）  総合職、技術職 ※出身学部に関わらず文系、理系ともに活躍できます！ 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
情報通信設備の施工、設計、保守に関わる実務スキルを身につけたのち、IoT に関する受注案件

のプロジェクトマネジメントを担当していただきます。将来の幹部候補です。 
有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 1 
3 

江戸川、聖徳、千葉工業、中央学院、日本、流通経済、麗澤、他 

専修学校卒 0 1 大原簿記公務員専門学校千葉校、船橋情報ビジネス専門学校、他 

高卒 0 2 2 市川工業、市立松戸、清水、沼南高柳、松戸国際、松戸六実、拓殖大学紅陵、他 

研修制度 

新人研修 
ビジネスマナー、社会人基礎力、技術研修等。詳細は下記 URL に掲載 

http://www.sanwa-telem.co.jp/recruit/hrdevelopment/ 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許を内定～

入社までに取得（AT 車は

限定解除）。※資格は入社

後に順々に取得でき、奨

励金制度があります。 
社員研修 

・協力会社の社長たちと同席の、士業や専門家が登壇する勉強会 

・各種外部セミナーの受講 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・社員旅行は近年は、北海道、京都・琵琶湖、愛媛松山・道後温泉等。 

・福利厚生施設として、全国の会員制高級リゾートホテルを利用できます

（リゾートトラスト社ベイコート倶楽部、エクシブ） 

公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業、ISO9001:2015

認証取得済 

 

カナ シシクラ カブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 宍倉 株式会社 
千葉市・袖ヶ浦市 

大網白里市・いすみ市 
有 管理部 [採用担当] 千葉健司 

HP アドレス http://www.s-leo.com 連絡先電話番号 0470-82-6001 連絡先メール kchiba@s-leo.com 

当社が求める人物像 地元に貢献したい方。人の笑顔が好きな方。何かにチャレンジしたい方。 

事業概要 食品スーパーマーケット「レオ」「主婦の店」を展開 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
創業２３０年。地域ごとの特性やイべントに応じたお店作り。新しいことにチャレンジできる社風。 

主な募集職種（名） 総合職（スーパー・コンビニ店長候補、販売、食品技術職、バイヤー、本部スタッフ） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 スーパーマーケット部門のマネジメント 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 2   明海大学、千葉商科大学、帝京平成大学、城西国際大学 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 
ビジネスマナー研修・座学研修・ＪＯＢローテーション研修。 

 入社前準備： 

資格、経験など 
無し。 

社員研修 セルコグループ研修・商品損益管理者研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

マイカー通勤可、借上げ社宅制度有、退職金制度、報奨金制度 

加入保険（健康・厚生・雇用・労災） 
公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

http://www.sanwa-telem.co.jp/
mailto:recruit@sanwa-telem.co.jp
http://www.sanwa-telem.co.jp/recruit/hrdevelopment/
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ シノザキウンユ カブシキカイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名     篠崎運輸 株式会社 

柏営業所・野田セン

ター・野田第２セン

ター・千葉営業所 

有 無 総務部 [理事] 長谷川隆    

HP アドレス http://www.nexus-shinozaki.co.jp 連絡先電話番号 048-788-8000 連絡先メール 
Takashi_hasegawa@nexus-

shinozaki.co.jp 

当社が求める人物像  考える力（イメージ力・創造力・課題解決力）、挑戦力、協調とコミュニケーション、物流に関心が高い学生 

事業概要  大手スーパー様、業務スーパー様へ商品をお届けするまでの一連業務（運輸、倉庫、通関、３ＰＬ等） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 設立以来売上連続上昇、100 億円突破、拠点拡大中、オンリーワン物流企業、階層別研修・総務部研修充実、      

温かい会社風土で若手も成長可能な環境、新卒採用７年目の実績、千葉県内に４拠点、 

主な募集職種（名） 
 総合職（３年以内はセンターで国内物流をしっかり学び、設定した本人のキャリアパスに沿っ

たジョブローテーションを行い、研修等で成長をさせていくため、総合職で採用します） 

インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
 センター内の商品管理業務（はじめは入荷～検品～棚入れ～ピッキング～梱包～出荷の一連

業務を研修し、その後センター内の環境や物流業務改善を早くから研修していく） 
有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ３ ４ ５ 県内大学０ ※県外（拓殖、専修、東京経済、立正等）千葉県内新卒出身２名 

専修学校卒    県内０ 

高卒 ７ ３ ３ 県内２ 流山おおたかの森高校、流山高校 新卒２名 

研修制度 

新人研修 
 ビジネスマインド研修、物流基礎研修、ビジネスマナー研修、イベント 

 総務部研修（プレゼン、コミュニケーション）、個別面談(メンター) 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許取得を推

奨、「ロジスティクス」を

勉強しておくと理解が早

い 社員研修 
 階層別研修（ビジネスマネジャー研修、リーダー育成塾、部下育成研修、

ビジネスマナー研修、ロジスティクス研修） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 新卒新入社員研修期間中にフォークリフト資格取得補助制度、通勤費実費

支給（上限有）、BBQ 企画 
公的認定 特に無し 

 

 

カナ シンセツウンユ カブシキガイシャ 
千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 新雪運輸 株式会社 野田市  無 管理部 [ 人事担当 ]石田英昭  

HP アドレス http://www.shinsetsu.co.jp 連絡先電話番号 048-269-1441 連絡先メール Ishida-h@shinsetsu.co.jp 

当社が求める人物像 
安全運転に対する理解はもちろんですが、明るく元気で素直なことがお客様から安心してお仕事を任されることにつ

ながるので、あたりまえのことを真面目に出来る人を求めます。 

事業概要 関東圏内にて大手食品メーカー様等の食品輸送および物流センター運営業務をおこなっております。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業以来一貫して食品物流を営んでおり、安定的な業務と言えます。早くから安全対策を強化し、働きやすい環境を

整えるため、ドライバーで組織する向上委員会が従業員満足を高める取り組みをおこなっています。最近では女性の

ドライバーも増え、全体の 1 割以上になってきました。 

主な募集職種（名） トラックドライバー 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 乳製品の輸配送業務（都内の小中学校等への配送業務） 有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 0  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 3 関宿高等学校・流山北高等学校 

研修制度 

新人研修 入社初日の新人研修  
入社前準備： 

資格、経験など 

準中型運転免許 

社員研修 安全運転講習 エコドライブ運転講習 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

がん保険加入制度 高級ミニバン無料貸出制度 資格取得制度 

インフルエンザ予防接種費用助成制度 各種報奨金 従業員紹介制度 

ボウリング大会 安全標語大会 工場見学会 屋形船懇親会 

公的認定 
千葉県若者応援宣言企業 

（2017 年） 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ シンワケンセツカブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 進和建設 株式会社 千葉県内  無 総務部 [採用担当] 石原陽子  

HP アドレス http://www.sinwa-k.jp 連絡先電話番号 0436-22-8181 連絡先メール y-ishihara@sinwa-k.jp 

当社が求める人物像  やる気があり、はきはきとした元気な方 

事業概要  官公庁並びに民間企業発注の工事の積算、施工管理、設計等を行う総合建設業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
 国土交通省、千葉県、市原市など優良工事表彰を多数受賞する等、品質管理安全管理に高い評価を頂いております。 

主な募集職種（名） 
 建築施工管理技士 

土木施工管理技士 

インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  施工計画、品質・工程・安全の管理、工事の予算管理 

無 

（希望あれば   

受入可） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 0  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修  弊社グループ会社所有の研修施設にて新人研修あり。 
入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車運転免許 

社員研修  外部機関にて随時研修あり。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
 フリードリンク、社員旅行（国内・国外）等、福利厚生の充実 公的認定  ISO9001 取得 

 

カナ シンワサンギョウ カブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 信和産業 株式会社 八千代市 無 総務課 [担当] 国分良子 

HP アドレス https://shinwa417.co.jp/ 連絡先電話番号 047-458-5811 連絡先メール r-kokubu@shinwa417.co.jp 

当社が求める人物像 

弊社の仕事はどの部署においても”チーム”で行います。よって「みんなで話し合い、仕事を進める協調性」がある方 

毎年のように新しい設備の導入などいろいろな事にチャレンジする社風なので、「今迄の方法よりも、より良い方法を

考える改善意欲」のある方 を求めております。 

事業概要 食品パッケージの製造・販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

平成 18 年 7 月に設立したまだ若い会社ですが、毎年のように新しい設備を導入し、技術力・生産力を向上させてお

ります。お取引先が大手食品メーカーなので、安定性が高く、転勤も基本ないので千葉県で長く・安定した仕事をす

ることが出来る会社です。 

主な募集職種（名） 総合職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
生産職：生産設備を操作し、フィルムの印刷や加工を行います 

営業職：お取引先担当者と商談し、新しいパッケージの企画・提案を行います 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 10 3 3～6 日本大学、國學院大學、和洋女子大学、東京情報大学、国際武道大学 

専修学校卒 2 3 2～5 国際理工情報デザイン専門学校、千葉職業能力開発短期大学 

高卒 5 7 4～9 八千代西高校、船橋二和高校、佐倉西高校、船橋豊富高校、船橋古和釜高校 

研修制度 

新人研修 

入社後、約 1 ヶ月間社内にてほぼすべての部署を回り・研修を行います。ま

た同時並行で社会人としてのマナー・報連相、食品パッケージの基本を座学

で学んで頂きます。 入社前準備： 

資格、経験など 

特にございません。 

ただ出来ればアルバイト

や部活・サークル活動な

ど集団で物事に取り組ん

でほしいです。 社員研修 

今年から千葉県が主催する千葉県の中小企業向け採用力向上サポートプロ

グラムでも講師として指導されている岸守先生をお招きし、各階層のでの研

修も開始しました。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

行事：毎年 新年会・ボウリング大会・バーベキュー大会、2 年ごとに社員

旅行を行っております。その他 半年ごとに部署ごとでコミュニケーション

会という食事会を会社負担で行っております。 

公的認定 
“社員いきいき！元気な会社”

宣言企業 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキカイシャ スウィングベーカリー 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 スウィングベーカリー 印西市 無 管理部総務課 [ MGR] 小林 和人 

HP アドレス 無 連絡先電話番号 0476-45-1600 連絡先メール Kazuto_kobayashi@swb.co.jp 

当社が求める人物像 失敗を恐れずに積極的にチャレンジできる方。 明るく前向きに何事も取り組める方。 

事業概要 食料品製造業【セブン-イレブンで販売するパンやドーナツを製造する専用工場です。】 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
小売業最大手のセブン-イレブン取引先です。多国籍の方が働き、エネルギッシュで意欲に満ち溢れています。 

主な募集職種（名） パン製造（5）名 生産管理業務（1）名  
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
パン製造：製造ラインの管理。 

生産管理業務：製造工程の管理。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

大卒 0 0 6 千葉工業大学、秀明大学、 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 2 1 6 成田西陵高校、下総高校、佐倉東高校、東京学館船橋高校 

研修制度 

新人研修 新入社員研修、外部研修、通信教育 
入社前準備： 

資格、経験など 

自動車免許所持 

資格や経験：不問 
社員研修 外部研修、通信教育 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
製造したパンの余剰品の販売 公的認定 

 

 

 

カナ スカイカーゴビジネス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 スカイカーゴビジネス 成田市 無 業務部 [ 部長 ] 星 祐一 

HP アドレス http://skycargobusiness.rexw.jp 連絡先電話番号 
0476-90-5652（携帯 

070-5022-4443） 
連絡先メール y.hoshi@skycargo.co.jp 

当社が求める人物像 

航空貨物は高価な物等が多数ありますので、取り扱いは安全性・正確性が求められます。その為、様々なルールが取り

決められており、それに基づいて作業を行なう必要がありますので、責任感があり、周囲の者と共同作業が出来るこ

とが必須となります。また、日々、改善が必要ですので、カイゼンの意識を常に持って行動出来る方を望みます。 

事業概要 

成田空港・羽田空港等で輸出入される航空貨物の取り扱いを行なっています。航空貨物は封筒のような小さな物から

2m を超える高さの大型貨物まで様々な形状をしています。私たちは貨物を一つ一つ確認し、最善の方法で貨物の取

り扱いを行なっております。日本と諸外国との間で、国際貨物物流は盛んになり、その一翼を担っています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

航空貨物は日本と諸外国との間で様々なモノを運んでいます。航空貨物の魅力は「スピード」です。何千キロも離れた

国へ数時間でモノ届けることは、現代の社会情勢にマッチングしています。しかし、スピードだけに気を取られてし

まいますと、正確性が損なわれますので、その 

主な募集職種（名） 航空貨物ハンドリング 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
輸出入される航空貨物取り扱い。（トラックへの積み込み・取り下ろしや航空機の搭載する ULD

（コンテナ等）へ貨物を積み付け又は取り下ろしなど） 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 1 3 秀明大学・流通経済大学・日本大学・帝京平成大学 

専修学校卒     

高卒 1  3 千葉黎明高校・成田西陵高校 

研修制度 

新人研修 社会人マナー研修・航空保安教育・危険物教育 
入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車運転免許 

社員研修 リーダー研修（外部機関） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

健康診断年 2 回実施（インフルエンザ予防接種も実施）・新潟県、湯沢にリゾー

トマンション 1 室利用可能・互助会制度あり（夏は BBQ/冬は忘年会を実施・

遊園地チケットの購入費用補助） 

公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ シャカイフクシホウジンセイシンカイ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 社会福祉法人 斉信会 千葉市花見川区 有 サービスセンター [課長] 山田隆志  

HP アドレス https://seishinkai.native365.net/ 連絡先電話番号 043-350-1550 連絡先メール seishinkai.yamada@gmail.com 

当社が求める人物像  「人の役に立ちたい」という思いを持って、明るく快活に行動できる方 

事業概要  主に知的障害のある方に対して、生活の様々な面からサポートする事業となります。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 平成 30 年 6 月に「ユースエール認定企業」となりました。 

 安心・安全な施設運営を心掛け、労務環境の良さが自慢です。 

主な募集職種（名）  生活支援員 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  主に知的障害のある方に対し、日常生活における様々なサポートをする仕事です。 
無 

（実習の受け入れ可能） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 2 4 未定 国際武道大学、淑徳大学、聖徳大学 

専修学校卒 0 1 未定 千葉こども専門学校、千葉県立農業大学校、千葉明徳短期大学、千葉女子専門学校 

高卒 0 0 未定  

研修制度 

新人研修  新人社員研修（3 日間） 

入社前準備： 

資格、経験など 

望む 

社会福祉士 

介護福祉士 

保育士 

自動車運転免許 

社員研修  薬の勉強会（2 ヶ月に 1 度）、職場内研修会（1 ヶ月に 1 度） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

有給休暇取得率 75.2％（令和 1 年度実績） 

育児休業取得実績あり 
公的認定 ユースエール認定 

 

カナ ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ｾﾝｼﾞｭｶｲ ｲｽﾞﾐｴﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 
千葉県内 勤務地 

転勤の有

無 
採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 社会福祉法人 泉寿会 いずみ苑グループ 千葉市若葉区 有 人事 [学卒担当] 山初世津子  

HP アドレス http://senjyu-kai.com/ 連絡先電話番号 043-232-2601 連絡先メール job@senjyu-kai.com 

当社が求める人物像 
人に寄り添って、生活を支えたいと思える方。 

新しい取り組みにチャレンジしてみたいと思える方。 

事業概要 
千葉市若葉区で４施設 12 の高齢者福祉事業を運営しています。転勤はありますが、すべて若葉区内での転勤になり

ますので、住居を変更するようなことはありません。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

景気に売り上げが左右されないのが特徴です。そのため不景気の時でも必ずベースアップや賞与があります。 

新卒採用に力を入れており、福祉を学ばない学生にも福祉を伝えるカリキュラムがあります。 

主な募集職種（名） ケアサポーター（介護職）、栄養士、機能回復訓練士（作業療法士、理学療法士） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
高齢者の方の生活を支えるのが仕事になります。他職種連携で日々の生活に必要なことを提供

できるようにしています。 ○有  無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 2 1 3 
植草学園大学・短期大学、敬愛大学、和洋女子大学、千葉商科大学、帝京大学、了

徳寺大学、淑徳大学、大正大学、城西国際大学 

専修学校卒 0 2 2 京葉介護専門学校、中央介護専門学校 

高卒 3 1 1 泉高等学校、千城台高等校、桜林高等学校、植草学園付属高等学校 

研修制度 

新人研修 2 か月半の配属前研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

栄養士と機能回復訓練士は資

格取得見込みであること 

ケアサポーターは資格不問 社員研修 
外部研修への参加 

外部講師によりマネジメント研修（役職・中堅） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
新人歓迎会、忘年会、社員旅行 公的認定 ユースエール 

 

mailto:job@senjyu-kai.com
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ セントケアチバ カブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 セントケア千葉 株式会社 千葉市中央区 有  
事業部 

採用担当 
[ 係長] 高吉／飯村  

HP アドレス https://chiba.saint-care.com/ 連絡先電話番号 043-203-0720 連絡先メール chibasaiyo_sc12@saint-care.com 

当社が求める人物像 人と関わることが好きで、様々なことに興味を持ち前向きに取り組める方 

事業概要 在宅介護事業（訪問入浴・デイサービス・グループホーム等の全 14 サービスを千葉県で展開しています） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

安心と満足と喜びという信頼をサービスと商品で提供する。“寄ってたかって現場を良くする”を大原則としお客様サ

ービスに徹しています。 

新卒向けフォローアップ研修やメンタルフォロー体制あり。※他多種多様な研修あり 

介護福祉士取得に向けたプログラムを用意。介護のスペシャリストとして成長することが可能です。 

主な募集職種（名） 介護職（訪問入浴・デイサービス・グループホーム・有料老人ホーム等） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
訪問入浴・デイサービス・グループホーム・有料老人ホームなど配属先の営業所にて介護現場へ

従事して頂きます。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 4 4   

専修学校卒     

高卒 4 4 4 
愛国学園附属四街道高等学校、佐倉東高等学校 

安房高等学校、上総高等学校 

研修制度 

新人研修 入社時研修、新卒フォローアップ研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許（AT 可） 

入社までに原則取得 

介護職員初任者研修 

入社後、業務内にて取得 
社員研修 

サービス毎テーマに沿った定例研修、認知症ケア研修。介護技術研修、役割

毎の研修等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

◆賞与２回/年◆退職金制度◆リフレッシュ休暇３日/年◆特定処遇改善（介護福祉士実務経験に応じて支給）◆処遇改善加算金別途支

給/年２回◆社会保険完備◆昇給有◆有給/産前産後/育児/介護休暇◆制服貸与◆交通費全額支給 （ 車通勤可 社内規定により支給 ）

◆研修制度有◆資格取得支援制度有◆インフルエンザ予防接種補助制度◆ほっとライン（第３者相談通報窓口）◆社員割引制度（余暇

利用）◆団体長期障害所得補償  他 

 

カナ ユウゲンカイシャ ソウゴウデンセツ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 有限会社 綜合電設 千葉市緑区 無  [代表取締役]宮下賢一  

HP アドレス https://sogodensetu.co.jp 連絡先電話番号 043-291-2242 連絡先メール join_us@sogodensetu.co.jp 

当社が求める人物像 

・新しい仕事に楽しんでチャレンジできる方。 

・自分の意見をはっきり言えて、他人の意見をしっかり聞ける方。 

・施工先で失礼のない程度にしっかり挨拶ができる方。 

事業概要 
防犯防災工事通じて、安心安全を提供しています。大手警備会社のセキュリティ工事が主ですが、近年は落雷抑制型

避雷針工事や一般電気工事も行っています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

４年前に創業者から二代目に代替わりし、大きく社風が変わりました。 

・一社下請から脱して複数の大手会社から仕事を直接受注し、公共事業も受注して地域に貢献しています。 

さらに、防犯コンサルティングを引き受けるなど、業務の幅が広がっています。 

主な募集職種（名） 工事担当者 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 事務所、店舗など主に既設建物内で施工を担当します。 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒  1 ２ 千葉県立千葉工業高校 

研修制度 

新人研修 
・厚生労働大臣認定の研修プログラムを 1 年間で実施します。 

・Off-JT、OJT 合計約 900 時間で必要な知識技能経験が身に付きます。 入社前準備： 

資格、経験など 

自動車運転免許は MT を

取得ください 
社員研修 

・年数回、技術向上や労働安全衛生などの全員研修を行います。 

・自分が仕事で使えると思う研修は、会社が補助します 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
・通勤用自家用車には会社負担でドライブレコーダー設置 公的認定 

 

 

https://chiba.saint-care.com/
mailto:join_us@sogodensetu.co.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ ソーサ カブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 ＳＯＳＡ 株式会社 山武郡横芝光町 無 総務部人事課 [採用担当] 武川宏美 

HP アドレス http://www.sosa-co.com/ 連絡先電話番号 0479-74-3517 連絡先メール h.mukawa@sosa-co.com 

当社が求める人物像 

 “CHANGE for the NEXT” 

 1.挑戦 成長、目的意識をもって行動できる人 

 2.コミュニケーション能力があり、協調性のある人 

事業概要 当社は解体工事全般を請け負う、プロフェッショナル集団です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

大手ゼネコンから一般エンドユーザー様まで幅広くお取引をさせて頂いております。社会やお客様のお困りごと(ＳＯ

Ｓ)へ正面から真摯に向き合い、ＳＯＳＡの持つ技術力や経験、人間力をすべて結集することで解決策をご提示し、安

心して頂ける答え(Answer)を導き出し世の中に貢献してまいります。 

主な募集職種（名） 施工スタッフ 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
解体工事に伴う法令等を遵守し、工事完了までを SOSA というチームで施工して頂きます。チ

ームの一員となり、SOSA の新しい風となってください。 
有 

（8 月～12 月） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 2  

専修学校卒 0 0 2  

高卒 0 3 5 横芝敬愛高等学校 

研修制度 

新人研修 
マナー研修、建設業法・産廃法について、社内・現場のルール 

現場研修、工事課研修、積算研修、特別教育・技能講習にて資格取得 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許(オートマ

限定不可)または、準中型

免許 社員研修 
建設業法、産廃法、社内・現場のルール、現場研修、工事課研修、積算研修 

、特別教育・技能講習にて資格取得 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

運転免許取得費用支援制度、資資格取得支援度(費用完全バックアップ)、独

身寮(月額￥30.000-光熱費込)、通勤兼自家用車レンタル制度有(初年度無

料)、スマホ支給、制服貸与、野球部(軟式)、e-Sports 部あり 

公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

カナ ダイヤベルツリーフーズ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ダイヤベルツリーフーズ 山武郡芝山町 無 総合管理部 [部長] 杉田 恭兵 

HP アドレス http://park12.wakwak.com/~daiyabelltree/ 連絡先電話番号 0479-85-7750 連絡先メール belltree-003@af.wakwak.com 

当社が求める人物像 １）明るく前向きな対応が出来る方 ２）スピーディな動作が出来る方 ３）多彩な試案が出せる方 

事業概要 カット野菜製造業（主に量販店・テーマパーク・外食・病院向けに 1 次加工・2 次加工・最終加工を行い納品） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

2017 年に新工場へ移転し、綺麗な工場で勤務出来ること。また、顧客は大手量販店・テーマパークを中心に安定し

た受注確保可能。社風は自由な風土で、早期に活躍可能。 

主な募集職種（名） 製造職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 野菜カット・規格計量作業・惣菜キット製造・その他付随する業務 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 0  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 1 1 10 下総高校、横芝敬愛高校、多古高校、成田西陵高校 

研修制度 

新人研修 新入社員研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 無 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 

無 公的認定 無 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ タケムラデンキコウジ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 竹村電気工事 株式会社 八街市 無 総務部 [担当] 山城啓生 

HP アドレス www.tden.jp 連絡先電話番号 043-440-1901 連絡先メール eigyou@tden.jp 

当社が求める人物像 明るく健康で素直な人物 

事業概要 主として千葉県内の電力送電線設備（電線・鉄塔）の建設および保守メンテナンス 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

重要なライフラインの建設保守を東京電力パワーグリッド株式会社より直接請け負っています。業界内での評価も高

く経営は安定しています。社員も若い世代が多く社員同士仲良く活躍しています。 

主な募集職種（名） 工事管理業務（高卒、大卒）、現業職：電工（高卒） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 工事管理：工事の計画準備から施工管理、書類作成など、現業職：鉄塔電線工事の現場作業 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ０ １ ２ 帝京平成大学 

専修学校卒 ０ ０ ０  

高卒 ２ ０ ２ 八街高校、成田西陵高校 

研修制度 

新人研修 社内研修、東電における合同研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車運転免許 

ＭＴ車運転可が好ましい 
社員研修 技術研修、安全研修、その他適時技能資格取得 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

総合生活保険ＧＬＴＤ加入 

社員旅行、ＢＢＱ大会、野球部 
公的認定 

社員いきいき！元気な会社宣言

企業、若者応援宣言企業 

 

カナ タテヤマコンクリート カブシキカイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 館山コンクリート 株式会社 君津市 無 総務部 [総務部長] 諫山ルミ 

HP アドレス https://www.tatecon.com 連絡先電話番号 0470-22-1589 連絡先メール isayama@awa.jp 

当社が求める人物像 
製造メーカーとして、ものづくりに興味のある人物や、資格・技術を取得し向上心のある人物を求めます。 

また、職場において自身が活躍することで、会社とともに成長する事を楽しめる人物を求めます。 

事業概要 
社会基盤整備を支える建設資材だけでなく、民間需要も取り入れたプレキャストコンクリート（コンクリート製品）

の製造販売を主な事業としています。また、長期寿命化を図る取り組みから、新たな製品を開発・製造しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

館山から君津へ新たに工場を新設し、住環境や労働環境にやさしい高流動コンクリートを使用して、従来のコンクリ

ート製品とは違った美観や形状の自社オリジナルの製品を多く製造しています。社内の雰囲気も風通しよく、快適で、

社員の一人一人を大切にしており、就業環境の改善に常に力を入れています。 

主な募集職種（名） 製造をはじめ（基本）とし、技術経験を経て、技術管理・運搬などを務めてもらいます。 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 製造工：鉄製の型枠を清掃し、型枠油を塗布した後にコンクリートを打設、成形します。 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 0  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 3  

研修制度 

新人研修 特にありません。 
入社前準備： 

資格、経験など 

特に問いません。 

就業後の自動車免許取得

等も可能です。 社員研修 特にありません。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 

公的認定 

立地計画 認定（がんばる市町村連携） 

経営力向上計画 認定 

君津市 指定企業 指定 

事業継続力強化計画 認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ タナベケンセツカブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 田辺建設 株式会社 市原市 無 管理部 [採用担当] 大原 薫 

HP アドレス http://tanabe.biz/ 連絡先電話番号 025-544-3333 連絡先メール ohara@tanabe-kensetu.co.jp 

当社が求める人物像 
自ら考え、行動する人（自ら物事を考え、課題解決に向けて行動力をもって取り組む） 

責任感のある人（困難な課題に対しても辛抱強く取り組み、最後まで責任をもってやり遂げる） 

事業概要 
■公園・道路・鉄道・橋梁・港湾等 ■オフィス・商業ビル・マンション・工場等の設計施工、余暇関連事業の開発 

■工場の改修や商業ビル・住宅などのリフォーム  ■土地建物など不動産再有効利用の企画、資産形成への支援 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業以来、お付き合いのある企業様とのお取引が多い為、お客様からの信頼は絶大です。 

近年は、永年に亘る信用の積み重ねにより、新しいお客様をご紹介していただくこが多々あります。 

主な募集職種（名） 建築施工管理職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
建築施工管理の仕事。 

建築は工場内の現場で、新設より修繕工事がウエイトを占めています。 
有 

（3 日間～2 週間） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

大卒 1 2 2  

専修学校卒 3 2 3  

高卒 0 0 2 千葉経済高校 

研修制度 
新人研修 

会社概要、就業規則等の説明、現場見学会の社内研修。 

エチケット、マナー等の外部研修。 
入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車免許。 

社員研修 安全関連の外部講習等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

企業版 401ｋ、 

借り上げ社宅制度、永年勤続表彰制度、業績表彰制度等 
公的認定  

 

カナ チバエンジニアリング カブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 千葉エンジニアリング 株式会社 
千葉市美浜区・   

印西市笠神 
無 営業部 [部長] 片平好美 

HP アドレス http://www.chiba-eng.co.jp 連絡先電話番号 043-244-2311 連絡先メール adm@chiba-eng.co.jp 

当社が求める人物像  ハキハキとした明るい対応と自己の健康管理がしっかりと出来、協調性のある方 

事業概要 

【現地調査・室内試験・総合解析】地質・土質調査、地盤解析等の地盤関連業務を専門とするエンジニア。道路や橋な

ど社会インフラ整備に欠かせない地質調査。全国各地の様々な地盤を対象に、ボーリング機械を使用して調査したデ

ータの分析を行う。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社の強みは、ほとんど外注業者を使わず「調査」「試験」「解析」を自社で完結する一貫施工。同僚同士である事で、

意思疎通がスムーズ、知識の共有化が顧客の信頼獲得に繋がり顧客リピート率 80％以上です。業界内でも注目を浴び

る会社へと成長し、また社員が地質調査の「匠」として協会から高く評価されています。 

主な募集職種（名） ① 地質調査  ② 土質試験  ③ 技術 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 ① 現場にてボーリング作業 ② 土の性質を調べる ③ 現場や試験データのとりまとめ 
有 日大生産工学部

（毎年 8 月） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1    日本大学生産工学部、東京情報大学 

専修学校卒     

高卒 1 1 4  八街高等学校 

研修制度 
新人研修 会社の基礎知識（会社概要～経営方針の説明など） 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 技術主体の勉強会（年 10 回程度）誰でも参加出来ます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

今年はコロナウイルスの影響で中止ですが、野球大会・社員旅行（全額会社

負担）新社屋屋上でのバーベキューパーティーなどの多数のイベント開催

し、社員一人一人の顔が見える会社です。 

公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ チバヨウギョウ カブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 千葉窯業 株式会社 
千葉市中央区・ 

柏市・横芝光町 
有 総務部 [採用担当] 林 拓弥 

HP アドレス http://www.chibayogyo.co.jp/ 連絡先電話番号 043-221-7221 連絡先メール t.hayashi@chibayogyo.co.jp 

当社が求める人物像 

正直に真正面から向き合うことのできる誠実さ。自分の仕事を最後までやり抜く責任感。困難に直面してもポジティ

ブに考え、立ち向かい、突破する強さ。自分で考え、即実行のできる行動力。相手の話を聞き、自分の意見を伝え、人

の和を作ることが出来るコミュニケーション能力のある方を求めます。 

事業概要 

都市建設に使用されるコンクリート製品の総合メーカーです。 

当社の製品は災害時の液状化対応、街の美観向上のための電線類地中化、自然にやさしい環境製品など安心・安全な

都市作りに貢献しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業 99 年の老舗企業であり、大正 10 年の創業からおよそ 1 世紀の歴史があるので、安定した基盤のある会社で働

きたい方にピッタリです。これまで震災復興事業や空港建設、東京オリンピック事業等に参画してきました。社会貢

献度が高く、人々が安心できる未来をつくる会社です。 

豊富な商品ラインナップがあり、顧客の多様なニーズに対応できる営業力と柔軟な発想が千葉窯業の強みです。 

主な募集職種（名） 営業職、技術職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
・営業職：建設工事に使用する各種コンクリート製品の提案営業をします。 

・技術職：コンクリート製品の品質・生産管理を担当します。 

有 

（1∼2月 1day開催） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ２ ４ １０ 国際武道大学・千葉工業大学・千葉商科大学・中央学院大学・東京情報大学 

専修学校卒 ０ ０ ０  

高卒 ２ ０ ２ 千葉経済大学付属高校、千葉商業高校 

研修制度 

新人研修 ビジネスマナー研修、工場実習、フォローアップ研修 
入社前準備： 

資格、経験など 
不問 

社員研修 階層別研修、職種別研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
・リゾート施設利用補助制度  ・社内表彰制度 ・資格取得奨励制度 公的認定 

 

 

 

カナ カブシキガイシャ ディーシーエム 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ディーシーエム 佐倉市・四街道市 有 無 通信事業部 [採用担当] 松永史朗  

HP アドレス http://www.dcm-gr.jp/ 連絡先電話番号 043-483-0067 連絡先メール matsunaga@dcm-gr.jp 

当社が求める人物像 
携帯電話・スマートホンに興味があり、人と接することが好きな方。 

相手の言葉を理解し、自分の意思を伝えられる方。 

事業概要 
携帯電話やスマートホンの新規・機種変更やサービス内容変更・使用方法・故障受付等。その他ドコモに付随した 

サービスの販売など。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

教育担当のもと、業務の事はもちろん社会人としてのマナーも育成プログラムに採り入れております。先輩がしっか

りサポートするので、離職率が低いのが自慢です。何かあればみんなが自然に声をかけてくれます。責任者を中心に、

同年代のスタッフが多いので全員が近い存在です。 働きやすく、自然に馴染めるので長期期間働ける環境です。  

主な募集職種（名） 携帯電話及び周辺機器の販売 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 ドコモショップでの携帯電話の販売、料金プランの説明、修理等の接客常務。 有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0  敬愛大学 

専修学校卒 0 0 全体で 5 名  

高卒 5 8  八街・佐倉南・佐倉西・成田西陵・富里・四街道・四街道北・若松・船橋北他 

研修制度 

新人研修 

教育担当のもと入社から数か月間、社会人としてのマナーから簡易業務→実

務業務へと段階を踏んで進めます。併せてＮＴＴドコモの研修も取り入れ、

概ね 7 月から各店舗へ配属となり 1 人 1 名の教育担当が研修を行います。 入社前準備： 

資格、経験など 

必要資格などは特にござ

いません。なるべく多く

の方々とのコミュニケー

ションをとり、自分を磨

いていただきたい。 社員研修 

ＮＴＴドコモ主催の研修（新入スタッフ入店時研修・各スキル実践研修等）。

その他、業務に資するとして会社が認めた資格・研修については全額補填と

なります。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
生命保険加入・社員旅行 公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ トウアガイギョウ カブシキガイシャ チバジギョウショ 
千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 東亜外業 株式会社  千葉事業所 千葉市中央区  無 総務室 [室長]  丸 貴大  

HP アドレス http://wwｗ.toagaigyo.co.jp 連絡先電話番号 043-261-0167 連絡先メール marut@toagaigyo.co.jp 

当社が求める人物像 ヤル気のある方、元気な方、誠実な方、目標を明確にし最後まであきらめずチャレンジできる方 

事業概要 JFE スチール構内において各種設備の補修・メンテナンス工事並びに新規建設・改造工事等 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
安全・品質・技術力にプライドをモットーにお客様への貢献・満足度 100％を目指しております。 

主な募集職種（名） 機械整備技能士（高校生向け）、プラントエンジニア（大学生向け） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 製鉄所各種設備の補修・メンテナンス工事並びに各種工事の現場監督（プラントエンジニア） 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 2 敬愛大学様・帝京平成大学様（中途） 

専修学校卒 0 0 1 千葉工業高校様、京葉工業高校様・茂原樟陽様・市川工業高校様 

高卒 1 0 6 館山総合様・泉高校様 他 

研修制度 

新人研修 安全衛生教育、道工具を用いた実技トレーニング（約 15 項目）等 
入社前準備： 

資格、経験など 

不問 

（プラントエンジニアの

み普通自動車免許 AT 可） 社員研修 技能向上訓練、自己啓発向けセミナーへの参加等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社宅完備、社会保険、雇用保険、労災保険、退職金制度、企業年金、各種手

当の充実、資格取得制度、各種表彰制度等 
公的認定 

 

 

 

カナ トウキョウガスライフバルチバ カブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 東京ガスライフバル千葉 株式会社 
千葉市・佐倉市・ 

木更津市他 
有 企画総務部 [ 採用担当 ]小山田健人  

HP アドレス http://www.tglv-chiba.com 連絡先電話番号 043-204-4126 連絡先メール lv-chiba.saiyou@tg-lifeval.com 

当社が求める人物像 

当社求める人物像は「人の役に立ちたい」「人と接する仕事をしたい」という姿勢、そして「自分で考えて行動したい」

という意欲を持った方です。今の時点で自信がなくても大丈夫です。大切なのは「学びたい」「成長したい」という向

上心。この思いがあれば、当社で必ずスキルアップできると確信しています。 

事業概要 
千葉県における「東京ガスの顔」として、千葉市・佐倉市・木更津市を中心に、お客さまへガスと電気のトータルエネ

ルギーを基盤とした住宅設備機器等のご提案など住まいに関する「サービス」を提供する会社です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

弊社は「暮らしのコンビニ」をコンセプトに地域に密着し、お客さまの「お困り事」を解決し、生活価値を向上できる

よう仕事に取り組んでいます。また、お客さまからの「ありがとう」をやりがいとして、困ったことがあれば社員同士

助け合う環境が整った社風なので安心して仕事に打ち込めることも魅力です。 

主な募集職種（名） 総合職(保安系、技術系、営業系、事務系)  
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

1、住まいに関わる機器の販売施工・ガス機器修理、2、東京ガスの委託業務、3、住宅の増改

築・リフォームプランニング・施工・メンテナンス、4、住宅・事務所・その他建物のガス設備・

空調設備・給排水設備等の設計・施工、5、家庭用燃料電池、太陽光発電システム等の環境商材

の販売・施工 

有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 16 14 26 千葉工業大学、敬愛大学、城西国際大学、千葉商科大学、麗澤大学、江戸川大学他 

専修学校卒 0 0  国際理工情報デザイン専門学校 

高卒 4 2 5 敬愛学園高校、船橋法典高校、生浜高校、若松高校他 

研修制度 
新人研修 マナー研修、資格取得研修等 入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車免許 

社員研修 資格取得研修、若年層研修、OJT 研修等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

東京ガス健康保険組合 

社内レク（BBQ、野球観戦等） 
公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

mailto:marut@toagaigyo.co.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ トウホウトソウコウギョウ カブシキカイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 東邦塗装工業 株式会社 千葉市中央区 無  [  代表  ] 谷﨑 

HP アドレス https://toho379.co.jp/ 連絡先電話番号 043-263-0033 連絡先メール y-tanizaki@toho379.co.jp 

当社が求める人物像 
◆人と接することが得意！◆プロジェクトを動かすことに興味がある！◆管理／監督業務に将来、関わりたい！ 

◆資格取得でプロフェッショナルになりたい！◆文理不問 男女不問 

事業概要 原子力・火力発電所の塗装工事 石油化学プラント・橋梁・煙突の防蝕塗装工事 コンクリート構造物の防蝕工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

半世紀以上の実績に支えられた、塗装に関するプロフェッショナル集団。社会生活の基盤をなす、電力の安定供給。

それを支える発電設備の維持管理における塗装等、当社は特に豊富な施工実績を持っております。 

主な募集職種（名） 技術系総合職（現場管理／工程管理／施工管理アシスタント／積算／設計） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

各種プラントや発電設備、橋梁や歩道橋といった鋼構造物の防食（防蝕）塗装工事、建築のリニ

ューアル工事を施工します。社会における重要なインフラをより良い状態で長く使っていただ

く施工しています。創業以来 50 年以上の工事実績をもとに、適切な工法、材料で工事を実施。

みなさんには技術者として、施工管理の仕事に携わっていただきたいのです。 

有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 2  

専修学校卒 0 0   

高卒 0 1 2  

研修制度 

新人研修 外部研修等、社会人として基礎的な研修を行います。 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

社員研修 
約 30 の技術関連の資格取得の全面バックアップ。各種資格取得を応援！ 週末

通（千葉日建、資格学院）！ 費用は会社負担で、取得後は資格手当がつきます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

通勤手当、資格手当、家族手当 昇給年 1 回、賞与年 2 回 

社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険） 
公的認定 

 

 

 

 

カナ カブシキカイシャ トーハンスチール 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 トーハンスチール 船橋市  有 管理部 [部長] 小林 亨 

HP アドレス http://tohansteel.co.jp 連絡先電話番号 047-431-8201 連絡先メール kobayashi@hanwa.co.jp 

当社が求める人物像 向上心と行動力のある方。コミュニケーションが得意な方。好奇心旺盛な方。規律を守り地道な努力のできる方 

事業概要 建設業（鉄筋工事業）、鉄筋加工業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

業界最大の工場を有す鉄筋加工業者。業界屈指の生産量を誇り、大手ゼネコンを中心とした顧客と取引。一部上場企

業である阪和興業グループの優位性を活かし、日本一を目指しています。資格取得のキャリアアップを支援。地図に

残る建物等仕事の成果が目に見えるやりがいのある仕事です。 

主な募集職種（名） 総合職、事務職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 現場施工、工場内加工、施工管理、品質管理、経理、一般事務 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ０ ０ ２  

専修学校卒 ４ ０ ２ 大原簿記・法律専門学校 

高卒 ４ １ ６  

研修制度 

新人研修 社会人マナー習得研修。 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許。（必須で

はない） 社員研修 安全衛生研修、各種資格取得の講習会参加 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

制服貸与。更衣室内に個人ロッカー貸与。福利厚生機関・ウェルボックス加

入。新入社員歓迎会・納涼花火大会（船橋親水公園花火）・新年会でのビン

ゴ大会など 

公的認定 

特定建設業許可(鉄筋工事業・鋼

構造物工事業)、ISO9001 他 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ シャカイフクシホウジン ナンセイカイ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 社会福祉法人 南生会 
船橋市古和釜 430-1、また

は船橋市みやぎ台 4-18-1 

あり 

(船橋市内) 

法人本部事務局 人

材育成採用チーム 
[採用担当] 小川 卓 

HP アドレス http://nanseikai.or.jp/ 連絡先電話番号 047-447-5800 連絡先メール recruit@nanseikai.or.jp 

当社が求める人物像 

■人と人との心の触れ合いを大切にする方 ■自分の成長に喜びを感じる方 

変わっていく時代の中で、南生会は変わらない愛情を大切にしています。また、困難な時代に立ち向かい、自分を成

長させたい若者を未来介護士と呼び、南生会で成長を支援しています。 

事業概要 

南生会は、到来する高齢化社会に対する地域福祉の拠点となるべく平成 3 年 10 月に設立され、翌年 7 月に特別養護

老人ホーム南生苑の事業を開始し、今年で創立 29 年目の年を迎えることが出来ました。その後、保育園、デイサー

ビスセンターの設立など、社会福祉事業の伸展を図り、現在、船橋市内で 13 の福祉事業所の運営を行っています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

【ワークライフバランスへの取り組み ※令和元年度実績】■有休平均取得日数 17.9 日 ■育休取得者数 13 人

（うち男性 3 名 ■平均残業時間 3.9 時間 / 月 【充実の資格手当 ※月額】■社会福祉士･介護福祉士 25,000

円 ■社会福祉主事 20,000 円 ■実務者研修 10,000 円 ■初任者研修 5,000 円 

主な募集職種（名） 特別養護老人ホームの介護職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 シフト制/夜勤あり（月 4 回程度）/年間休日 110 日■半年ほどの現場実習後に業務独り立ち 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 1 1 淑徳大学、城西国際大学、千葉商科大学、帝京平成大学 等 

専修学校卒 0 1 1 植草学園大学短期大学、聖徳大学短期大学、江戸川大学福祉専門学校 等 

高卒 1 3 3 古和釜高等学校、中山学園高等学校、豊富高等学校、松戸向陽高等学校 等 

研修制度 

新人研修 
■入職前事前研修（2 週間）■入職 3 か月、6 か月、9 か月、12 か月後そ

れぞれでフォローアップ研修あり■現場 OJT 実習（約半年） 
入社前準備： 

資格、経験など 

無資格でも OK です。た

だ将来を真剣に考える意

味で福祉施設でのボラン

ティア経験はしておいた

方が良いと思います。 
社員研修 

■中途採用職員向け研修プログラム■人事考課研修■リーダーシップ研修

■トップマネジメント研修■コミュニケーション研修■OJT 促進研修 

■ハラスメント研修■メンタルヘルス研修 等々 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

■引っ越し支援 

・引っ越し支度金（最大 100,000 円）  ・お部屋探しのお手伝い 公的認定 なし 

 

カナ カブシキガイシャ ニホントラフィックサービス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 日本トラフィックサービス 
成田市 

（成田空港内・および周辺施設） 
ほとんど 

ない 
総務部 [課長] 松本明生 

HP アドレス 

親会社ＨＰに当グループ会社ペー

ジを掲載 

https://www.acsjp.com 

連絡先電話番号 
0476-32-7271 

（ＡＣＳ内） 
連絡先メール matsumoto-a@acsjp.com 

当社が求める人物像 

・どうしたらお客様が喜んでいただけるか」を考えながら行動できる人。 

・「会社の発展とともに自分たちも成長する」といった、ポジティブな人。 

・誠実で明るく、前向きな人。もちろんコツコツ型も。 

事業概要 
航空貨物取扱業（積み付け、輸入貨物の内容点検、食品検査・動植物検疫補助業務、貨物のハンドリング業務、貿易実

務のサポート業務） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

航空貨物業界の安定企業、ＡＣＳグループの一員として高度な技術・知識を備えた国際物流のスペシャリスト集団で

す。業界内において中立・公正な立場を保持しながら、幅広くサービスを提供することで、航空貨物業界の発展に貢

献しております。社内では社員がお互いに声をかけあい、助け合うファミリー企業です。 

主な募集職種（名） ・カーゴオペレーション（作業系）  ・貿易実務（事務系） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
作業系：航空貨物の入出庫作業、保管、チェック、積み付け業務、輸入貨物の内容点検等 

事務系：通関関連書類作成補助、航空輸送関連書類の作成・情報処理など、各種貿易関係業務。 
有 

（今年度は未定） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ３ 5 5 
秀明大学、流通経済大学、明海大学、城西国際大学、敬愛大学、千葉経済大学、 

和洋女子大学 

専修学校卒 １１ １８ １５ 成田航空ビジネス専門学校、国際トラベル＆ホテル専門学校 

高卒 ２ ０ １０ 
旭農業高校、小見川高校、鎌ケ谷西高校、下総高校、多古高校、館山総合高校、東

総工業高校、八街高校、成田青陵高校、千葉黎明高校、桜が丘特別支援学校、他 

研修制度 

新人研修 ・内定者研修会   ・新入社員研修会 
入社前準備： 

資格、経験など 

同業種のホームページな

どを読んでおいてくださ

い。 社員研修 
・グループ合同研修会（マナー、スキルアップ等） 

・インストラクター制度（事務系、作業系における勉強会、育成等） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・共済会制度（慶弔に関する給付金、貸付等）   ・資格取得支援制度（各種検定、資格取得に関する受験料の補助） 

・提携宿泊施設およびアミューズメント施設の割引利用制度 

・日帰りバス旅行、バーベキュー、お花見等、イベントにより社員間交流 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャニホンホアン 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 日 本 保 安 千葉市・船橋市・松戸市 無 統括本部 [採用担当] 枝松／髙嶋 

HP アドレス https://www.nihon-hoan.co.jp/ 連絡先電話番号 043-226-1722 連絡先メール security@nihon-hoan.co.jp 

当社が求める人物像 人物重視（明るく、まじめ・素直な 対応ができる方） 

事業概要 私服（一部制服・スーツ）による店内保安警備 AED 販売 防犯機器販売 防犯セミナー 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

(株)トスネット（ジャスダック上場・セコム(株)と資本業務提携）のグループ（18 社）企業です。 

業界では稀な「店内保安警備」の専門会社です。 

千葉県警備業協会加盟 270 社・神奈川県警備業協会加盟 353 社中、専業は弊社のみです。 

主な募集職種（名）  警備員、幹部候補生 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

・新任研修(座学 4 日間・実地 21 時間)・新卒フォロー(月 1 回) 

※現場経験を経て、将来の幹部・管理職・経営者候補 

・万引犯の捕捉・けん制と救命技能認定者として勤務。※救命技能は、弊社研修にて取得 

有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 2 5 千葉科学大学、敬愛大学、千葉経済大学短期大学部、日本文化大学 

専修学校卒 1  5 立志舎、大原学園 

高卒 2  5 私立本庄東高等学校、県立東金高等学校 

研修制度 

新人研修 
 新任研修（講義 4 日間・実技 21 時間） 

 月に 1 度、新卒フォロー（1 年間） 入社前準備： 

資格、経験など 

あれば尚可： 

・上級救命士 

・応急手当普及員 

・普通自動車免許 
社員研修  半年に 1 度、現任研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
・有給休暇 ・慶弔休暇  ・育児休暇 ・産前産後休暇  ・介護休暇 ・看護休暇 公的認定 

 

 

 

カナ カブシキカイシャ  バンコク 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 萬国 市川市 無 管理部 [採用担当] 小林夏樹 

HP アドレス http://www.bankoku.co.jp/ 連絡先電話番号 047-378-1124 連絡先メール kobayashi@bankoku.co.jp 

当社が求める人物像 誠実な人柄 

事業概要 ネームプレート・サイン（看板）・バックライト（導光板）の製造 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社は 1923 年の創業で、97 年目となります。 

ネームプレートというニッチな産業ですが、大手メーカーを中心に幅広い顧客と長年の取引を行っています。 

主な募集職種（名） 営業職・製造技術職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
（営）大手顧客を中心としたルートセールスがメイン。 

（製）印刷など機械オペレーターや生産・品質の管理。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 2 江戸川大・敬愛大・千葉経済大・千葉工業大・千葉商科大・中央学院大他 

専修学校卒 0 0 2 船橋高等技術専門校 

高卒 0 1 2 市川工業高・松戸南高 

研修制度 

新人研修 新入社員研修・新人研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

（営）普通自動車免許 

（製）特に無し 
社員研修 フォローアップ/ブラッシュアップ研修、階層別研修他 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

年 2 回の懇親会（新年会・納涼会） 

※2019 年納涼会は社内で「マグロ解体ショー」を開催。 
公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ ビコウショウカイ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 美光商会 
浦安市・市川市・千葉市(稲毛

区・美浜区・若葉区) 

有 

（左記地域の中で） 
管理部 

[採用担当]  

諸隈（モロクマ） 

HP アドレス www.bikoushoukai.jp/ 連絡先電話番号 
043-262-8288 

090―7019-2022 
連絡先メール recruit@bikoushoukai.jp 

当社が求める人物像 
人と話す事が好き、コミュニケーション力をアップさせたい！何事にもチャレンジしてみたい方 

人に喜んでもらえるような接し方や提案を自ら考えて実行できる方が活躍されています。 

事業概要 
1987 年設立、自働車関連・フード・ＥＣ事業など多角的にビジネスを展開しています。 

ドコモショップ運営は 1993 年スタート。県内でいち早くドコモショップを立ち上げ、千葉県内８店舗を任されています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

平均年齢は２６歳と若く、先輩後輩の仲が良いので大変活気があります。社員満足度重視！社員の満足が良い仕事 

を生み、それがゆくゆくは会社の発展に繋がるという考えを持っています。いち早くプレミアムデーの導入やワーク

ライフバランスを大事にしています。 

主な募集職種（名） ドコモショップスタッフ 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 ドコモショップ店頭・カウンターでの接客・販売業務及び商品管理 有 1 日～5 日間 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ８ １５ 7 千葉経済大学・和洋女子大学・敬愛大学・神田外語大学・千葉商科大学・情報大学 

専修学校卒 １ 3 ３ 東京ＩＴ会計法律専門学校・東京経営短期大学・千葉経済短期大学 

高卒 １６ ２１ １０ 市川南・船橋古和釜・四街道北・生浜・柏井・若松・犢橋・千葉商業・泉・大網他 

研修制度 

新人研修 
入社後２ケ月間の研修とキャリア相談の面接実施・配属後も各メーカー研修 

ドコモ認定試験対策研修・個別ロールプレイング研修等 
入社前準備： 

資格、経験など 

今しかない、大切な時間を

自分の為にしっかり使っ

て経験値を上げておいて

ほしいです。アルバイト等

で接客業を体験しておく

と入社後役立ちます 

社員研修 

２年目・育成担当スタッフ・副店長、店長研修・接遇研修・ＣＳ向上勉強会 

スマホ教室講師勉強会・店舗マネジメント勉強会・店舗応対スキルアップ支

援・３年目キャリア相談、面談実施等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

美光商会プレミアムデ－（月に 1 回１４：４５退勤） 

ライフプラン休暇（有給休暇以外に 3 日）・新年会（全社員参加） 

千葉ロッテマリーンズ観戦プレミアム席 

公的認定 
 

 

 

 

カナ ヒデコウギョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 秀工業 株式会社 成田市 有 無 総務 [ 採用担当 ] 佐々木 

HP アドレス https://hide-g-kaitai.com/ 連絡先電話番号 0476-73-5533 連絡先メール Syu-ei@ace.ocn.ne.jp 

当社が求める人物像 

新卒採用は秀工業の将来を担うという意味で、これからの業務を一緒に作っていく、そういう人物を募集しています。

もちろん、最初から複数の業務を行うわけではなく、業務を覚えたうち、部署のローテーションを行い、一人ひとり

の適性を見ていきます。 

事業概要 
弊社は木造住宅解体をメインで行っており、そこから発生した木材を堆肥にリサイクルしております。その堆肥を使

って農業も自社で行い、さらには新規事業として自社の農作物を使って洋菓子の製造・販売まで実施しております。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

自社リサイクルが根幹にあり、建設業・資源リサイクル業・農業・洋菓子製造業・観光業と多角的に経営して 

おります。 

主な募集職種（名） ４名 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 総合職 有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 2 1 4 千葉経済大学、千葉工業大学、千葉商科大学、東邦大学 他 

専修学校卒 1 0 2 国際理工情報デザイン専門学校 

高卒 1 3 2 下総高校、東総工業高校、小見川高校 

研修制度 
新人研修 

秀工業の将来を担う人材として単一職種だけではなく、部署を１年間の中で

ローテーションしてもらい、複数の業務に携わって頂きます。 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

（AT 可、MT 尚可） 
社員研修 資格については会社が費用を負担する資格取得制度があります。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
家賃負担制度あり（社内規定有） 公的認定 千葉県社員いきいき！元気な会社宣言企業 

http://www.bikoushoukai.jp/
mailto:Syu-ei@ace.ocn.ne.jp


- 25 - 

 

採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ フナバシアサヒエン 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 船橋あさひ苑 千葉県船橋市 無 特養統括 [特養統括] 辻 誠 

HP アドレス http://www.jiseikai.sakura.ne.jp 連絡先電話番号 047-430-7781 連絡先メール funabashiasahien@leaf.ocn.ne.jp 

当社が求める人物像 

・高齢者介護に携わるワーカーとして、まず自らの健康を確立して業務に携わることが大事だと考えています。 

・業務遂行をしながら高齢者の生活を支えるなかで、自らの人生に置き換えても考えさせられる場所であり、それに

共感できる感受性が必要であると考えます。 

・チームケアの中で物事に対する率先した姿勢、事態に協調できる姿勢をそれぞれ持っていることが必要です。 

事業概要 ・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、短期入所生活介護 および 通所介護（予防サービス含） 等 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・他所に事業所はなく転勤がありません。市内の他施設と比較して車・電車やバスでの交通の弁が良いです。 

・介護老人福祉施設として、23 年目のキャリアで施設ケアを実践しております。近年より社会的要望の高い 

【看取り介護】を行っており、協力医療機関と密接な連携によって実践しております。 

・高校卒業生の新人が多い中、介護福祉士国家試験への挑戦率も高く。この数年、10 名以上合格者がおります。 

主な募集職種（名） 介護職員 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 看取りまで含めた介護老人福祉施設における 要介護高齢者の２４時間を支える介護サービス 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 0 なし 

専修学校卒 0 0 0 江戸川学園おおたかの森専門学校、東京福祉専門学校、成田国際福祉専門学校等 

高卒 1 2 5 船橋豊富高校、船橋北高校、八千代西高校、市川南高校、佐倉東高校 等 

研修制度 

新人研修 

新人研修 ３日間（座学・実技） 

→ 先輩職員がついての実地指導期間 （約 3 ヶ月間） 

→ 初年度の夏前後には、夜勤を含む業務を独力で行えるまでフォロー 入社前準備： 

資格、経験など 

・（資格）介護職員初任者 

研修 取得が望ましいが、 

無資格での就業に問題は

ありません。 

・（経験）ボランティアの

体験等 
社員研修 

施設内研修（運営基準における法定研修 含） 

施設外研修（外部研修への参加） 

それぞれ、年間多数行います 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

福利厚生：雇用・労災・健保・厚生年金・退職金共済・通勤手当・住居手当・

資格手当 など 
公的認定  なし 

 

カナ カブシキガイシャ ブラスト 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 BRAST 千葉県佐倉市 無 管理部人事課 [リーダー] 米田拓弥  

HP アドレス http://brast-a.jp 連絡先電話番号 090-3217-5551 連絡先メール yoneda@brast-a.jp 

当社が求める人物像 太陽の様な明るさと、納豆のような粘り強さのある、元気な若者。 

事業概要 建築足場の仮設工事、土木工事業、ドローンスクール事業、飲食業 等 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
県内屈指の大手足場仮設会社！大手ゼネコン取引先多数！公共事業入札も行っております。 

主な募集職種（名） 工事部 足場仮設職人（正社員） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 中・高層建築足場の仮設業務（組み立て・解体）等 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 0 2  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 2 2 2 八千代東、千葉経済、八街高校、成田西陵、佐倉西、佐倉東、我孫子東 

研修制度 

新人研修 内定者研修、入社時研修、フォローアップ研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

普通自動車免許 

（準中型以上）必須 社員研修 足場作業主任者資格取得研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・社員寮（家具・家電付き・1 人部屋）有 

・社会保険、雇用保険完備 

・AC ミランアカデミー千葉の選手雇用受け入れ提携企業 

公的認定 
・特定建設業 東京都知事許可 

・有料職業紹介事業 

http://www.jiseikai.sakura.ne.jp/
mailto:funabashiasahien@leaf.ocn.ne.jp
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カナ シャカイフクシホウジンホウタツカイ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 社会福祉法人 豊立会 成田市、習志野市 有 
法人本部 

総務課 
[課長] 二宮雄太 

HP アドレス http://www.reikouen.or.jp/ 連絡先電話番号 0476-24-2164 連絡先メール ninomiya@reikouen.or.jp 

当社が求める人物像 
“ありがとう”がやりがいのお仕事です。「人に喜んでもらうことでモチベーションが上がる方」、「誰かの役に立ちた

いと考えている方」の応募をお待ちしております。 

事業概要 

特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、訪問介護、訪問看護、訪問入浴、居宅介護支援事業、小規模多

機能型居宅介護、グループホーム、地域包括支援センター、地域活動支援センター、障がい者相談支援事業、保育園、

病児保育 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

沢山の施設が有る中で当施設を選んでいただいたご利用者に｢この施設に入って良かった｣と思っていただけるよう、

職種の垣根を越えて皆で協力し合い、力を合わせて取り組んでいます。職場の雰囲気を感じていただくためにも、是

非見学にお越しください。 

主な募集職種（名） 
介護職員（特別養護老人ホーム玲光苑 2 名、特別養護老人ホーム玲光苑習志野ローズ館２名）

生活相談員（習志野市立東部デイサービスセンター1 名） 

インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
ご利用者の日々の生活のサポート。具体的には、食事、入浴、排せつ等の介助、リネンの交換や

レクリエーション、介護記録の作成等。 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 2 淑徳大学 城西国際大学 帝京平成大学 千葉商科大学 中央学院大学 

専修学校卒 0 1 2 大原医療秘書福祉専門学校 京葉介護福祉専門学校、成田国際福祉専門学校 

高卒 0 1 2 下総高校 富里高校 成田西陵高校 

研修制度 

新人研修 
新人研修、トレーナー制度により、「その日の疑問はその日のうちに解決す

る！」不安なくお勤めできるよう支援しています。 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

特に資格や経験は問いま

せん。 社員研修 

年２回の全体研修の他に、中堅職員研修、リーダー職員研修等の経験や役職

に応じた研修や、介護部署での研修会、各種委員会活動により研修を実施し

ています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

介護福祉士国家資格取得支援、事業所内保育園あり。新入職員には社会人と

しての基礎を学ぶ接遇研修を含めた新人研修を実施します。 
公的認定 

 

 

 

カナ カブシキガイシャ ホリキリ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ホリキリ 八千代市 無 管理部総務課 [課長] 三浦義光  

HP アドレス http://horikiri.co.jp/ 連絡先電話番号 047-484-1111 連絡先メール saiyo@hrk.nhkspg.co.jp 

当社が求める人物像 
先輩の意見を聞ける素直さ、常に創意工夫できる発想力、目の前の仕事を改善し継続できる忍耐力が大事です。そし

て何より元気で明るい人を求めています。 

事業概要 懸架用スプリング、機械用スプリング、精密スプリングの開発設計、製造、販売の業務。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

世界トップシェアを誇るスタビリンカをはじめ、世界唯一の MAF 処理無人自動化 FA ラインなど高い技術力が最新

のモノづくりを支えています。 

主な募集職種（名） 
技術職（開発設計、生産技術） 

技能職（製造加工、実験検査） 

インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 技術職：スプリングの開発設計や機械設備の工程設計 技能職：製造ラインでの金属加工業務等 有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 4 千葉工業大学 日大 千葉大 千葉商科大学 

専修学校卒 0 0 2  

高卒 4 4 4 白井高校 市川工業高校 千葉工業高校 千葉黎明高校 我孫子東高校 

研修制度 

新人研修 
1 週間の座学、外部の安全講習等を出張で受講。本配属までの 3 か月間で

職場をローテーションし、適性職場をみきわめます。 
入社前準備： 

資格、経験など 

必要な資格は入社後に取

得していただければ十分

です。学生時代には対人

関係の構築等の経験が大

事だと思います。 
社員研修 

安全衛生、職長研修など業務に関連した研修を就業時間内にて OJT、OFJT

ともに適時行います。業務に必要な資格は全額会社負担にて取得していただ

きます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

釣、野球、ボウリングなどの各種クラブ活動、組合と共催のボウリング大会

など。 
公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 
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カナ マツモトイーエステック カブシキガイシャ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 松本 ES テック 株式会社 
千葉市花見川区 

白井市名内 
有 無 財務・総務部 

[アシスタントマネ－ジャ－]   

勢〆麻紀 

HP アドレス https://www.m-est.co.jp 連絡先電話番号 043-273-7174 連絡先メール recruit@m-est.co.jp 

当社が求める人物像 モノづくりが好き又は興味がある人。元気に挨拶でき、どうせやるなら頑張ろう、と思える人。 

事業概要 製造業向けの電磁鋼帯加工販売・自動車、家電等に組み込まれているモーター部品の製造販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

高性能なモーターを部品としている自動車、家電メーカーが主な顧客です。50 年前の設備から最新のものまで、設備

が充実しています。創業以来 73 年間継承された職人的技術と社員の柔軟な発想を大切にしています。 

主な募集職種（名） 製造マシンオペレーター 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 製造マシン操作、製品の品質検査、工程管理とそれに伴う資料作成、打合せ 
有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 1 千葉経済大学、中央学院大学 

専修学校卒 0 0 1 船橋高等技術専門校 

高卒 0 0 2 船橋古和釜高等学校、京葉工業高等学校、沼南高柳高等学校 

研修制度 

新人研修 
研修計画に従い各工程で製品知識や技術の習得、マシンオぺレーションの実

習。研修中人事担当面談実施。 入社前準備： 

資格、経験など 

特になし 

社員研修 法改正等の社内勉強会・作業に必要な資格取得のための講習参加（会社負担） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・軽井沢をはじめとした全国 20 ヶ所あるリゾートホテルを会員価格で利

用できます・希望者にはプロバスケットボールチーム試合観戦チケット配布

があります・インフルエンザ予防接種・無料給茶機など 

公的認定 
社員いきいき！元気な会社”宣

言企業 

 

カナ カブシキガイシャ マルエイホテルズ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 マルエイホテルズ 千葉県内 市原市 有 総務部 
[採用担当] 松尾 誠之 

     秋山 朝美 

HP アドレス https://goigrand-hotel.jp/ 連絡先電話番号 043-202-1211 連絡先メール saiyou@gigrand-hotel.jp 

当社が求める人物像 

・笑顔で仕事に取り組める人。 

・働く仲間（同士）を大切にできる人。 

・相手のために時間や手間をおしまず汗を流せる人。 

事業概要 

ホテル事業/レストラン事業/フードサービス事業 

＜事業所＞  五井グランドホテル：市原市五井 5584-1、 

ホテルシュランザ CHIBA：千葉市中央区新宿 2-6-18 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

お客様のニーズに合わせ、ブランド開発するホテル事業を目指しています。昨年創業 40 周年を迎えた五井グランド

ホテルは、「地域との絆」を大切に、「地域に愛される」をブランドコンセプトにしています。 

また、2022 年春には 250 室規模の新規ホテルをオープンする予定です。 

主な募集職種（名） 総合職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
主に現場で接客の職種（宿泊・料飲部門)を横断的に経験して頂き、総合的な運営スタッフを目

指していただきます。また、将来的にはマネジメント職を担う人材として期待しています。 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 2  

専修学校卒 1 4 2 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 

高卒 1 4 2 県立犢橋高校、県立木更津東高校、県立大網高校、拓殖大学紅陵高校 

研修制度 

新人研修 新入社員導入研修、OJT による部門研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

語学検定 

（TOEIC、日検など）、 

サービス接遇検定 

社員研修 必要とされるスキルアップ研修などは随時行います 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

年 1 回の社員旅行（19 年：宮城県松島温泉、18 年：福島県岳温泉、17

年：沖縄首里城や美ら海水族館）、 

新年会や年３回のお誕生会などイベント盛り沢山です。 

公的認定 

健康な職場づくり宣言事業所

(全国健康保険協会） 

健康経営優良法人 2020 認定 
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カナ カブシキガイシャ ミズレック 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ミズレック 千葉市中央区 無 労務課 [ 課長 ] 福士浩司 

HP アドレス http://www.mizrec.co.jp/ 連絡先電話番号 043-261-6334 連絡先メール h-fukushi@mizrec.co.jp 

当社が求める人物像 

株式会社ミズレックでは、明るく前向きに仕事に取り組む人を歓迎致します。 

幅広い年代が活躍する当社では、周囲とコミュニケーションをとり、安全に作業を行って頂ける方を求めています。 

入社後は、ＯＪＴによる各種教育・研修を行うため、着実な成長が可能です。スキルが身に付く職場で、ともに活躍し

ていきましょう！ 

事業概要 製鉄所構内事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

明るく楽しい雰囲気の中で仲間とコミュニケーションをとっています。製鉄所内の厳しい安全基準があり、着実丁寧

に業務を進めます。 

主な募集職種（名） 製鉄所内オペレーター 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 プラントの運転作業、重機車輛の運転作業、設備保全作業、車輛整備作業 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 2  

専修学校卒 2 1 5 船橋高等技術専門校、千葉情報経理専門校、 

高卒 6 4 10 木更津総合・市原・泉・千葉工業・大網・市原緑・京葉・成田西陵・茂原樟陽 

研修制度 

新人研修 新入社員研修・フォローアップ研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通運転免許 

（通勤は公共交通機関も

可ですが、マイカー通勤

歓迎します） 社員研修 ＯＪＴ教育・安全衛生教育 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

一昨年に新築しました単身用の社宅に入居可能です。社会人になり独り立

ちしたい人は大歓迎です。 公的認定 
 

 

 

カナ カブシキカイシャ ヤックスケアサービス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ヤックスケアサービス 千葉県内全域 有 人事部 [採用担当] 浅井香菜絵 

HP アドレス http://www.yacs.jp/home/ 連絡先電話番号 043－248－0810 連絡先メール yacscare-jinji@care-yacs.co.jp 

当社が求める人物像 人と接するのが好きな方・協調性のある方 

事業概要 
千葉県・茨城県内で通所介護・訪問介護・居宅介護支援・サービス付き高齢者向け住宅・福祉用具レンタル販売など 

幅広いラインラップを揃え、「自分らしく地域で生きる」を支援するために、高齢者をサポートしております。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社は千葉県でもトップクラスを誇るシェア率です。 

ドラッグストアと併設し介護施設を展開中 

主な募集職種（名） 介護職（デイサービス・訪問介護） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 デイサービスまたは訪問介護にて介護業務全般をしていただきます。 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒  １ ５ 淑徳大学・城西国際大学 

専修学校卒 １  ５ 大原簿記専門学校 

高卒  ３ ５ 千葉学芸高校・大原高等学校・大宮高等学校 

研修制度 

新人研修 
OJT 研修（デイサービス・サ高住・訪問） 

千葉薬品合同（約１週間） 入社前準備： 

資格、経験など 

普通運転免許 

介護職員初任者研修 

（当社でも講座を開催し

ておりますので受講でき

ます） 
社員研修 職種別研修会・施設長候補者研修・施設長研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

アニバーサリー休暇 

永年勤続表彰式 

デイサービス創作コンクール・C-1 グランプリ 

公的認定 
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カナ ﾖｼﾅｶﾞｷｶｲ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ﾁﾊﾞｺｳｼﾞｮｳ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 吉永機械 株式会社 千葉工場 白井市名内 無 千葉工場 [採用担当] 奥村富央 

HP アドレス http://www.yoshinaga｡co.jp/ 連絡先電話番号 047-47-1241 連絡先メール okumura@yoshinaga.co.jp  

当社が求める人物像 モノづくりに深く興味があり、自己の技術研鑽に意欲を持っている。 

事業概要 
土木・建築現場の省力化や安全確保に必要とされる、特殊な楊重関連設備機械を設計・製作・設置・メンテナンス 

するとともに、優れた機械は自社のレンタル機材として量産して広く社会に貢献する。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 お客様の声を「形」にできる高い技術力を保有し、特許申請や業界団体からの表彰を数多く受けている事から 

 多くのお客様から信頼され独自の営業展開をしている。 

主な募集職種（名） 生産管理 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
現場研修にて製品の特長と製作技術の基礎を習得後、総合職として製作工程管理や 

資材管理、現場据付管理を担当する。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 1 千葉工大 

専修学校卒 1 0 1 木更津高専、船橋高技専 

高卒 1 1 2 豊富高校、我孫子東高校、千葉工業高校、船橋高校(定時)、白井高校 

研修制度 

新人研修 社内安全教育、OJT 技能研修、 外部教育による資格の修得 
入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車免許 

社員研修 各種能力向上セミナー等の受講  外部教育による資格の修得 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
完全週休 2 日〔年間休日 126 日〕 長期休暇年 3 回 公的認定  

 

カナ カブシキガイシャレカムサービス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 レカムサービス 
習志野市・船橋市・

八千代市 
有   [課長] 木村亜紀子 

HP アドレス http://www.11.plala.or.jp/recam/ 連絡先電話番号 043-263-8600 連絡先メール kimura@recam.co.jp 

当社が求める人物像 
人の役に立ちたい、喜ばせたい方、素敵な社会人になりたい方、携帯が好きな方、きっかけは様々です。 

自分がやりたい事を発見しに来ませんか？ 

事業概要 NTT ドコモの代理店として千葉県習志野・船橋・八千代エリアでドコモショップを運営・管理 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

地域のお客様から愛される店舗を目指し、若いスタッフが多く活躍しています。明るい雰囲気の職場環境で人材育成

にも力を入れており、しっかりとした研修体制が整っているので安心して働けます。 

主な募集職種（名） 窓口接客 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 携帯電話の販売やアフターサービス、各種サービスの提供受付業務 有  

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 3 3 
4 

立教大学、神田外語大学、千葉工業大学、東京成徳大学、敬愛大学等 

専修学校卒 2 1 千葉経済短期大学部、共立女子短期大学等 

高卒 5 3 4 大網高校、船橋豊富高校、東京学館高校、東京学館船橋高校、千城台高校等 

研修制度 

新人研修 内定者研修、新入社員研修、フォローアップ研修、2 年目研修等 
入社前準備： 

資格、経験など 

特になし。今しか出来な

い経験等を沢山して下さ

い。 社員研修 育成者研修、管理者研修、年代別研修、キャリアによる段階別研修等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険完備、社員旅行、社内表彰制度、誕生日お祝い、創立記念パーティ、

新年会、社内イベント等 
公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業、若者応援宣言企業 

 

http://www.yoshinaga/

