
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 2 - 

 

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 アクアテック 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 アクアテック 市原市 有 総務人事部 [採用担当] 水島 正明  

HP アドレス http://www.aquatech-group.co.jp/ 連絡先電話番号 0436-42-5911 連絡先メール oubo@aquatech-group.co.jp 

当社が求める人物像 
①気持ちよく挨拶ができる人 ②ウソなく素直に報告できる人 ③相手を気遣うことができる人  

④何かひとつ本気で打ち込んだことがある人 

事業概要 PC・スマートフォン向け電子部品や倉庫、物流施設での管理などを中心とした人材サービスを行っています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

2000 年 6 月に千葉県市原市八幡の地に設立以来、地域密着の事業展開を行い、時には地域の皆様やお取引様に支え

をいただきながら着実に成長を続けてまいりました。 

現在では日本全国に複数拠点を構え、グループ会社を保持する企業にまで拡大しております。 

主な募集職種（名） 製造オペレーター及び手作業による部品組立業務 
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 
【電子機器の製造・検査・製品評価業務】 

クリーンルーム内でオートメーション化された製造機械の操作が主な業務です。 
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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 4 9 10  

専修学校卒 1 0 5  

高卒 5 8 10  

研修制度 

新人研修 3 泊 4 日の合宿研修（入社時） 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

特になし 

社員研修 
健康診断・安全衛生教育・その他、弊社独自のカリキュラムにより、専門分

野に対する、レベルアップの教育・研修を実施。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 

公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

カナ アライソウゴウシセツ 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 新井総合施設 株式会社 君津市 無 
総務部 

総務人事課 
[課長]  村上 勇 

HP アドレス http://www.arax-g.jp/ 連絡先電話番号 03-6220-1902 連絡先メール i-murakami@arax-g.jp 

当社が求める人物像 環境インフラ事業に携わりたい方、社会貢献したい方、人々の生活を陰ながら支えたい方 

事業概要 

産業廃棄物の最終処分場の保有及び維持管理・運営 

産業廃棄物や千葉県内における焼却施設等の廃棄物を受け入れ埋立を行っています。 

活動に伴い発生する廃棄物を受け入れ処理することで社会に貢献する環境企業です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

首都圏最大級の廃棄物埋立処分場を保有、運営しております。 

現在、第Ⅲ期埋立処分場を建設しており、国内最大級の廃棄物処理業者を目指しております。 

主な募集職種（名） 総合職(東京都勤務)、技術職および事務職(千葉県勤務) 
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：営業、経理、総務 

技術職：行政との折衝、施設の維持管理 

事務職：取引先対応、提出書類作成、その他総務 

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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 5 3 10 千葉工業大学、和洋女子大学、千葉商科大学 

専修学校卒    木更津工業高等専門学校 

高卒    市原高校、長挟高校、君津商業高校、君津青葉高校、木更津東高校 

研修制度 

新人研修 
約一ヶ月、業界について学ぶ研修・ビジネスマナー研修・パソコン研修を行

います。 入社前準備： 

資格、経験など 

入社までに普通自動車免

許(AT 限定可)の取得 

 

社員研修 
月一回、自己啓発研修を行っています。 

また、業務上必要となる資格の取得は全額会社負担。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

退職金制度、育児介護休暇制度 

公的認定 

ISO14001 

ウェステック大賞2005 環境

大臣賞 
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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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ０ ２ 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 
「ユースエール認定事業所」 
「健康経営優良法人2020  
中小規模法人部門」 

 

 

カナ イチミヤウンユカブシキカイシャ カントウシシャ 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 一宮運輸㈱ 関東支社 市原市・袖ヶ浦市 無 総務部 [採用担当] 一宮
いちみや

 欣
やすし

 

HP アドレス https://www.ichimiya.co.jp/tran/ 連絡先電話番号 0436-62-0138 連絡先メール yasushi_ichimiya@unnyu.ichimiya.co.jp 

当社が求める人物像 
目標に向かって意欲的に行動できる人・未知な分野への好奇心/チャレンジ精神がある人 

・状況に柔軟に対応できる人 

事業概要 
貨物輸送・倉庫保管管理・化学工場内での製造補助業務/輸送業務・産業廃棄物の収集運搬・ 

ボトルウォーターの製造/配送/販売・引っ越し業務 など 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
幅広い事業展開・様々な人事教育制度あり・アットホームな社風・安定した業績を維持・資格取得支援制度あり 

主な募集職種（名） 製造オペレータースタッフ 
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 化学工場内製造プラントでの製造・出荷に関する業務（原料投入・出荷業務・検査業務 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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒 4 4 4 君津青葉高校、市原高校、木更津総合高校、市原緑高校、千葉経済大学付属高校 

研修制度 

新人研修 
一宮グループ研修（入社年度 2 回）・フォローアップ研修（2 年目と 4 年目

に実施）・配属後面談 等 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

（AT 限定可） 

社員研修 
目標管理面談（年に 2 回）・スペシャリスト育成制度（物流技術管理士）・ 

中堅社員研修（年に 1 回）・安全教育研修 女性社員研修 等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

従業員団体（親幸会）による多様な厚生行事の実施・一般社員と会社幹部と

の合同で行う経営企画会議（経営協議会・年に 2 回）・ 

新築の社員寮（2020 年 12 月完成予定） 

公的認定 
グリーン経営認証、G マーク認

定営業所、引越優良事業者 
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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 エイコウジドウシャコウギョウ 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 株式会社 永光自動車工業 千葉市若葉区 無 財務部 [財務部チーフ] 吉野 隆行 

HP アドレス https://www.ea-net.co.jp 連絡先電話番号 043-231-8211 連絡先メール 
info@ea-net.co.jp 

ceo@ea-net.co.jp 

当社が求める人物像 知的好奇心が旺盛で、自ら学び、よく考え、行動できる、社会人たるにふさわしい人。 

事業概要 
特種用途自動車設計製作、ボデー架装製作、自動車販売・車検・修理 

選挙カーレンタル、選挙参謀サービス、遊具企画製作販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

顧客に寄り添う創意工夫溢れる提案力で、高い技術力をベースに、さまざまな特種車を設計製作しており、顧客から

絶対的な安心と信頼をお寄せいただいております。自動車だけでなく、明るく柔軟な発想でさまざまなものづくりに

チャレンジしています。「ものづくりで社会貢献」がわが社の経営理念です。 

主な募集職種（名） 営業（2 名）、技術者（金属加工・溶接・組立等）（4 名）、設計・デザイン（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 営業（既存顧客回り、新規営業）、技術者（現場技術作業）、設計・デザイン（設計等実務） 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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 1 2 千葉工業大学、明海大学、日本大学、千葉商科大学 

専修学校卒 1 0 1 日本自動車大学校、千葉県自動車大学校 

高卒 1 1 １ 大網高校、八千代高校、千城台高校 

研修制度 

新人研修 
OffJT による新入社員研修あり。 

社会人一般研修は全員受講、職種毎に新人研修あり。 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許推奨。 

職種毎に渡す資料の読

了。各種資格取得推奨。 社員研修 
OffJT による社員研修あり。 

職種毎に社員研修・技術研修あり。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

各種社員割引制度。会員制リゾート施設利用可。禁煙手当制度あり。 

ＢＢＱ大会、忘年会（納会）。社内サークル支援。社員旅行（休止中）。 

英会話習得支援。各種資格取得手当及び支援。 

公的認定 
千葉市元気企業認定、千葉県経

営革新計画承認 

 

 

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 

 

 

mailto:info@ea-net.co.jp
mailto:ktaniguchi@nbsnet.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 カブシキガイシャ エバーブレス 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 エバーブレス   無 管理部 [課長] 佐々木 

HP アドレス  連絡先電話番号 043-441-8300 連絡先メール k.sasaki@ever-bless.com 

当社が求める人物像 向上心旺盛で、責任感ある人材 

事業概要 建設業 マンション新築工事に伴う下水道工事、舗装工事、エクステリア工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
某大手マンションシェア会社が顧客な為、安定的な会社です。 

主な募集職種（名） 現場施工管理、営業、積算 
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 現場の工程管理、施工図見直し（ＣＡＤ）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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 1 日本大学 

専修学校卒 0 0 1  

高卒 0 0 1  

研修制度 

新人研修 外部機関にて研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許。あれば

より可。 

社員研修 随時資格所得 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・退職金 

住宅手当・年二回人間ドック 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 

http://www.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 クウカンジョウホウサービス 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 空間情報サービス 株式会社 千葉市中央区 無 総務部 [採用担当] 手嶋 正博  

HP アドレス http://www.i-kjs.com/ 連絡先電話番号 043-222-6694 連絡先メール teshima@i-kjs.com 

当社が求める人物像 

・当社は、県内トップクラスの技術力と機器設備を保有することから、 

チャレンジ精神と行動に対して責任感を有する人 

・業界として経済活動の基盤となる様々な社会インフラの構築に携わることから、地元地域に貢献したい人 

事業概要 

測量・計測事業、情報処理事業、システム開発事業の３事業から成り、測量・計測事業は、公共インフラの整備におい

て最上流の工程になります。情報処理事業は、地理情報システムで運用するデータを作成しシステムに組込み、三次

元空間モデルの作成を行っています。システム開発事業は、クラウド型地理情報システムのエンジン開発の他、各種

業務アプリケーション開発を手掛けています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
測量技術を活かした GIS を展開し、社会に欠かせないインフラに携わる、社会貢献度の高い仕事です。 

主な募集職種（名） 技術職、営業職 
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 GIS 関連ソフトウェア開発、測量全般、地理情報技術者、官公庁向け営業活動 有(毎年 8 月実施) 

 

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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒   1 大正大学 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 
新人研修 一般的な新入社員研修 

入社前準備： 

資格、経験など 

健康診断の結果をご用意

いただきます。 

社員研修 社外講習に参加する等の研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

特徴的な福利厚生：法人会員施設の利用、フリースナック 

行事等：社員旅行 公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

 

カナ ユウゲンガイシャ グスク 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 有限会社 GUSUKU 市川市 有 無 総務部 [代表取締役] 新城 博幸 

HP アドレス https://www.gusuku.net/ 連絡先電話番号 047-710-9045 連絡先メール gusuku.in@nifty.com 

当社が求める人物像 前向きで主体的に考え行動できる人 

事業概要 建設工事現場での鉄筋組立業務  Auto Cad を使用し積算、施工図作成 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

従業員の入れ替わりが少なく大手ゼネコンが取引先なので安定性抜群です。PC に強く AutoCad を覚えれば肉体労

働に自信がなくても事務所仕事もございますので働き方はご相談ください。 

主な募集職種（名） 鉄筋組立作業員 
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 
ビルやマンションの等の骨組みを作る仕事です。鉄筋組立作業を行う仕事です。パソコンを使用

し図面作成を行います。（入社 3 年以内の場合は補助作業となります。） 
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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒 3   沖縄水産高等学校 

研修制度 

新人研修 あり 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

特になし 

社員研修 なし 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 

公的認定 
 

 

https://www.gusuku.net/
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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        グルウプホウムモト 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 有限会社 ぐるうぷほうむ礎 船橋市 有 無 総務部 [    ] 北川 真理 

HP アドレス  連絡先電話番号 047-401-0511 連絡先メール grouphome-moto@outlook.jp 

当社が求める人物像 

高齢化社会の今、すべての人は必ずと言っていいほど、どこかで介護に関わります。介護業界で働いていれば、介護

に関する様々な経験や知識を、得ることが出来ます。経験を積み、資格や知識を得ていただいて、将来はどこかの施

設の管理者になれる様、成長していただける人物を求めます。 

事業概要 

 グループホームと住宅型有料老人ホームの運営実績が１５年以上ある、安定した会社です。 

 当社グループホームまたは有料老人ホームで、高齢者への介護サービスを行っています。 

 事業内容は、認知症対応型共同生活介護、有料老人ホーム、訪問介護、居宅介護支援です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 当社の事業内容は、景気に左右されにくい事業です。また、施設入居者＝特定の利用者との関りが主な業務なので、

安心して働くことが出来ます。当社の施設は全て船橋市内なので、将来他県に転勤となる事はありません。当社で実

務経験を積むことで、国家資格である介護福祉士や介護支援専門員の、受験資格を得ることが出来ます。 

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 

 高齢者へ身体介護（入浴・排泄・食事の介助）と生活援助（掃除・洗濯・調理の援助）などを 

行います。ひとつの施設の職員数は 10 名ほどなので、アットホームな雰囲気で働くことが出来

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 2  

研修制度 

新人研修 
「それぞれができる能力を出し合い補い合いながら利用者と共に生きる」と

いう理念の下、資格者による OJT を行ないます。  入社前準備： 

資格、経験など 

 

社員研修 
スキルアップのための研修や講習があります。 

外部研修の積極的な参加を、推奨しています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 社会保険完備。 就業場所の駐車場代は、無料です。 

 健康診断あり。 入社後の資格取得を、支援します。 

 就業時間中の食事は、支給します。 

公的認定 
 

 

 

カナ ケーズネットワーク 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 ケーズネットワーク 千葉市中央区 無 人事部 [ 店長 ] 森下孝平 

HP アドレス https://www.ksnetwork.com/ 連絡先電話番号 043-243-5100 連絡先メール mkstyle@ksnetwork.com 

当社が求める人物像 

食べる事が好きな人、または料理を作る事が好きな人 

相手の立場で物を考え、人を喜ばせる事が好きな人 

一生懸命、汗を流せる人、常に成長したい！と努力を惜しまない人 

将来自分のお店を持ちたい！！独立したい！！という思考の人 

事業概要 飲食業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

「全員が経営者」の考えの元、 

各自の考えを生かし、お客様のニーズを的確に掴み、 

「食」を通してお客様に真の感動や喜びを提供できること。 

主な募集職種（名） 
1. 店舗経営プロデューサー候補（店長候補） 

2. フードデザイナー（料理長候補） 

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 調理補助、オーダー運び等、食材管理 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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒    千葉調理専門学校 

専修学校卒 4 2 3 東京スイーツ専門学校 

高卒 7 10 6  

研修制度 

新人研修  
入社前準備： 

資格、経験など 

無し 

社員研修 新人入社説明会（本社ビル内 2 日間） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）、寮制度、食事補助、従業員持

株会（5％奨励金）、財形積立（半年毎に 5000 円の奨励金）、確定拠出年金

企業型 

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 イリョウホウジンシャダン ケンコウカイ 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 医療法人社団 健恒会 船橋市 有  本部 [主任]  坂本 清孝 

HP アドレス https://www.kenkohkai.com/ 連絡先電話番号 047-429-4165 連絡先メール kenkohkai@nifty.com 

当社が求める人物像 診療の流れを先読みして、ドクターから指示される前にアシストができる歯科助手 

事業概要 
歯科診療所（薬園台歯科、船橋日大前さくらパーク歯科、東海神歯科）とデイサービス（10 名/日、家庭的）を船橋

市内で運営しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
未経験者にやさしい歯医者（毎年、歯科大学から研修医、歯科衛生士専門学校から実習生を受け入れている為） 

主な募集職種（名） 歯科助手 
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 アシスタント、受付、医療事務 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 2 5 4  

研修制度 
新人研修 ３カ月間は研修期間（アシスタント、受付、レセプトの基本知識） 

入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車運転免許 

社員研修  

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・全体慰労会(年 1 回)、精勤賞表彰(5 年毎に金一封あり)、 

退職金制度(勤続 5 年以上)   
公的認定  

 

カナ シャカイフクシホウジン ケンコウカイ 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 社会福祉法人 健恒会 船橋市 無 本部 [主任]  坂本 清孝 

HP アドレス https://kenkohkai.org/ 連絡先電話番号 047-429-4165 連絡先メール saiyou-kenkohkai@mbr.nifty.com 

当社が求める人物像 ご老人のお世話が好きで、常にスキルアップ（資格取得）を目指している方 

事業概要 特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅事業所、在宅介護支援センターを運営しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

職員、利用者様、家族が生活（就業）できて良かったと思える施設を目指して日々取り組んでいます。定年後や子育て

中、主婦の方も多く働いており、生活スタイルに合わせた就労環境があります。 

主な募集職種（名） 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 食事や排せつ、入浴介助、ベットから車イスへの移乗補助、レクリェーションや機能訓練 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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 1 2  

専修学校卒 0 0 2  

高卒 1 0 2  

研修制度 

新人研修 初任者研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

社員研修 実務者研修、介護技術基礎研修、身体拘束基礎研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・全体慰労会(年 1 回)、精勤賞表彰(5 年毎に金一封あり)、 

退職金制度(勤続 5 年以上)  公的認定 
 

 

https://www.kenkohkai.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 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 
 

 

 

 

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、常に興味や疑問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、) 

高齢者医療、リハビリに特化した緑豊かな療養環境の病院です。 

ワークライフバランスを推進し、仕事の充実・プライベートの充実を目指し取り組んでいます。 

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：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：医療療養病棟、回復期リハビリテーション病棟における患者様への看護業務 

③：医療療養病棟、回復期リハビリテーション病棟における患者様へのリハビリテーション業務 

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 1 1 2 城西国際大学、武蔵野大学他 

専修学校卒 4 3 4 藤リハビリテーション学院、八千代リハビリテーション学院、江戸川学園おおたかの森専門学校、大原学園千葉校、水戸メディカルカレッジ他 

高卒 0 1 2 印旛特別支援学校さくら分校 

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 

職員無料送迎バス（佐倉駅、京成佐倉駅⇔病院） 

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） ・ 永年勤続表彰 

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 サンワシステム 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 三和システム 千葉市若葉区 無 総務部 [採用担当] 安部 忍  

HP アドレス https://www.sanwa-system.com/ 連絡先電話番号 043-284-1001 連絡先メール s-abe@sanwa-system.com 

当社が求める人物像 

・モノづくりが好きな方 

・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT 限定可） 

・粘り強く向上心を持って物事に取り組める方 

事業概要 電気通信工事業・機械警備工事・電気工事業・消防施設工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

人々の生活に関わる幅広い工事を手掛けているので、どんな不景気にも左右されにくい安定基盤のもと 

一生モノのスキルを身に着けることができます。（業務に必要な、技能講習などの参加費用はもちろん会社負担。） 

何と言っても弊社の魅力は、雰囲気の良さ！新しく入社される方でもすぐに馴染みやすい環境です。 

主な募集職種（名） 電気通信工事士、電気工事士 
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 

•携帯電話のアンテナ工事（電波の品質向上、速度改善の工事） 

•セキュリティ工事（インターホンなどの設置・修理工事、防犯カメラやセンサーの設置） 

•電気、通信工事（オフィスや官公庁などの電気通信工事） 

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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 0 0 帝京平成大学様 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 有（業務の基礎について社内講習とマナーを含む社外研修） 
入社前準備： 

資格、経験など 

要普通自動車運転免許

（AT 限定可） 

 

未経験歓迎 社員研修  

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険完備・駐車場完備・年 1 回の健康診断・退職金制度(中退共)・振替

休日制度・社内勉強会・慶弔、災害見舞金・全額会社負担による任意での社

員旅行（コロナ感染防止の為しばらくは自粛）・ホテルの保養施設※規定有 

公的認定 
 

 

 

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 

http://www.sanwa-telem.co.jp/
mailto:recruit@sanwa-telem.co.jp
http://www.sanwa-telem.co.jp/recruit/hrdevelopment/
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 シンエイ 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 新栄 船橋市 無 総務部 [部長]  金子 孝 

HP アドレス https://shinei-p.co.jp 連絡先電話番号 047-439-5211 連絡先メール takashi.kaneko@shinei-p.co.jp 

当社が求める人物像 

1.新栄の○○が好きになったと言ってくれる人 2.色々な事に興味を持ってチャレンジすることが好きな人 3.周囲

を元気に、笑顔にすることが好きな人 4.失敗してもプラスに考え「次は良くするぞ！」と思える人 5.仕事も遊びも

一生懸命できる人 など『モノづくり』『夢づくり』『人づくり』に興味がある人、この指と～まれ！ 

事業概要 

プレス・カッティング加工による、OA 機器・自動車・工業向け部品の製造販売 

1. 各種 OA 機器・車両・インテリア・工業向け特殊精密部品製造および販売 

2. 各種機能性材料および両面粘接着テープの総合加工販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

多品種少量生産を得意とし、お客様が求める特殊な部品を短納期で納められる体制を確立しています。世界中で使わ

れているパソコンや自動車、工業用機器の部品を製造しており、『世の中の便利』を作る一翼を担っています。正社員

の半数が新卒採用で入社した社員なので、若いメンバーがどんどん増えてどんどん成長しています！ 

主な募集職種（名） 製造技術者、営業・営業事務、品質管理、総務・人事・経理事務 
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 入社後は必ず製造現場でモノづくりを行い、製品の知識を習得して頂きます。 
有 

夏 5Days 冬 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 3 4 4 日本大学生産工学部、千葉商科大学、敬愛大学、東京情報大学、和洋女子大学他 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 内定者研修、通信教育、OffJT/OJT 研修、他企業新入社員合同研修等 
入社前準備： 

資格、経験など 

営業職希望者は、 

普通自動車免許取得が 

必須となります 

社員研修 
フォローアップ研修、ステップアップ研修、ブランディング研修、 

交通安全研修やメンター研修など、様々な研修を年間通じて開催。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

毎週１回訪問リンパマッサージ、福利厚生倶楽部(リロクラブ)加入、 

社販マーケット通販利用可能などなど様々な福利厚生制度あり。 

年数回の焼き肉懇親会開催、永年勤続表彰や年間優秀者表彰もあり。 

公的認定 
 

 

 

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 カ） スズキデンキ 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 鈴木電気 八千代市 他 無 － [代表取締役] 鈴木利雄  

HP アドレス － 連絡先電話番号 047-482-5430 連絡先メール s-denki@mx5.ttcn.ne.jp 

当社が求める人物像 

 ・コミュニケーションを取ることが苦にならない方 

 ・向上心のある方 

 ・技術の幅を広げたい、色々な工事をやってみたいと思う方 

事業概要  千葉県内を中心とした、公共施設，店舗，工場，鉄道関連施設，住宅等の電気工事全般 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 幅広い年齢の社員が元気に活躍しており、居心地の良い環境でスキルを磨けます。 

 千葉県内を中心に、様々な施設での工事を経験出来ます。 

主な募集職種（名）  電気工事士（資格不問） 
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  照明器具・LED の取替工事や配線、器具取付工事といった電気工事全般 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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0   

専修学校卒 0 0   

高卒 0 0   

研修制度 

新人研修   
入社前準備： 

資格、経験など 

  

 普通自動車免許 

社員研修   

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 

 ・資格取得支援 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 セントケア千葉 株式会社(セントケア・グループ) 千葉県内 各所 有 
人事部 

人材開発課 
[採用担当] 吉田 

HP アドレス http://www.saint-care.com 連絡先電話番号 03-3538-2944 連絡先メール hd_saiyo_sc@saint-care.com 

当社が求める人物像 素直さと謙虚さを持ち、主体的に物事に取り組める方。 

事業概要 

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、居宅介護支援、デイサービス、ショートステイ、グループホーム、有料老人ホーム 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回随時対応型訪問介護看護、福祉用具貸与・販売、住

宅リフォーム、介護ロボット事業、その他 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

弊社は、「ワンストップ・ショッピング機能」を強みに、全国各地で 14 のサービスを展開しています。中でも在宅介

護には特に力を入れており、「住み慣れた家で最後まで暮らせるように」様々な角度からお客様をサポートしています。 

主な募集職種（名） エリア総合職(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 

各営業所にて高齢者ケアの経験を積み、将来は営業所のマネジメントや介護福祉の専門的業務

を担います。高齢者の暮らしをサポートし「地域の顔」として福祉コミュニティを活性化させる

存在として活躍していただく見込みです。 

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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 37 30 30  

専修学校卒     

高卒 22 28 30  

研修制度 

新人研修 

・入社時研修(入社式から５日間の宿泊研修を実施) 

・新卒フォローアップ研修(新卒１/２年目時に 1 泊 2 日の宿泊研修を実施) 

・各地域での新卒研修 など 入社前準備： 

資格、経験など 

 

・運転免許(ＡＴ可) 

・初任者研修修了者 

※どちらの資格も選考時

は不要です。 社員研修 
役割、職種に応じた研修を随時開催しています。 

※オンラインで受講できる環境も整えています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・奨学金返済支援制度(新卒 1 年目～3 年目は毎月 1 万円を支給) 

・社宅制度(家賃の 8 割を会社が負担※利用条件あり) 

・資格取得祝い金/資格取得補助制度 など  

公的認定 
 

 

 

カナ カブシキガイシャ ダイデンテクニカ 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 大電テクニカ 
千葉市稲毛区 

香取市北 
有  企画部 [次長]   公平 良人 

HP アドレス http://daiden-tec.co.jp/ 連絡先電話番号 0478-54-5781 連絡先メール r-kohei@daiden-tec.co.jp 

当社が求める人物像 
明るく向上心のある方を歓迎しています。初めは技術に不慣れでも技術に興味があれば、必ず自己の成長を実感でき

ます。協調性と責任感を持ってチームワークを大切にしてくれる人を広く求めています。 

事業概要 

・IT 工事（ネットワーク設備の構築、及び電話に係る工事全般） 

・電気工事（太陽光設備、EV 充電設備等の設備工事） 

・SI（システム インテグレーション）事業部（各種 IT システム、アプリケーションに係るソフトウェア開発） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

自分が工事に携わった成果が完成物として世の中に残る事、仕事上の創意工夫がお客様に喜ばれること、日々の技術

や知識の向上など自分の成長を実感できることなど、とても働き甲斐のある会社です。 

チームワークを大切にし、先輩社員は後輩の面倒見が良い温かい雰囲気の会社です。 

主な募集職種（名）  電気通信工事業務 と SI（システム インテグレーション）業務 
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 
電気通信工事（主に IT 関連設備の施行工事）と企業（クライアント）が収益向上に向けた業務

をシステム化させるためのコンサルティング、設計、開発、運用、保守のシステム構築です。 
 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 2 2  

研修制度 

新人研修 
社内外におけるビジネスマナー、専門スキル研修、資格取得のための研修、

先輩社員による現場実践 OJT など多様です。 入社前準備： 

資格、経験など 

当社のホームページを閲

覧してください 

経験不問です 
社員研修 

全社員対象に、業務に必要な資格取得やスキルアップ研修の機会を計画して

取り組んでおります。（実施に伴う費用は全て会社負担です） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険（雇用、労災、健康、厚生年金）完備  

有志社員によるサークル活動（寺社仏閣参拝、釣り、ゴルフ など） 

公的認定 

●プライバシーマーク認定事業

者●千葉県社員いきいき！元気

な 会 社 ！ 宣 言 企 業 ！ ●

CO2CO2 スマート宣言事業所 
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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 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 

 

カナ カ）タカハシマシニング 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 髙橋マシニング 千葉県山武郡 無 総務・人事部 [専務取締役] 高橋 聖孝  

HP アドレス http://www.t-machining.com 連絡先電話番号 0479-82-5751 連絡先メール  tkhs2862@dion.ne.jp 

当社が求める人物像 「素直な人」・「チャレンジ精神豊かな人（向上心、探求心）」・「チームでも 1 人でも作業できる人」 

事業概要 機械部品加工・側壁構造部材（セグメント）加工・製缶・溶接 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

単品、小ロッド、難加工品が多いため景気に左右されない。小型→大型工作機械のキャリアを積むことが出来き、 

かなりの技術を習得することができる。また幹部候補を目指して頂けます。 

主な募集職種（名） マシンオペレーター・フライス工・溶接工 
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 工作機械を使ってプログラミングし、金属を削ったり、穴をあけたりする。 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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒   2  

専修学校卒   2  

高卒 1 名  2 横芝敬愛高校 

研修制度 

新人研修 先輩オペレータの補助として２～３か月研修します 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

特になし 

 社員研修 
工作機械オペレーター研修３泊４日  

倉敷機械（新潟県）又は三菱重工（滋賀県）のどちらか 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

歓迎会（懇親会）・社員旅行・納涼会・退職金制度（一定条件での退職のみ） 

クラブ活動（剣道） 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 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 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 
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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ｼﾞﾝ ﾃﾝｺｳｶｲ 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 社会福祉法人 天光会 千葉市中央区 無 事務 [統括課長] 滑川 欣之 

HP アドレス http://www.keikouen.or.jp/shiny/ 連絡先電話番号 043-308-4812 連絡先メール namekawa@k-shiny.jp 

当社が求める人物像 前向きでお客様主体で考えられる方。楽しく仕事をできる方。 

事業概要 
高齢者介護に関わる事業所の運営 

特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、デイサービス、ケアハウス、小規模多機能型居宅介護、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、) 

『介護に革命を』 

ICT 化、介護ロボットの導入、教育研修システム 

2018 年にオープンしたばかりのまだまだ新しくきれいなホームです 

主な募集職種（名） 介護スタッフ・看護スタッフ 
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 ご入居されている利用者様に対しての介護・看護一般 無 
（新型コロナ感染防止対策の為） 

 

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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 2 1  城西国際大学、植草学園短期大学、 

専修学校卒 2 1  中央介護福祉専門学校、京葉介護福祉専門学校、臨床福祉専門学校 

高卒     

研修制度 

新人研修 
中途入社時研修、入社後 OJT 指導、定期面談 

新卒入社時研修 入社前準備： 

資格、経験など 

資格・経験不問 

初任者研修・実務者研修・ 

介護福祉士・介護支援専

門員等あれば尚良し 社員研修 園内研修、各種委員会・ユニット会議時に随時 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

住宅借入制度 

新卒入社時ディズニーランド研修検討中 公的認定 
くるみん認定 

 

 

カナ テンシン 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 天伸 株式会社 千葉県 柏市 無 総務部 [リーダー] 内山 佳奈子 

HP アドレス http://www.tensin.co.jp 連絡先電話番号 04-7174-6571 連絡先メール uchiyama@tensin.co.jp 

当社が求める人物像 仕事への当事者意識を持った社員 

事業概要 ばね製造販売（板ばね、線ばね）金型製造販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

マルチフォーミング加工により材料費大幅削減。社是「愚直 素直 謙虚」。963 年創業以来 100 年企業に向けてお

客様満足度を高めるべく変革途上です。若手とベテランの絶妙なチームワーク。 

主な募集職種（名） 金型設計製作 機械オペレーター 
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 金型設計製作 機械オペレーター  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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒 1 1  千葉県立特別支援学校流山高等学園 

研修制度 

新人研修 製造現場での安全対策（DVD 視聴）ちばぎん総研新人研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

社員研修 
月刊誌致知を読み合い人間力を高める。外部研修（ちばぎん総研ポリテクセ

ンタージェイック） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

誕生日プレゼント（ギフトカード）、春と秋のバーベキュー 

公的認定 

笑顔いっぱいフレンドリーオフ

ィス 
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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 

 

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 有  管理部      脇 

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 ttk@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 
発電所・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／建築物総合改修工事／建

築物塗装工事全般 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

防食（防蝕）塗装工事を得意としています。休みなく稼働する社会インフラ（発電設備、プラントや産業設備）を守る大きな役割を果

たし、寿命だけでなく、メンテナンス回数の増加に伴う稼働停止の経済的損失や、プラント自体の寿命にも影響する重要な役割を担い

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

ューアル工事の施工管理業務全般 
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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 3  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 1 0  

研修制度 

新人研修 新人教育プログラム 4 月～。外部研修で社会人としての基礎を学びます。 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

社員研修 資格取得支援制度あり。会社が支援します 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・自家用車を業務使用の場合は、自家用車手当を月 3 万円支給！ 

・スマホは、会社支給か、自分のスマホか、を選べます。 

 自分のスマホを業務使用する場合、通信費月 7000 円支給！ 

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 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 有 法人本部 [採用担当] 小川 井上  

HP アドレス https://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 

①相手の立場にたって考えることが出来る豊かな心を持った職員                       

②チームの為に自ら能力開発を行い、チームへ還元することが出来る職員                               

③多様化する利用者ニーズを把握し、広い視野を持って地域社会へ働きかけが出来る職員 

事業概要 設立 1991 年 10 月 従業員数 270 名 船橋市内 13 事業を運営(高齢/保育) 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

船橋市内に特化した事業運営ということもあり異動による引っ越しの心配なし。また、多くの事業所、職種配置があ

るので、活躍の場を広げる事が出来ます。そしてその為のキャリアパス支援も充実しています。 

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 介護業務全般(食事、排泄、入浴の支援等) 地域貢献活動 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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒  １ ２ 淑徳大学 城西国際大学 帝京平成大学 東京成徳大学 和洋女子 千葉商科等 

専修学校卒  １ １ 中央介護 江戸川大学おおたかの森 松山学園 植草学園短大 等 

高卒 １ ３ ２ 松戸向陽 船橋豊富 中山学園 等 

研修制度 

新人研修  事前研修(2 週間) フォローアップ研修(3 か月に 1 度)  
入社前準備： 

資格、経験など 

介護の知識やボランティ

ア経験が少しでもあると

望ましいですが、入職し

てからしっかりと育成さ

せていただきます！ 
社員研修 

法人研修(階層別、実践研修) 事業所研修(リスクマネジメント、ケアマネジ

メント研修他、スキルアップの為の研修 外部派遣研修 など 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

引っ越し支援 奨学金支援 職員紹介制度 永年勤続表彰 資格取得祝 

歓迎会 暑気払い BBQ 懇親会 忘年会 新年会 旅行(1 回/2 年) 公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

 

カナ ノミズコウギョウ 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 野水鋼業 株式会社 白井市平塚 無 管理部 [ 主任 ] 五十嵐 貴子 

HP アドレス http://39nomizu.co.jp/ 連絡先電話番号 047-441-5315 連絡先メール igarashitakako@39nomizu.co.jp 

当社が求める人物像 明るく前向きに仕事ができる方、長く仕事を続けていただける方 

事業概要 ステンレス、アルミ棒材の切断・販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

仕事はある程度社員に任せてもらえるのでやりがいに繋がる。有休取得率 70％以上、年間休日 123 日。男女ともに

育児休業取得実績あり。社内規程が整備され、社長、上長との距離が近く風通しの良い環境。退職金制度あり。 

主な募集職種（名） 技能職 
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 在庫品管理検査→棚入れ→バンドソー・丸鋸を使っての材料切断→完了検査→梱包 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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 １ １ ２ 神田外語大学 

専修学校卒     

高卒    我孫子東高等学校 

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 

普通自動車運転免許 

（通勤） 

※オートマ限定可 
社員研修 ステップアップ研修、社外研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険完備、退職金制度、育児休業（男女実績あり）、慶弔休暇 

経営方針発表会（１月、７月）棚卸（６月、１２月）※年４日土曜出勤 

 

公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業、くるみん認定 
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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 カブシキカイシャ ビーアイテック 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 ビーアイテック 千葉市若葉区 無 人事部 [採用担当] 前田 弘司 

HP アドレス http://www.bitech.co.jp 連絡先電話番号 043-214-0555 連絡先メール saiyo@bitech.co.jp 

当社が求める人物像 

・物作りや機械いじりが好きな方 

・デスク仕事より現場仕事が好きな方 

・チームで仕事をするのが好きな方 

事業概要 
・聞き慣れないですが、「築炉工事」という業種です。 

・築炉とは、金属などを加熱・加工したり、燃料燃焼によるお湯や電気づくりの装置・設備を建設整備することです。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・経験がなくても大丈夫！ 知識経験豊富な先輩から懇切丁寧な指導が受けられます。 

・各種講習（フォークリフト運転、、玉掛、溶接技能等）や、築炉技能士等の資格試験費用は会社が全額負担します。 

・顧客は鉄鋼、化学、自動車等大手企業や地方公共団体等が多数で、景気等に左右されない安定業種です。 

主な募集職種（名） ・炉のメンテナンススタッフ 
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 

・炉（焼却炉、ボイラー、登記窯等）の建設・メンテナンスの仕事です。 

・炉内の土台作り、耐火レンガの積み上げ、コンクリートの流し込み、耐火材の吹付などです。 

・炉がなければ製品作りは成り立たないくらい大切な仕事です。 

なし 

 

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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒  ２ ３ 学校法人木更津総合高等学校、学校鵜法人明聖高等学校 

研修制度 
新人研修 

・東金テクノグリーンパーク内にある会社工場で、耐火レンガの制作を通じ

て基礎的な技能を習得（型枠作り・耐火レンガ造り、クレーン運転等） 

・各種講習の受講（フォークリフト、玉掛け、溶接等） 

入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許。 

弊社のホームページなど

を読んでおいてくださ

い。 社員研修  

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・各種社会保険（厚生年金、健康保健、雇用保険）。 

・宿泊を伴う出張の際は、朝食・夕食は全額、昼食は半額程度を支給します。 

・ベネフィットステーションで各種割引制度の特典が受けられます。 

公的認定  

 

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 
 

 

http://www.bikoushoukai.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 

フク)ホウタツカイ  

トクベツヨウゴロウジン ホームレイコウエン 
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 
社会福祉法人 豊立会 

特別養護老人ホーム玲光苑 
成田市 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、) 

社会福祉法人豊立会では新入職員に対しトレーナー制度を設けており、「その日の疑問はその日に解決する！」をモッ

トーにひとり立ちするまでサポートしていますので、未経験の方でも安心してお勤めいただけます。また、新人研修

や教育体制も充実しているので、介護の基本を学ぶことができます。 

主な募集職種（名） 介護職員（３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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 1 淑徳大学 千葉商科大学 城西国際大学 中央学院大学 帝京平成大学 

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

高卒 0 1 1 下総高校 富里高校 成田西陵高校 八街高校 

研修制度 

新人研修 新人研修、トレーナー制度により不安なくお勤めできるよう支援します。 

入社前準備： 

資格、経験など 

入職後に介護福祉士実務

者研修を受講するための

サポートがありますの

で、ご安心ください。 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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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 ミカワヤ 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 みかわや 
東金市 

茂原市 

大多喜町 

有 管理部 [総務課長] 尾本 典子 

HP アドレス https://mikawaya.biz 連絡先電話番号 0470-82-4131 連絡先メール Recruit＠mikawaya.biz 

当社が求める人物像 
好奇心・向上心を持ち、仲間とともに成長し続ける人 

（負けず嫌いな人・人と話すのが好きな人・意見を柔軟に受けとめられる人・時間を守る人） 

事業概要 きもの販売事業・きものレンタル事業・宝飾販売事業・きものクリニック事業・和裁事業・Web 戦略事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 天明 6 年（1786 年）創業より 235 年間、地域密着一筋での営業／230 余年、ブレないお客様への仕立て 

 技術の提供／営業利益に左右されない、個人の売上営業実績に見合った報酬 

主な募集職種（名）  営業職（きもの販売） ／ Web 運営事務職 
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  振袖対象者へご来店を促すアプローチ営業と販売 ／ Web による販売促進・営業事務 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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 4 0 3  愛国学園大学、敬愛大学、千葉経済大学、明海大学、麗澤大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 2  大多喜高等学校、茂原北陵高等学校、千葉学芸大学 

研修制度 

新人研修 きもの基礎研修／きもの着装研修／きもの着方研修／販売研修／営業研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

［資格］ 

要普通自動車運転免許 

［準備］ 

車の運転の練習 社員研修 きもの着方研修／振袖営業研修／きもの研修／きもの産地研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

きもの着方教室無料参加／きもの文化検定受験料補助／社員割引 

新年度懇親会／バーベキュー大会 公的認定 
 

 

  

  

カナ メイセイコウギョウ 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 明正工業 株式会社 千葉市・市原市 有 総務経理部 [課長]  大野 

HP アドレス http://www.meiseikougyou.co.jp 連絡先電話番号 043-268-3388 連絡先メール kyuujin@meiseikougyou.co.jp 

当社が求める人物像 

社訓のひとつに「挨拶をしよう」というのがあります。シンプルですが、全てはそこから始まるという思いが込めら

れています。お客様はもちろん、ベテランの協力会社の方々や先輩とのコミュニケーション、その部分がしっかりし

ていれば、スキルはあとから付いてきます。想像力を豊かに持って挑戦していく、そんな思いを期待しています 

事業概要 産業・化学・環境プラントのメンテナンス及び機器据付工事、空調・給排水設備工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

「社員一人ひとりがイキイキと働く」を目指して若手からベテランまでそれぞれお互いの考え方を尊重するような社

風を築き上げてきました。失敗を恐れず、どんな小さなことでも何か目標をもって臨んでくれれば、自ずと成長出来

るし、私たちもそれを全力でサポートいたします。 

主な募集職種（名） エンジニア 
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 
整備・補修・製作等まずは現場にて作業の流れを覚えて頂き、ゆくゆくは監督者を目指していた

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機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 4 千葉工業大学、日本大学 

専修学校卒 0 0 2 国際理工情報デザイン専門学校 

高卒 0 1 6 千葉工業高校、京葉工業高校、茂原樟陽高校、市川工業高校 

研修制度 

新人研修 
２週間社会人マナー研修後、約３か月間の安全・作業トレーニング。 

その後、仮配属先での OJT を交えた研修を実施 入社前準備： 

資格、経験など 

自動車運転免許あれば尚

可 

社員研修 安全教育・保全技能教育・各特別教育など多数実施 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

資格取得報奨金制度、安全表彰、永年勤続表彰、各種表彰制度。 

スマイル休暇制度（月 1 回どの曜日でも半休が取得できる制度） 公的認定 
社会いきいき！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 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 

 


