2021年3月卒 大学生対象 4月入社の新入社員をまだ募集中の企業情報 （千葉県採用力向上サポートプロジェクト登録企業 ５２社）
会社名

業種

業種詳細

1 株式会社アクアテック

7.その他サービス

アウトソーシング業

http://www.aquatechgroup.co.jp/

2 新井総合施設株式会社

7.その他サービス

廃棄物処理業

http://www.arax-g.jp/araisogo/

3 一般財団法人

市川市福祉公社

8.医療・福祉・介護

在宅福祉サービス

勤務地

ホームページＵＲＬ

http://www.i-fukukou.com

通常、勤務する事業所の
最寄り駅

部署名

役職

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6社を保持する企業にまで拡大
しており、様々な業界・職種に携わることが魅力です。
まずは一度職場見学会にお越しください。エントリーをお待ちしております。

総務人事部

係長

職場見学会を実施する

千葉県君津市、東京都中
久留里駅、勝どき駅
央区

技術職、総合職

5

会社説明会を実施する,
当社は廃棄物の処分を通じ、建設業界、製造業界及び各自治体を陰ながら支え
すぐに選考（面接等）を る環境インフラ事業を営んでおります。現在は第3期最終処分の増設を行い、
実施する
首都圏最大規模の廃棄物処理業者を目指しております。

総務部

課長

3

驚くべきことに、介護業界は景気の好不調に左右されることなく人材不足です。
驚くべきことに、私たちはリーマンショックの時も大災害の時も黒字経営でした。
個別に職場見学と説明を 驚くべきことに、私たちの仕事の魅力を世間の人はほとんど知りません。
驚くべきことに、私たちはもう20年以上新卒採用をしていませんでした。
行う
驚くべきことに、どうやらコロナ禍が新しい出会いのチャンスになりそうです。
さあ次は、一緒に驚きませんか。

事務局

事務局長

キャディ部マスター室/進行管理/施設管理

3

大手建設会社『大林組』100％子会社のゴルフ場です。自然に囲まれた環境で
仕事ができます。今回のコロナウイルスによる休業期間中も、全スタッフの給
与を100％保証するなど、とにかく充実した待遇と安定性が魅力のゴルフ場で
す!!
職場見学会を実施する,
＊定休日+1日の週休2日制!!土日に休むのもOK♪
すぐに選考（面接等）を
＊頑張り次第で給与UP!など
実施する
従業員の働きやすさを考慮した待遇は地域No.1クラス!!
離職率も低く皆和気あいあいと楽しく働いています。
随時、職場見学をおこなっていますので、この求人を読んで少しでも興味を
持っていただけた方はぜひお気軽にご応募ください。

工事施工管理、プラント設計

2

職場見学会を実施する

コールセンター

2

㈱インターコムが開発・販売しているソフトウェアは全国の企業様の業務支援を行
い、商品数も多岐にわたる事からコロナ禍においても業績を伸ばしおり、当社はグ
オンライン面談（会社説 ループの一員として業務の一旦を担い、業績は好調です。
明を含む）後、選考実施 在籍社員は半分以上が20～30代で、若手フォローアップや教育も充実しており、未
経験でも先輩社員とコミュニケーションをとりながらチャレンジできる環境です。2021
年2月には新社屋に移転予定で、会社と共に成長する方を大募集しています。

施工管理職

1

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する

1

すぐに選考（面接等）を 店舗運営を学び、幹部を目指す！ 独立を目指し経営スキルを磨く！
実施する
すべては貴方次第です。遠隔地への転勤もありません

市川市

市川・本八幡・市川大
野・南行徳

千葉県長生郡睦沢町

茂原駅

5 岩田産業株式会社

2.建設・建築

プラント機械設備工事

http://www.iwata-sangyo.jp/

千葉市稲毛区

千葉都市モノレール
ポーツセンター駅

南房総市

千倉駅（2月移転予定
移転後：南三原駅）

訪問介護員（夜勤あり）

6 株式会社インターコムＲ＆Ｄセンター

10.情報通信

ソフトウェア業

7 生塩工業株式会社

2.建設・建築

管工事業(ﾌﾟﾗﾝﾄ配管工事 配管組立、配管溶
接、工事管理、品質管理、

ushiokogyo.jp

千葉県市原市

JR内房線
井駅

8 有限会社

6.小売・飲食

モスバーガーのFC運営

mos.co.jp

市川市/船橋市

本八幡・船橋・東船橋

ス

https://www.intercomrdc.co.jp/

自動車販売・整備、特種車設計製作、ボデー
https://www.ea-net.co.jp
架装等

自社の魅力コメント

5

キャディ部については、スタート前のお客様
へコースにおいての注意点を説明したり、お
客様のプレーの進行をスムーズするために
https://www.daystar-gc.co.jp/
コース内を巡回したりします。施設管理につ
いては、館内のメンテンナンスを行います。

1.製造

選考方法について

請負現場のスタッフ管理業務

7.その他サービス

9 株式会社永光自動車工業

今回の採用予
定の人数

市原市（その他、習志野
JR八幡宿
市、川崎市等）

4 茨城グリーン開発株式会社

エアーズ

募集職種

※50音順

千葉市若葉区

姉ヶ崎駅

千城台北駅

五

公共工事をメインにした安定した会社で、７３年の歴史と実績によってお客様から信
頼され堅実に成長しています。
環境に役立つ事業を行っており社会に貢献し、やりがいや誇りを持って働ける職場
です。
先輩社員が丁寧に指導し、仕事に必要な色々な資格の取得制度が充実していま
す。

マネージャー

氏名

電話番号

メールアドレス

0436-42-5911

oubo@aquatechgroup.co.jp

03-6220-1902

i-murakami@arax-g.jp

047-313-4074

ifukuk@i-fukukou.com

熊谷裕美

090-1400-9347

kumagai.hiromi@daystargc.co.jp

水島

正明

村上勇

今井

真希

代表取締役

社長

岩田

晋

043-259-7266

s-iwata@iwata-sangyo.jp

管理部管理課

なし

宮川晴美

0470-28-5666

h.miyakawa@intercomrdc.co.jp

本社

代表取締役

生塩憲司

0436-21-8967

ushio-kenji@ushiokogyo.jp

営業

代表取締役

047-710-8198

ayers@mist.ocn.ne.jp

4

私たちは、「わくわくドキドキものづくり」で社会貢献を目指しています。
自動車、とくに商用車の販売から、さらに働くクルマ（特種車：消防車、レントゲン車、
すぐに選考（面接等）を 広報宣伝車、キッチンカー、ポンプ車、タンク車等）の設計製作をしています。2020オ
リンピックに使用される車も私たちが製作しました。最近では、クルマ作りのノウハウ
実施する
を活かして、次世代型遊具の製作販売もしています。
私たちと一緒にわくわくドキドキするようなものづくりを社会に届けませんか。
ぜひ若い皆さんの自由で柔軟な発想を当社で活かしてみませんか。

営業ＣＳ部

代表取締役

木俣博光

043-231-8211

ceo@ea-net.co.jp

訪問介護スタッフ

3

【資格取得補助制度あり！】
無資格者の方やスキルアップを目指す方のために資格取得に必要な費用を補助し
ます。
すぐに選考（面接等）を また、先輩スタッフによるOJT研修で未経験からのスタートをバックアップします。
実施する
【人柄重視採用！】
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！
ご応募お待ちしています。

総務部

採用担当

宮武・内村

0473-51-4355

soumu@emeraldsupport.com

看護師、介護士、保育教諭

10

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する,
今年はコロナの影響で仕事説明会や職場見学が不十分でしたので、今後も募集
すぐに選考（面接等）を を行います。お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
実施する

法人本部

総務付

相澤

0479-72-1400

honbu@99-home.com

溶接工

店長候補

営業、営業事務、技術者

生塩工業の強みは高い字術力と高い生産力。個人プレイというよりも一丸でプ
ロジェクトに向き合うチームワークこそが最大の魅力かもしれません。全員が
120%で取組むからお客様に喜んでもらえる。その積み重ねが歴史であり、ブ
ランドなのです。大手企業の数千分のひとりとしてではなく、企業の主力メン
バーとして力を発揮してみませんか。

小島

宏之宏之

10 エメラルドサポート株式会社

8.医療・福祉・介護

訪問介護

https://emeraldsupport.jbplt.jp/

浦安市

JR京葉線「新浦安駅」

11 社会福祉法人九十九里ホーム

8.医療・福祉・介護

病院、高齢者・障害者施設、こども園

https://www.99-home.com/

匝瑳市・山武市・香取
市・横芝光町

JR総武本線

12 社会福祉法人健恒会

8.医療・福祉・介護

特別養護老人ホーム

https://kenkohkai.org/

船橋市金杉町

船橋駅からバス

介護職員

3

職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を 未経験者にやさしい施設です。資格取得のための支援あり
実施する

本部

主任

坂本清孝

047-429-4165

saiyoukenkohkai@mbr.nifty.com

13 医療法人社団健恒会

8.医療・福祉・介護

歯科医院

https://www.kenkohkai.com/

船橋市薬円台

薬園台

歯科助手

2

職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を 未経験者にやさしい歯医者です。無資格未経験でもOK。
実施する

本部

主任

坂本清孝

047-429-4165

kenkohkai@nifty.com

14 興栄燃料株式会社

7.その他サービス

ＥＮＥＯＳカーライフアドバイザー
家庭用ＬＰガス販売

https://koei-e.jp/

①千葉市、佐倉市、習志野
①千葉駅他
市、八千代市のいずれか
②千葉駅
②千葉市中央区

①ＥＮＥＯＳカーライフアドバイザー
②ＬＰガスルート営業

2

当社は、昭和２２年に薪炭の卸業からスタートした創業７０年の千葉県下に事業展開
する老舗企業です。
すぐに選考（面接等）を 現在もエネルギーの販売だけでなく、自動車整備業などのカーライフの提案という、
様々な事業スタイルを構築しております。
実施する
今後もサービスを主体に、ニーズに合った付加価値を提案し、よりよい地域社会づく
りに貢献したいと思います

総務課

課長

高橋英雄

043-242-3221

info@koei-e.jp

15 株式会社小島製作所

1.製造

建設機械部品、油圧機器部品の製造組立

http://www.kojimaseisakusho.c
柏市
o.jp

柏駅

生産管理、生産技術

1

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する,
創業70年を過ぎ、令和での飛躍につながる人材を求めています。
すぐに選考（面接等）を 当社の過去現在を理解し、未来につながる成長の起爆剤となってほしいです。
実施する

総務部

常務取締役

小島 義一

04-7144-4496

kanri@kojimaseisakusho.c
o.jp

JR佐倉駅、京成佐倉駅

①看護補助者（介護士）：回復期リハビリテーション病
棟、医療療養病棟における介護、看護補助業務 ②看護
師：回復期リハビリテーション病棟、医療療養病棟にお
ける看護業務 ③作業療法士：回復期リハビリテーション
病棟、医療療養病棟、外来リハビリ委おけるリハビリ
テーション業務 ④言語聴覚士：回復期リハビリテーショ
ン病棟、医療療養病棟、外来リハビリ委おけるリハビリ
テーション業務 ⑤医療ソーシャルワーカー（社会福祉
士、精神保健福祉士）：回復期リハビリテーション病
棟、医療療養病棟への入院相談、退院支援業務。

総務課

人事採用担当

043-484-2161

kharada@sakurakouseien.jp

16

公益財団法人日産厚生会
院

17 三輝工業株式会社

佐倉厚生園病

8.医療・福祉・介護

2.建設・建築

18 株式会社サンコウ・トータル・サービス 7.その他サービス

病院、介護老人保健施設、訪問看護ステー
https://www.sakurakouseien.jp
千葉県佐倉市鏑木町
ション、訪問リハビリステーション、居宅介 /
護支援事業所

各種水処理プラント配管
テナンス

警備業・人材派遣業

設計・施工・メン

飯倉

1

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。
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。
職場見学会を実施する,
教育体制は各部署主催の勉強会、院内外研修、学会にも積極的に参加をしてお
すぐに選考（面接等）を
り仕事をしながら学ぶことができます。
実施する
また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。

http://sanki-kogyo.com/

佐倉市・八街市

佐倉駅・榎戸駅

施工管理・組立エンジニア・設計

3

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を
実施する

https://sanko-total.com

成田市

成田空港

総合職

3

会社説明会を実施する

原田

一樹

日本の基幹産業の1つのモノづくりの面白さを実感できる企業です。
日本各地ににある各種プラント(特に半導体に不可欠の純水製造)の配管施工及び
自社工場でのプレファブ工法で業界の先端を担う企業です。
就業の希望により千葉県に3拠点ある工場にて業務する事ができ、地元志向の学生
には選択の機会が広がります。
工場の平均年齢は若く皆希望を持って仕事に取り組んでます。

業務課

無し

髙橋

03-3667-3041

recruiting@sankikogyo.com

S・T・Sは、誠実（Sincerity)・信頼（Trust)・奉仕（Service)を会社モットーにしておりま
す。人と企業を結ぶ架け橋となれる様、サービスを通し社会に貢献する事を会社の
基本理念と考えております。

管理部

部長

富永麻衣子

0476-32-5085

tominaga.mi@sankototal.co.jp

千葉県採用力向上サポートプロジェクト（千葉県補助事業） 令和2年度

2021年3月卒 大学生対象 4月入社の新入社員をまだ募集中の企業情報 （千葉県採用力向上サポートプロジェクト登録企業 ５２社）

※50音順

我々、サンリツは医療機関から血液や尿、細胞などをお預かりし、患者さんの検査を
行っている地域医療を支えている会社です。
19 株式会社サンリツ

20 株式会社

7.その他サービス

三和システム

21 株式会社三和テレム

臨床検査（医療機関から血液や尿、細胞など
http://www.san-g.com
をお預かりし、検査を行う会社です）

八千代市、佐倉市、千葉
市、船橋市、流山市、木
勝田台駅
更津市、足立区、世田谷
区

2.建設・建築

電気工事・機械警備工事・通信工事

https://www.sanwasystem.com

2.建設・建築

電気通信工事業、電気工事業

千葉県松戸市、千葉市、
http://www.sanwa-telem.co.jp/ 東京都江東区、世田谷
新京成線常盤平駅
区、埼玉県川越市

千葉県千葉市若葉区

22 島崎熱処理株式会社

1.製造

金属熱処理加工

http://www.shima-netsu.co.jp

23 株式会社シンワ

2.建設・建築

解体業

https://www.sinwa-kaitai.com/ 東京都中央区

24 進和建設株式会社

営業職（検体回収業務）

2.建設・建築

総合建設業（施工管理）

http://www.sinwa-k.jp

千葉県習志野市

ほか

5

会社説明会を実施する

街の情報通信インフラや人々が暮らす快適空間の発展に貢献している会社で
す。

総務部

副部長

藤倉俊秀

047-388-2255

t-fujikura@sanwatelem.co.jp

管理課

-

志賀八千代

047-473-0121

simcoentry@gmail.com

経営管理本部

係長

イノワ

03-6262-3727

inowa@sinwa-kaitai.com

総務部

採用担当

石原陽子

0436-22-8181

soumu@sinwa-k.jp

総務課

課長

小川裕司

0474-11-7715

y-ogawa@shinwa417.co.jp

管理部総務課

マネージャー

小林

0476-45-1600

kazuto_kobayashi@swb.co.
jp

業務部

部長

星

0476-90-5652

y.hoshi@skycargo.co.jp

鈴木恵美子

0471-34-2041

lovenature-e@suzukinaturaldesign.com

山田

043-350-1550

takashi.yamada@seishinka
i.or.jp

山初

043-228-5900

job@senjyu-kai.com

3

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する

八丁堀

2

会社説明会を実施する

予想もしなかった事がたくさん起きた本年。学生さんだけで無く弊社もそうで
す。ですが会社として求められており、大変有難く思ってます。でも人が足り
ません！頑張れば頑張るほど評価される弊社で思いっきり社会人しませんか！
ご応募お待ち致しております。

2

進和建設は市原市に本社を置く総合建設業の企業です。本社の他に千葉事業本
部・東京支店に事業所を構え、公共事業に数多く携わり、国土交通省、千葉
職場見学会を実施する,
県、市原市等から表彰されています。建築および土木の施工管理技術者として
すぐに選考（面接等）を
工事現場の工程や原価の管理をしていただきます。弊社も高年齢化が進み、若
実施する
いチカラ＝あなたの力が必要です。施工管理技術者として一緒に働けるのをお
待ちしております！
スーパーやコンビニでお馴染み､大手食品メーカーのパンやお菓子などの有名
商品パッケージ､包装材(フィルム)の形やデザインから印刷に至るまでの企画･
提案を行っています｡どの部署も個人で仕事をする事よりもチームで仕事をす
ることや、会社イベントも多く、年齢層も若い方（20歳代～30歳代）が多い
ので、一言でいえば、“学校のクラス”や“サークル”の様な雰囲気の職場だと思
います。

職場見学会を実施する

大手コンビニエンスストアで販売するパンやドーナツを製造する食品工場です。
千葉、東京、埼玉の約900店舗へ商品を納品しております。自ら製造した物が
翌日には店舗で納品される為、お客様の反応等を直に感じる事ができます。

成田空港駅・羽田空港第
航空貨物ハンドリング
３ターミナル駅

5

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を
実施する

弊社は成田空港、成田空港周辺及び羽田空港にて輸出入される航空貨物のハンド
リングを行なっております。近年、日本と諸外国間のモノの行き来は活発になり、現
代のモノ作りは複数の国を跨いで製造されています。航空貨物の最先端で生活に密
着したモノの取り扱いをしてみませんか？

東武アーバンパークライ
施工監理
ン 江戸川台駅

2

国産材と自然素材にこだわった温もりある住まいづくりを提供している建築設計事務
すぐに選考（面接等）を 所です。山の資源を有効活用し、林業の促進、地球温暖化対策に取り組んでいま
す。また、腕と人柄に信頼のおける職人さん達と共に、設計から施工、完成まで、自
実施する
社一貫体制のものづくりスタッフとして歩んでいます。

新検見川駅

4

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する

2018～2020年度に新卒採用した方の3年以内離職率は0％と定着率の高い法人で
す。また、残業時間も少なく（2019年度月平均2.3時間）、有給休暇も多く使える
サービスセンター
（2019年度平均取得日数16.8日/取得率75.2％）など、労務環境の良さが自慢です。

5

すぐに選考（面接等）を
実施する, 会社説明の後
に選考を実施可能です。

コロナ禍でも安定している企業になります。当法人は千葉市若葉区で4施設12事業
を運営しています。介護の仕事は「大変」がクローズアップされていますが、それ以外
の魅力が沢山あります。ぜひ一度、説明会で施設に来てください。ご応募、お待ちし
ております。

人事

防犯防災、電気工事担当者

2

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を
実施する

コロナ禍で生活様式、職業観が変わりました。
リモートワークの基礎を支える通信工事や機械警備、落雷抑制避雷針工事などを行
い、安心安全を提供しています。
当社自身も働き方改革を実行中です。自社開発の勤怠管理アプリで時間外労働を
見える化して削減、休暇もきっちりとれる体制を整えました。さらに、900時間の新卒
向け研修を整備し、「背中を見て覚える」修行は昔の話となりました。
手に「新時代の」職、付けませんか？

代表取締役

代表取締役

宮下賢一

043-291-2242

join_us@sogodensetu.co.jp

法人営業、施工管理、サービスエンジニア

3

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を
実施する

当社は、創業46年、ダイキン工業のグループ会社（持分法適用会社）です。
タイ、ベトナムへも進出しており、常に新しいビジネスフィールドを切りひらくため、「ま
ずはやってみる」の精神を大切にし、今後も果敢にチャレンジし続けていきます。明
日の第一セントラル設備を担うパワーが必要です。世界に向けて共にチャレンジをし
てくれる方、私たちの仲間になりませんか？

営業企画部

取締役部長

深山隆史

0473-32-5206

dcs-t@dcsk.co.jp

技術職

1

職場見学会を実施する,
創業70周年を迎えた木材の総合企業です。当社は通年採用をしております。ものづ
すぐに選考（面接等）を くり、建築の世界に興味のある方、職場見学だけでもぜひお問い合わせください。文
系理系問わず募集いただけます。
実施する

管理部

参事

好美

0436-41-0355

y-nagano@daisan-net.co.jp

3

職場見学会を実施する,
商業施設にテナントとして出店しています。野菜や果物を地域の方に提供する仕事
すぐに選考（面接等）を
です。売価を含めた売り方を店舗スタッフに任せています。
実施する

人事課

課長

坐間

彰

042-565-0802

jinji@daitoseika.co.jp

機械オペレーター

2

慎重に就職活動を進めている皆様へ。自分には何が向いているだろうか。生涯を通
職場見学会を実施する,
してやりがいのある仕事とは何か。天職に出会えるはずだと考えているだけでは前
すぐに選考（面接等）を へは進めません。当社では大企業にはない中小企業ならではのやりがい・達成感を
得ることが出来ます。急変する社会で他と同じことをやっているだけではダメです。新
実施する
しいことに挑戦する力を当社で発揮してみてはいかがでしょうか。

総務部

部長

金木康成

043-222-1122

maki@taiyodoprinting.co.jp

千葉市、東京都23区内各
稲毛駅、秋葉原駅
現場

施工管理

3

弊社は空調設備工事を行っています。建物内にて快適に過ごす為にダクトは必ずあ
会社説明会を実施する,
ります。又、火事の際には煙を外に出すダクトもあります。創業50年を迎え大手の設
すぐに選考（面接等）を
備会社との取引をメインに地図に残る仕事をしています。専門工事業者にはなりま
実施する
すが、是非、新しい事にチャレンジしたい方お待ちしております。

管理本部

本部長

林

043-246-2128

y_hayashi@tamurakanto.c
o.jp

千葉県市原市、東京都府
JR姉ケ崎駅、JR北府中
中市

技術職

2

中外テクノス株式会社は1953年に広島の地で創業し、技術サービス業において業
すぐに選考（面接等）を 界屈指の業務規模をもつ『総合検査会社』です。広島をはじめ東京や千葉など全国
実施する, 会社概要を説 各地に拠点を置き、環境コンサルタント 、環境調査、CAE解析、非破壊検査、プラン
明後、面接実施
ト環境計装機器メンテナンスなど先進の「調べる技術」を駆使し、見えないリスクを可
視化することで地球環境の基盤を支えています。

関東環境技術セン
ター営業部兼総務
本部総務部人事教
育課

主任

柴崎

043-295-1102

t.shibasaki@chugaitec.co.jp

28 株式会社スズキ建築設計事務所

2.建設・建築

総合工事業 新築住宅 戸建てリフォーム
マンションリフォーム等

https://www.suzukinaturaldesign.com/

29 社会福祉法人斉信会

8.医療・福祉・介護

障害者支援施設（主に知的）の運営

http://seishinkai.native365.net/ 千葉市花見川区

30 社会福祉法人泉寿会

いずみ苑グループ 8.医療・福祉・介護

千葉県柏市

千葉市若葉区

JR総武線

生活支援員

千葉都市モノレール千城 介護職（学部・学科不問）、栄養士（栄養士または管理
台
栄養士の資格取得見込みであること）

千葉市緑区

鎌取駅

総合設備工事業 （空調設備・給排水衛生設
https://www.dcsk.co.jp/
備・太陽光発電設備等）

千葉県市川市

京成線

2.建設・建築

木材卸売業・木材加工業・建設業

http://daisan-net.co.jp/

千葉県市原市、東金市

八幡宿駅、東金駅

34 株式会社大東青果

6.小売・飲食

小売業（青果専門店）

http://www.daitoseika.co.jp

習志野市、佐倉市、富津 津田沼駅、ユーカリが丘
総合職（将来の店長・幹部候補）としての販売職
市、江戸川区他
駅、小岩駅

35 株式会社太陽堂印刷所

1.製造

印刷業

http://www.taiyodoprinting.co.j
千葉市緑区
p/

36 株式会社タムラカントウ

2.建設・建築

管工事業

http://www.tamurakanto.co.jp

37 中外テクノス株式会社

7.その他サービス

電気・計測機器メンテナンス、非破壊検査、
https://www.chugai-tec.co.jp/
検査サービス

千葉支店

s-abe@sanwa-system.com

2

http://skycargobusiness.rexw.j
成田市・東京都大田区
p

大三商行

043-284-1001

パンの製造

航空貨物取扱い

33 株式会社

忍

北総線 印西牧の原駅

4.運輸・物流

2.建設・建築

安部

千葉県印西市

27 株式会社スカイカーゴビジネス

32 第一セントラル設備株式会社

係長

3

食料品製造業

https://sogodensetu.co.jp

総務部

総合職

1.製造

防犯防災、電気工事

y-sugita@san-g.com

八千代緑が丘

26 株式会社スウィングベーカリー

2.建設・建築

047-487-2882

八千代市

食品パッケージの製造・販売

31 有限会社綜合電設

杉田義弘

4

JR総武線津田沼駅からバ
製造スタッフ
ス20分

施工管理職、営業職

次長

工事の幅が広いから事業の安定性は抜群です。携帯電話のアンテナ工事、マンショ
ンなどのセキュリティ工事、電気・通信工事と幅広い工事を手掛けています。ひとつ
求職者の方の希望によっ の工事に特化して行うのではなく、人々の生活に関わるさまざまな電気工事や通信
工事を行っているから、どんな不景気にも左右されにくいです。
て選考前もしくは後に職
今回のコロナにもあまり影響を受けておりません。
場見学や会社説明を実施 知識・経験ゼロでも安心の充実した研修もあります。未経験の方には工具の名前や
します。
使い方から、丁寧にお教えするので、ご安心ください。また国家資格の取得を会社で
全面サポート！電気工事士など一生モノの国家資格の取得をサポート。初回の受験
料を会社で負担します！サポートを受けながらスキルUPできます！

当社は鋼と共に50余年を歩んで参りました。金属熱処理という目には見えない技術
で日本のものづくりを支えています。次の50年へ更なる飛躍を目指し、自ら進んで会
社を成長させ、中核となって活躍していただけるような向上心溢れる学生さんを募集
致します。
◆熱処理の知識や資格は必要ありません。入社時研修で先輩社員がサポートしま
す。
◆当社は製造業ですが、従業員全員が会社のマネジメントに携わる活動をしていま
す。環境整備、品質向上、コスト削減と取組みは様々ですが、全社一丸となって会社
を成長させるよう努力をしています。
熱処理って何だろう？まずはそこからスタート。
小さな製造業には珍しく若い従業員が多く活気のある会社です。
是非、会社説明会へお越し下さい。お待ちしています！

新富町

総務部

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を
実施する

1.製造

高齢者福祉

技術職、施工管理職

千葉県市原市（担当現場 JR八幡宿駅（担当現場に
施工管理技士
による）
よる）

25 信和産業株式会社

https://shinwa417.co.jp/

千葉駅もしくは東千葉駅 電気工事士

5

会社説明会を実施する,
今回募集の職種は、医療機関を訪問し、検査に必要な検査物をお預かりするととも
職場見学会を実施する,
に、検査結果の報告書をお届けする営業職になります。
すぐに選考（面接等）を
実施する
地域のために活躍したい方、やりがいを求めている方、患者さんを支える仕事につ
いてみたい方、我々と一緒に働いてみませんか。

鬼越駅

浜野駅

課長

和人

祐一

永野

隆志

良之

利恵

千葉県採用力向上サポートプロジェクト（千葉県補助事業） 令和2年度

2021年3月卒 大学生対象 4月入社の新入社員をまだ募集中の企業情報 （千葉県採用力向上サポートプロジェクト登録企業 ５２社）
38 東京鉄製 株式会社

2

職場見学会を実施する

昭和44年江東区にて会社を設立し、現在は資本金4,000万円で鋼材販売加工業とし
て鋼鈑業界の一翼を担っています。企業の社会的使命と役割を果たすべく、発想の
転換(CHANGE)をはかり、好機(CHANCE)に挑戦(CHALLENGE)できる力を持った
３Ｃ企業作りを目指しています。

総務部

取締役総務部長

清水 伸幸

047-306-5101

n_shimizu@ttc-g.co.jp

2

会社説明会を実施する,
WEB会社説明会
（ZOOM）も実施

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。手がけているプラント設備は、どれも社会に
おける重要なインフラ。それをより良い状態で長く使っていただきたい、その思いで
日々施工しています。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。未経験でも入社後は、資格取得は会社がバックアップし、工事を管理
する技術者（施工管理技士）として、しっかりと育成します。取得できる資格は、約30
ほどあります。一生保有できる資格を当社で獲得してください。

管理部採用係

‐

脇

043-263-0033

ttk@toho379.co.jp

京成線志津駅、ユーカリ
が丘駅、東葉高速線村上 教室運営カスタマーチーフ
駅

2

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を
実施する, 会社説明およ
び職場見学は個別で行い
ます

自分らしく働きたい、自他の笑顔を大切に仕事したい！当社は新卒入社の離職ゼ
ロ。新卒入社の方を積極的に採用、育成したい会社です。新社会人への不安やスキ
ルアップを全社でバックアップします。教育サービス業として主に個別指導の明光義
塾FC教室を5か所で運営する他、カウンセリングアドバイザー事業やワークショップ
セミナー事業の開発・実践中。形式にとらわれない研修やユニークな人事評価制度
も独自開発、運用しています！

本部

取締役専務

上原（関戸）千種

043-371-6867

chigusa@knowledgeseed.jp

稲毛駅

3

幕張メッセ・ZOZOマリンスタジアム・さいたまスーパーアリーナ等誰もが知っている
会社説明会を実施する,
大型特殊物件や大型倉庫・マンション・学校等の杭打ち工事を主体とする会社です。
すぐに選考（面接等）を 半世紀近い業歴を誇り技術力には自信があり他社が受けられない仕事を対応する
こともあります。「信頼を見えない地中に打つ」をモットーに一緒に「杭の専門集団」の
実施する
一員になりませんか？

事務統括部

担当部長

043-243-0185

jimu@nozakikenkou.co.jp

2

HASEGAWA は、調理用品・建設資材・スポーツ用品など、多種多様な製品を世界
に送り出しています。
●モノづくりで社会貢献
お客様の困ったに真摯に取り組み、学校給食・レストランなどの【衛生管理】・土木建
築分野の【防水】・剣道の【竹刀】・ミニバスの【シューズ】、そしてコロナ禍のスポーツ
会社説明会を実施する,
に「安心・安全」を提供するために、「プラスチック」と「接着」と「アイデア」で問題解決
職場見学会を実施する,
してきたからこそ、HASEGAWA はオンリーワンのブランドと成る事ができました。
すぐに選考（面接等）を
●そんな安心・安全を世界に届けたい！
実施する
ユニークな製品を企画開発してくれる仲間、独自技術を用いて製造してくれる仲間、
世界中を飛び回ってPR してくれる仲間を必要としています。
●仕事を楽しんでほしい！
仕事とは本来とても楽しいことです。楽しんで仕事をしてくれる方を求めています。意
思疎通しやすくなる様に心がけています。

総務

常務取締役

047-484-7141

info@hasegawakagaku.co.j
p

3

平成11年創業以来、築炉工事、緑化工事、キャスタ―ブロック事業を中心に建設
業界において躍進を遂げてまいりました。お陰様でお客様からの受注は年中途切れ
ることはなく、安定した業績をあげております。
職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を 経験や資格がなくてもフォークリフト、クレーン、玉掛、危険物取扱等の講習費用
や、「築炉技能士（国家資格）」の取得費用は会社が全額負担しますので、未経験で
実施する
も意欲次第で専門技術者になれます。
仕事は多くあり「景気等に左右されず長く安心して働きたい」という人にピッタリの会
社です。

人事・労務

顧問

前田弘司

043-214-0555

saiyo@bitech.co.jp

業務課

課長

末原

04-7133-9111

h_suehara@tetsuya.bunkas.co.jp

0479-57-2884

hikari@cd.wakwak.com

京葉線 新浦安、東西線
浦安駅

3.卸・商社

鋼材販売小売業

39 東邦塗装工業株式会社

2.建設・建築

建築物総合改修工事
建築物塗装工事全般［内外装塗装/吹付］
建築物・土木構造物防水工事［アスファルト
/シート/ウレタン/FRP/各種シーリング］
躯体改修工事［樹脂注入/止水他］
外壁・石材等の特殊洗浄
https://toho379.co.jp/
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
仮設工事［枠組/吊り足場/ゴンドラ/スカイマ
スター］

千葉県千葉市中央区末広 京成 千葉寺駅より徒歩 技術系総合職（現場管理／工程管理／施工管理アシスタ
３丁目７番９号（本社） 5分（本社）
ント／積算／設計）

40 株式会社ナレッジシード

12.その他業種

教育サービス業

https://knowledge-seed.jp

佐倉市・成田市・千葉
市・八千代市

41 ノザキ建工株式会社

2.建設・建築

杭工事・土木

http://www.nozakikenkou.co.jp 千葉県千葉市美浜区他

42 長谷川化学工業株式会社

43 株式会社ビーアイテック

1.製造

http://www.ttc-g.co.jp/ttc/

千葉県浦安市

※50音順

機械オペレーター

工事施工員

プラスチック製品製造（調理用品、防水シー https://www.hasegawakagaku.
千葉県八千代市、東金市 京成勝田台駅、JR東金駅 製造技術者
ト、スポーツ用品）
co.jp/

千葉市、川崎市、姫路市
JR千葉駅
を主体に全国の工場

道夫

長谷川

功

2.建設・建築

築炉工事（工業炉等の建設、メンテナンス） http://www.bitech.co.jp/

1.製造

鋼製建具製造

https://www.bunkas.co.jp/corporate/group/

柏市

流山おおたかの森・柏の
展開図作成（専用PCによる）
葉キャンパス

2

親会社（文化シヤッター）から製造依頼（設計図）をもとに防火、防犯などの性能を満
すぐに選考（面接等）を
たすスチールドア、スチールサッシを製造しています。昨年、新国立競技場の入場門
実施する
の大扉を製作しました。2018年に出来た新しい事務所で一緒に働きませんか。

45 社会福祉法人光福祉会

8.医療・福祉・介護

保育園

https://asahihikari.xsrv.jp/

千葉県旭市

飯岡駅

保育士または看護師

1

職場見学会を実施する

千葉県の保育施設では唯一の「ユースエール認定」を獲得しています。労働環境は
どこにも負けない自信があります。「生き生きとした子どもをめざして」を保育目標に
し、日々子ども達の生き生きとした表情を求めて保育を行っています。一度、園見学
等でお越しいただき、雰囲気を味わっていただけたらと思います。

ひかり保育園

事務長

46 社会福祉法人豊立会

8.医療・福祉・介護

高齢者福祉事業

http://www.reikouen.or.jp/

成田市

JR成田

介護職員

2

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する,
すぐに選考（面接等）を
実施する

社会福祉法人豊立会では、新入職員さんに対して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おり
ますので、福祉系の学部でない方、資格のない方でも安心してお勤めいただけま
す。また、資格取得のサポートもしています。まずは見学にお越しいただき、職場の
雰囲気を感じてみてください！

総務課

課長

二宮雄太

0476242164

ninomiya@reikouen.or.jp

47 株式会社ホリキリ

1.製造

輸送用機械器具製造業

http://horikiri.co.jp/

八千代市

勝田台駅

（理系学部卒業の方）技術開発職、製造管理職、品質管
理職

3

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する

商用車用大型サスペンションを自社で製造、販売している会社です。 八千代市に本
社、工場、倉庫を集約しているため転勤はありません。 また、長く働き続けられる職
場づくりをモットーに労働環境も整えています。 ぜひ自分の目で確かめに来てくださ
い。

管理部総務課

新卒担当

本間二紀

047-484-1112

honmafuki@hrk.nhkspg.co.
jp

1

トンネル工事現場で使われるICT重機や、環境完全のためのIOTシステムなど、
次々に将来性のあるIT技術を工事現場 に取り入れてきた、 創業47年の安定企業で
す!
当社は建設業界にはなくてはならないレーザー計測装置からソフトウェア開発まで幅
広い分野で活躍しています。その中でこだわっているのは「自社開発」というポイン
ト。製品の企画から開発、製造、アフターまで、一貫して行っています。自らが開発し
たシステムが、実際に稼動した時の喜びを、常に感じていられる会社です。
会社説明会を実施する,
IT技術の進歩は、オフィスワークをメインとするホワイトカラーの職場環境を大きく変
職場見学会を実施する,
えてきました。しかし、いわゆるブルーカラーと呼ばれる人々の職場は、まだその恩
すぐに選考（面接等）を
恵を十分に受けているとはいえません。今後はこうした人々により快適な労働環境を
実施する
提供し、業界全体に大きく貢献していくことを目的としています。業界の仕事の仕方を
大きく変化させるような開発は、非常に将来性があり、だからこそやりがいもあると考
えています。
当社のシステムは、完全に自社開発、自社ブランドの製品です。派遣等は一切あり
ません。中でもトンネル掘削用のシステムにおいては国内最大の実績があり、また
世界5ヶ国において多数の特許を取得しています。中央リニア新幹線実験線延伸工
事では、75%の工区に当社のシステムが採用されました。

本社

代表取締役

宮原宏史

047-371-3191

miyahara.h@mac-net.co.jp

アシスタントマ
ネージャー

勢〆 麻紀

043-273-7174

seshime@m-est.co.jp

0436-62-9555

m_nagayama@marineindus.co.jp

44 BX鐵矢

株式会社

48 マック株式会社

10.情報通信

製造業、情報通信業

49 松本ESテック株式会社

1.製造

電磁鋼帯のスリット加工販売、電磁鋼帯プレ
https://www.m-est.co.jp
ス加工販売

50 マリン産業株式会社

2.建設・建築

潜水工事、しゅんせつ工事

http://www.marine-indus.co.jp 千葉県市原市

51 株式会社みかわや

6.小売・飲食

呉服小売業

https://mikawaya.biz

52 株式会社 与志建設

2.建設・建築

総合建設業・不動産業

http://mac-net.co.jp/

千葉県市川市

千葉市花見川区

東金市 茂原市
大多喜町

http://www.yoshikensetu.co.jp 千葉市花見川区

築炉技術スタッフ

諫早

京成成田

システムエンジニア、フィールドエンジニア

JR市川駅

JR幕張駅/京成幕張駅

営業サポート

1

当社はお堅いイメージの製造業ですが、創業者より継承した2代目社長は女性で
ご相談に応じます。(職場 す。会社方針の1つである「柔軟な発想」は、日々の業務は勿論、福利厚生面にまで
財務・総務部（採
見学のみ、職場見学+面 及びます。女性が働き続ける事への理解、若手社員の懐を考えた寮費設定、工場内
用担当）
無料給茶機の設置、全従業員へのインフルエンザ予防接種、独自の子ども手当な
接、等)
ど、当社ならではの福利厚生で働くあなたをサポートします。業種ではなく、職種で仕
事を探したい方、まずは会社見学からでも、お待ちしています

内房線 姉ヶ崎駅
勤推奨

潜水士、潜水士見習

2

弊社は社員約20人の小さな会社ですが、20代前半の社員が1/4を占め、若手の採
すぐに選考（面接等）を 用･教育に積極的であるという厚生労働大臣によるユースエール認定を受けていま
す。また取引先は大手インフラ系、マリコン、自治体水道局などが中心であるため収
実施する
益的にも安定した会社です。光熱費込五千円で個室寮も完備。潜水士としての仕事
に興味のある方はぜひお問い合わせ下さい。

営業職

3

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する

地元密着で、スタッフと地域の皆様と歩んだ235周年。そんな中でのコロナ禍、呉服
業界の古い常識から抜け出すチャンスと捉え、新規事業にチャレンジしています！
一緒にチャレンジに臨む方を強く求めます。

3

会社説明会を実施する,
職場見学会を実施する

施工管理と聞くと専門性の高い職業と思われるかも知れませんが、建築学科卒業者
だけでなく、文系出身者も在籍中です。従業員２５名で従業員同士の距離感が近く入
社後の教育もマンツーマンで行い、早い時期から仕事に慣れて貰える様に取り組ん
でいます。そして仕事を覚えながら、建築士や建築施工管理技士の資格取得を目指
して頂きます。（取得後は毎月資格手当を支給）福利厚生も充実しており、毎年１回
の海外研修（３泊４日間）も従業員から評判が良いです。

※車通

夷隅郡 JR東金駅 JR茂原駅
いすみ鉄道城見ヶ丘駅

ＪＲ新検見川駅・京成線
施工管理
八千代台駅

八田

永山

泰

雅渡

総務部

責任者

管理部

課長

尾本典子

0470-82-4131

info@mikawaya.biz

営業部営業課

課長

横山勇人

043-250-6661

eigyo@yoshikensetu.co.jp

千葉県採用力向上サポートプロジェクト（千葉県補助事業） 令和2年度

