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1 明日教育株式会社 7.その他サービス 学習塾
https://sites.google.com/asuky

o.com/info
船橋市前貝塚町564-2

東船橋駅・江戸川台駅・
柏たなか駅等

教室スタッフ 2
会社説明会を実施する, すぐに選
考（面接等）を実施する

商工会議所連合会の取材で「コロナ禍で従業員を守った中小企業」に取り上げられた企業です。理
念をお飾りにせず、実践していこうとプロのシンガーソングライターに歌をつくってもらう等、き
れいな世界を本気でつくろうという会社です。「物語」を生み出す会社としてお互いの感動エピ
ソードをFacebookプライベートページで共有する等、ハートフルな職場です。一般的な学習塾と
違い、「自信」をつける教育を日本に広めていく仲間を募集しています。

総務部 代表取締役 村上泰一 09042270680
taichi.murakami@asukyo.c

om

2 株式会社アルファ・オイコス 1.製造
産業用ヒーター・加熱装置等の開発・
製造

http://alpha-oikos.co.jp 佐倉市 ＪＲ・京成 佐倉駅 製造職 1 職場見学会を実施する

アルファ・オイコスは、半導体・医療・機械・化学・環境等のさまざまな産業を支える「熱」に関わる製品づくりを
通じて、お客様や社会のあらゆるニーズやウォンツにオンリーワンの技術でお応えしています。
私たちは、熱意と行動力、そしてスピード感にあふれる人の集まりです。自分が努力した結果は必ず自分に
返るという自己責任性のもとで、お互いに切磋琢磨して、仕事の能力や成果を高めています。私たちと一緒に
生きがい、働きがいをもって明るく楽しく仕事をしていきましょう。

管理本部 本部長 中野  芳典 043-498-2105 ynakano@alpha-oikos.co.jp

3 株式会社インシップ 6.小売・飲食 健康食品の企画・製造・販売 http://www.inship.jp 千葉県浦安市 新浦安 総合職 3
会社説明会を実施する, すぐに選
考（面接等）を実施する

健康食品業界では初の独自の安心安全ポリシー「5W1Hの情報開示」を掲げています。お客様の正
しい商品選択のため、真に健康になっていただくための取組です。その姿勢は「第35回食品産業優
良企業等表彰」で国に評価されました。安全が当たり前ですが、実は”言わない嘘”が多い業界で
す。他の加工食品でどこまで情報開示されているかチェックしてください。今だからこそ世界中の
関心「健康」。健康に寄与する市場を作りませんか？

人事担当 課長 小笠原直子 0473046666 soumu@inship.jp

4 株式会社エーゼットファクトリー 7.その他サービス 自動車販売整備業 http://www.azf.ne.jp/ 千葉市若葉区 鎌取駅 自動車整備アシスタント 2
すぐに選考（面接等）を実施す
る

働きながら、国家資格「自動車整備士資格」を取得しませんか？当社は福祉車輌販売整備に力を入
れており、パラアスリート支援や動物愛護活動の社会貢献活動を重視している社員平均年齢３５歳
と若いアットホームな会社です。

総務 代表取締役 小野田　直 0432267711 mail@azf.ne.jp

5 株式会社エム・ケイ 10.情報通信
ホームページ制作・webアプリケー
ション開発・web集客支援・ネット
ワーク管理

https://m-k-sol.co.jp 千葉県市川市 市川駅 営業職(幹部候補) 1
すぐに選考（面接等）を実施す
る

お客様の課題の解決のために自社のサービスを強化し一気通貫でお応えできる企業になって行きます。人
数が少ないのでいろいろな業務をお任せできます。

営業 代表取締役 近藤誠利 047-707-2859 kondou@m-k-sol.co.jp

6 社会福祉法人九十九里ホーム 8.医療・福祉・介護 病院・福祉施設・こども園 https://www.99-home.com/
匝瑳市・香取市・山武
市・横芝光町

JR総武本線飯倉駅
看護師・介護士・栄養士・調理員・保
育教諭

5
職場見学会を実施する, すぐに選
考（面接等）を実施する

今年はコロナの影響で就職活動が遅れている人もいるかと思いますが、このような時期だからこそ
人の役に立つ仕事を目指してみては如何でしょうか。

法人本部 総務付 相澤雅則 0479－72－1400 aizawa@peach.ocn.ne.jp

7 京設工業株式会社 10.情報通信
ソフトウェア開発、各種設計・開発
（機械・製品・電気）

https://www.keisetsu.co.jp/
千葉県、三重県、東京
都、神奈川県

千葉県（新習志野駅）、
三重県（阿倉川駅）、東
京都（亀戸駅）、神奈川
県（本厚木駅）

ソフトウェア開発、各種設計・設計開
発（機械・製品・電気）

4 書類選考・面接

各技術分野において、『エンジニアとして高い技術を身につけたい』、『新たなことにチャレンジ
したい』など、何事にも積極的（前向き）に、取り組める人材を求めています。
＜仕事内容＞
① ファームウェア開発、アプリケーションソフトウェア開発、機器の評価・検証
② ＣＡＤを使用した機械・製品等の設計（自動化機器・容器等の設計）、装置等の設計・製作
③ シーケンス制御設計、電子回路設計、機械装置等の設計・製作

総務課 課長 石井寛人 047-453-7711 h_ishii@keisetsu.co.jp

8 興栄燃料株式会社 6.小売・飲食
サービスステーションでのカーケア商
品・ルート営業及びガス器具販売

https://koei-e.jp/company/
千葉市　習志野市　佐倉
市　八千代市

JR千葉駅　京成千葉中
央駅

販売　営業 4
すぐに選考（面接等）を実施す
る

認められる、感謝されるそんな環境が整っています。 本社 代表取締役社長 加藤聖教 0432423221 m.katou@koei-e.jp

9 公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院 8.医療・福祉・介護 病院
https://www.sakurakouseien.jp

/
千葉県佐倉市 JR佐倉駅、京成佐倉駅 看護補助者、作業療法士、言語聴覚士 3 職場見学会を実施する

当院は高齢者医療、リハビリに特化した緑豊かな療養環境の病院です。
急性期の病院と違い救急や手術等はありませんが、長期入院の方や急性期治療後のリハビリが必要な患者
様に対ししっかりとケアができる環境になっています。
他職種間との連携もとれており、病院理念でもあります「真心と信頼」に沿って患者様のケア、サポートをして
います。
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。

総務課 人事担当 原田一樹 0434842161
k-

harada@sakurakouseien.jp

10 株式会社　三和システム 2.建設・建築 電気通信工事業
https://www.sanwa-

system.com/

本社→千葉県千葉市若葉
区　/横浜営業所→神奈
川県横浜市中区　　※転
勤なし

本社→千葉駅　横浜営業
所→石川町駅

電気通信工事士、電気工事士 3
個別に会社説明や現場見学など
を行います。

若手の有給取得率100％！社員全体95％！「休みたいのに休めない…」なんて言わせません！
・昇給の際には面談などを行い、スキルに見合った評価制度があります！
・頑張りをきちんと還元！2020年度賞与実績4～5ヶ月分！
・資格取得を全力サポート！参考資料や受験料など、仕事に必要な資格の取得費用は会社負担です！
・社会情勢が変化する中でも業績好調。安心して働けます！
・先輩のほとんどが未経験！だから気持ちがわかるんです。
・慣れるまでは月1回面談。不安や悩みをなんでも話せます！
・仕事に本気なら、絶対に見捨てない。どうすればその人の努力が実るかみんなで考えて、活躍できそうな部
署に配置転換して返り咲いた社員もいます！
・釣り好きが集まって、専務の運転で船を借りて通年釣りしに行きます。（現在は自粛中）
・有給を取りたい若手の代わりに、どうしても難しい場合は取締役が出勤しました…（笑）仕事に打ち込めるの
は、私生活の充実があってこそ。社員の家族も大切にしています。
選考なんて堅苦しいものじゃなく、まずはお互いを知りましょう。
雇う側の会社が上から目線なんて、時代じゃない。
結局は人同士の繋がりですから・・。是非お待ちしております。

総務部 係長 安部　忍 043-284-1001 s-abe@sanwa-system.com

11 宍倉株式会社 6.小売・飲食 スーマーパーケット http://www.s-leo.com/
千葉市・市原市・袖ヶ浦
市・大網市・いすみ市

販売職 3
職場見学会を実施する, すぐに選
考（面接等）を実施する

スーパーマーケットを通して地域に密着して日々の暮らしに
豊かさと便利さを提供する企業として成長します。

管理部 部長 千葉健司 080-4583-9495 kchiba@s-leo.com

12 島崎熱処理株式会社 1.製造 金属熱処理受託加工 http://www.shima-netsu.co.jp 千葉県習志野市
JR総武線津田沼駅から
バス15分

製造職、品質保証、生産管理 3
会社説明会を実施する, 職場見学
会を実施する

昨年創業60周年を迎え、100年企業を目指している地元の安定企業です。熱処理とは金属に「新しい命を吹
き込む」技術。当社は鉄鋼を主体とした金属の素材や製品に熱処理加工を行う工場です。新卒さんを継続し
て採用していますので、皆さんと年の近い先輩社員が多く在籍しています。フォークリフトや玉掛けなど、業務
に必要な資格は会社負担で取得でき、熱処理技術の研修も充実しています。入社後約半年間に渡り、各製
造部門にて研修を行います。国家資格である金属熱処理技能士検定試験にも現場、事務関係なく全員が
チャレンジしています。
作業場は暑く、体力的にも楽な仕事ではありませんが、奥行きのある面白い仕事です。

管理課 業務グループ 志賀八千代 047-473-0121
gyoumu.ks@shima-

netsu.co.jp

13 有限会社清水台工務店 2.建設・建築 一般戸建て住宅 http://shimizudai.com 野田市 愛宕駅 大工、現場監督 1
すぐに選考（面接等）を実施す
る

地元密着工務店として狭い範囲で建築工事をします。
大工あがりで一級建築士社長なので、現場を大事にして資格キャリアアップも応援します。

代表取締役 代表取締役 森田　和樹 09045247461 info@shimizudai.com

14 株式会社シンワ 2.建設・建築 解体業 https://www.sinwa-kaitai.com/
首都圏　各現場もしくは
本社(東京都中央区)

JR/メトロ：八丁堀駅、
メトロ：新富町駅

施工管理、支援業務 2

会社説明会を実施する, 職場見学
会を実施する, ONLINE会社説明
会後に第一次面接(事前履歴書応
募必須)

新しい建物の建設にはなにかを壊してからでないと建設できない世の中。解体業は今とても需要が
高まっており、だからこそここ数年で急成長した会社です。安全に完工する技術に定評を得ている
からこそ、現在の社員数では回しきれないほどの仕事量があり、正直猫の手も借りたいほどです。
シンワは新しい解体を体現していく会社です。「新しい解体って？」と疑問に思ったあなた、是非
会社説明会にご参加ください。

経営管理本部 係長 井之輪 0362623727 inowa@sinwa-kaitai.com

15 株式会社スカイカーゴビジネス 4.運輸・物流 航空貨物取扱い
http://skycargobusiness.rexw.j

p
成田市 マイカー通勤

グランドハンドリング（航空貨物取扱
い）

3
職場見学会を実施する, すぐに選
考（面接等）を実施する

弊社は成田空港及び周辺にて、輸出入の航空貨物取扱いを行なっております。新型コロナウイルス
の影響で、ますます海外との物流は欠かせないものとなっております。代表例として、現在は落ち
着きましたが「マスク」などは海外で生産され、日本へ輸入されております。このように、航空貨
物は私たちの生活に欠かせない物を運んでいます。その一翼を弊社は担っており、その現場で働い
ていただく社員の方たちは、社会のインフラを支えていると考えております。

業務部 部長 星　祐一 07050224443 y.hoshi@skycargo.co.jp

16 社会福祉法人泉寿会　いずみ苑グループ 8.医療・福祉・介護 高齢者福祉施設 https://senjyu-kai.jbplt.jp/ 千葉市若葉区
JR千葉駅、千葉都市モ
ノレール千城台駅

介護職、栄養士 2
職場見学会を実施する, すぐに選
考（面接等）を実施する

当法人は毎年新卒採用を実施しております。そのため現場の平均年齢は29歳と若い職場になりま
す。元気なパワーあふれる職員と一緒に高齢者の方の最後の生活に彩を添えてくれる方を募集して
います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

人事 学卒担当 山初世津子 0432322601 job@senjyu-kai.org

17 有限会社綜合電設 2.建設・建築 防犯防災、電気工事 https://sogodensetu.co.jp 千葉市緑区 鎌取駅 工事担当者 1 職場見学会を実施する

千葉市で45年、大手警備会社の機械警備設備設置工事を手掛けてきました。
7年前に事業承継された後は落雷抑制避雷針など取扱商品も増え、また千葉市役所から防犯コンサルティン
グを受諾する等、業務の幅を広げています。元々腕に覚えがある職人が、新たな活躍の場を見つけ「総合
職」に進化しています。
皆さんも、大学で学んだことと当社で学ぶ技術力を組み合わせれば、きっとやりたいことが見つかりす。最初
は全員素人ですが、社会人の勉強はすぐに仕事に還元可能です。手に職、付けてみませんか？

なし 代表取締役 宮下賢一 043-291-2242 join_us@sogodensetu.co.jp

18 株式会社大東青果 6.小売・飲食 青果専門店 http://www.daitoseika.co.jp
習志野市、佐倉市、富津
市、江戸川区他

総合職（将来の店長・幹部候補として
販売）

3 職場見学会を実施する
ショッピングモールや駅ビル、食品スーパーの青果売り場で野菜や果物をお客様に販売。当日青果
市場に入荷したものが直接店舗まで運ばれてきます。それらを自らの目利きで売価や売り方を決
め、お客様に笑顔になっていただく仕事です。

総務部　人事課 課長 坐間　彰 0425650802 jinji@daitoseika.co.jp

19 株式会社ナレッジシード 7.その他サービス
教育サービス業

https://knowledge-seed.jp 佐倉市、千葉市、成田市 志津駅、ユーカリが丘駅
学習塾のカスタマーチーフ（運営責任
者候補）

4

職場見学会を実施する, すぐに選
考（面接等）を実施する, 職場見
学の際に会社説明を行います
が、すぐに選考を希望する場合
は応じます

経営理念である「本来の自分で生きる」そして本来の自分で働くことを大切にする仲間を待ってい
ます。義務感だけで仕事をこなすのではなく自分の想いを原動力に、本来の自分で考え、想い、行
動し、世の中に貢献できる会社作りを一緒にしたい方がいれば嬉しいです。勉強を教える講師の仕
事ではありません。社員の持つ様々なリソースを活かし皆さんに喜ばれる教室をプロデュースする
仕事です。

本社本部 取締役専務 上原千種 043-371-6867
chigusa@knowledge-

seed.jp

20 株式会社日警保安 12.その他業種 総合警備業 http://www.nikkeihoan.co.jp/
千葉市・習志野市・船橋
市・四街道市　他

新検見川（本社所在地） 警備専門職 2 会社説明会を実施する
勤務地は希望を考慮します。自社内にキャリアコンサルタント在籍、充実した教育・研修体制で入
社後のキャリア育成をサポートします。

人財開発部採用課 課長 川津 宗雄 03-5817-1021 kawazu@nikkeihoan.co.jp

21 BX鐵矢株式会社 1.製造 鋼製建具製造 柏市 流山おおたかの森・柏 展開図製作 2
すぐに選考（面接等）を実施す
る

東証一部上場文化シヤッターグループでスチールドアを製造しています。災害に強い製品を得意と
しています。昨年度新国立競技場の入場門の大型扉を作成しました。２０１８年５月に出来た新し
い事務所です。

業務課 課長 末原 04-7133-9111　　
h_suehara@tetsuya.bunks-

s.co.jp

22 株式会社プラントベース 2.建設・建築
コンクリート補修、サイロメンテナン
ス

http://plant-base.com/ 千葉県成田市 成田駅 営業、現場管理、現場作業 3
職場見学会を実施する, すぐに選
考（面接等）を実施する

当社は大手食品工場にあるサイロという大型穀物タンクのメンテナンスを行っています。同業者の少ない業
界で、専門の業者として特許技術を開発、業界内で　　　【サイロで困った事があればプラントベース】をキャッ
チフレーズに知名度を上げ、売り上げを伸ばして参りました。

人事課 - 五十嵐靖子 0476-35-3160 y-igarashi@plant-base.com

23 株式会社　渡辺冷凍機 2.建設・建築 管工事業 千葉県銚子市 銚子駅 技術職 2
職場見学会を実施する, すぐに選
考（面接等）を実施する

コロナ過でも安心して手に職をつける/借上げアパート付き/国家資格取得応援制度/資格手当あり/海
の街銚子で働ける

人事部 ー 渡邉綾華 08040235682
job.watanabe0110@gmail.

com
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https://sites.google.com/asukyo.com/info
https://sites.google.com/asukyo.com/info
http://alpha-oikos.co.jp/
http://www.inship.jp/
http://www.azf.ne.jp/
https://m-k-sol.co.jp/
https://www.99-home.com/
https://www.keisetsu.co.jp/
https://koei-e.jp/company/
https://www.sakurakouseien.jp/
https://www.sakurakouseien.jp/
https://www.sanwa-system.com/
https://www.sanwa-system.com/
http://www.s-leo.com/
http://www.shima-netsu.co.jp/
http://shimizudai.com/
https://www.sinwa-kaitai.com/
http://skycargobusiness.rexw.jp/
http://skycargobusiness.rexw.jp/
https://senjyu-kai.jbplt.jp/
https://sogodensetu.co.jp/
http://www.daitoseika.co.jp/
https://knowledge-seed.jp/
http://www.nikkeihoan.co.jp/
http://plant-base.com/

