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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
教室スタッフ

千葉県内（柏市・船橋市・流
山市・松戸市・千葉市））

3
ミスをしても大丈夫。能力があるから採用するわけではない。一緒に働きたいと思える人を採用しています。ですから、ミスをしても新入社員に言って
いることがあります。「ミスをしても、あなたの価値は変わらない」。「ミスをしないから好き」「ミスをするから嫌い」ということはない。教育に携
わる者として、人財育成には「アドラー心理学」を基にすすめています。

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

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 製造職 佐倉市 1

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。
ユースエール２０２０年度認定企業として、正社員としての採用及び人材育成に積極的に関わり、会社になくてはならない人財として成長をサポートしています。

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

3 株式会社エイシル 10.情報通信 ソフトウェア開発 https://www.asil.co.jp/ プログラマーSE職 千葉県または都内東側 3

当社は千葉県千葉市に本社を置く、独立系IT企業となります。
従業員の8割が千葉在住であり、主に千葉県内・都内東側の顧客企業内でシステム開発を担うプログラマーSE職にて、2022年卒の新卒採用活動中です。
毎年新卒採用を継続しており、8割が文系出身、理系出身の方でもプログラミングを専門に学ばれた方はほぼいなく、毎年外部のプログラミングスクールにて基礎から学
んでいただいております。
中途入社も多いですが、定着率95％と業界内では特に高く、他社を経験しているエンジニアにも「エイシルは働きやすい」と満足いただけております。
特に勤務地・業務内容・キャリアステップは本人の希望を最大限考慮しており、エンジニア自身のやりたいこと、望んでいるキャリアステップを叶える環境をご用意しており
ます。
エイシルをお選びいただく理由で特に多いのは面接での「社風が良かった」「面接時にいろんなことを話せた」と対面でのご評価が高く、学生様にもぜひ弊社のことを直接
感じていただきたいと思います。
学内説明会以外でも、ご連絡いただけましたら訪問・オンラインにて弊社のご紹介をさせていただきます。
ご検討の程、よろしくお願い致します。
■卒業生採用実績大学様（中途入社含む）※敬称略
千葉大学、日本大学、千葉工業大学、千葉商科大学、流通経済大学、帝京平成大学、明海大学、神田外語大学、和洋女子大学、麗澤大学

営業部 採用担当（一般） 川口 福美 043-216-2664 f-kawaguchi@asil.co.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/ 自動車整備アシスタント 千葉市若葉区 2

当社は働きながら国家資格「自動車整備士資格取得」をバックアップ。取得費用５０％当社負担。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。福祉関係に興味のある人材を特に募集し
ます。

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

5 株式会社　ＮＢＳロジソル 4.運輸・物流 運輸業(総合物流サービス業） http://www.nbsnet.co.jp/ 事務系総合職 東京・埼玉・千葉 2
当社では､次の50年に向けた様々な施策を行っています｡社内ﾈｯﾄﾜｰｸ環境の整備･独自の物流ｼｽﾃﾑの開発等､業務効率の向上を図る他､福利厚生の向上等､従
業員がより働きやすい会社作りを目指しています｡

経営戦略部　人材開発室　東日本エリア採用担当 谷口和美 0489872400 ktaniguchi@nbsnet.co.jp

6 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

営業職(幹部候補)、WEBコ
ンサルタント、フロントエ
ンドエンジニア、WEBデザ
イナー

千葉県市川市 3
他のWEB制作会社ではできない短納期案件や大量の案件をこなす仕組みを持っています。ベンチャー志向や独立志向の方が成長していくフィールドがあ
ると自負しております。
千葉工業大学、千葉商科大学、日本大学の方の採用実績があります。

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

7 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/
看護師・介護士・栄養士・
調理師・保育教諭

県内全域 30 医療福祉・子育て支援に関する様々な職種を募集いたしますので、よろしくお願いします。 法人本部 総務付 相澤雅則 0479－72－1400 aizawa@peach.ocn.ne.jp

8 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/

ソフトウェア開発、各種設
計・開発（機械・製品・電
気）

千葉県、三重県、東京都、神
奈川県

10
企業カルチャー「常に新しいものを求め、変化を恐れず、変化を楽しむ」
創業より５８年を迎え、ソフトウェア開発、機械設計、製品設計、電気・電子回路設計等の各設計開発分野の職種が豊富です。

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

9 株式会社広域高速ネット二九六 10.情報通信 ケーブルテレビ放送業 https://www.catv296.co.jp/

営業職、技術職（カスタ
マーサポート）、事務職、
放送制作職

酒々井町、佐倉市 15

全国に先駆けて開局したケーブルテレビ局です。現在は開局33年となり千葉県内15市町を事業エリアとしています。
ケーブルテレビのほかにインターネット、固定電話のサービスに加えて、ＭＶＮＯ事業（モバイル）、でんき小売り、ガス小売り事業など新規事業にも積極的に取り組んでお
ります。
千葉県内の大学、短大、専門学校、高校卒業生を毎年多く受け入れております。

管理本部総務部 副部長 木場 秀晃 080-3591-6860 h.kiba@catv296.co.jp

10 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/ 販売　営業
千葉市　習志野市　佐倉市
八千代市

4 不況に強く且つ安定した業種ですので確りと将来設計ができます。 本社 代表取締役社長 加藤聖教 0432423221 m.katou@koei-e.jp

11 株式会社サイプレス・ソリューションズ 10.情報通信
情報処理、企業向けシステム開発から運用保
守、インフラ構築

https://cypress-sol.co.jp システムエンジニア 千葉市、千葉支店近郊 15

　創業46年以来、製造、流通、医療、官公庁まで長年日本の基幹ビジネスに携わっており、システムコンサルティングから開発・保守・運用までトータ
ルソリューションを提供しております。
　幅広い業界のシステムを手掛けておりますので、幅広い知識の習得が可能です。
　経営も安定しており、福利厚生も充実しておりますので、長期的にお勤めいただける環境をご用意しております。
　若手のうちから上流工程に携われる機会が多く、自己成長を望める企業でございます。
　千葉県内大学卒業生の採用実績は、東京情報大学様、千葉工業大学様、千葉商科大学様ですが、他大学様ともより良いご縁を繋げていきたい所存でご
ざいます。是非とも学生様とお会いできる機会を賜れれば幸いでございます。

人事総務部 一般 佐藤萩乃 03-3245-1311 recruit-east@cypress-sol.co.jp

12 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

/

看護補助者、看護師、作業
療法士、言語聴覚士

千葉県佐倉市 5 総務課 人事担当 原田一樹 0434842161 k-harada@sakurakouseien.jp

13 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/

電気通信工事士、電気工事
士

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

3

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。
2019年に帝京平成大学様卒業されて新卒で入社した社員は後から入社した後輩の面倒をしっかりとみながら現在も業務でも大活躍してくれています。
是非宜しくお願い致します。

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

14 株式会社三和テレム 2.建設・建築

情報通信エンジニアリング事業、ICTソリュー
ション事業、IoT関連工事、電気通信工事業、
電気工事業、内装仕上工事、建築工事、建物
総合管理

http://www.sanwa-telem.co.jp
正社員総合職　技術職　施
工管理職

千葉県松戸市、千葉市、東京
都世田谷区、江東区、埼玉県
川越市のいずれか（配置転換
等あり）

5
50年間の長きにわたり、街の情報通信インフラの発展に貢献してきた企業です。専門工事を手掛ける会社ですが、文系理系にかかわらず、入社後に実務
スキルの習得と資格取得ができ、活躍できる会社です。最近はスマートホーム、地震と建物のモニタリングサービスなど、付加価値の高い施工サービス
の提供も行っている会社です。

総務部 副部長 藤倉俊秀 047-388-2255 t-fujikura@sanwa-telem.co.jp

15 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/ 販売職
千葉市・市原市・袖ヶ浦市・
大網市・いすみ市

5
「千葉県で働きたい人募集です。千葉県に住んでいる皆様の生活を豊かで便利にしていき、困った時に頼りにされる。」そんな会社にしていきたいと思っています。移動
スーパー「まごころ便」も運用しています。

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

16 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
製造職、生産管理、品質保
証

千葉県習志野市 3

当社の強みは、製造業でありながら在庫を一切持たない業態であるところです。創業以来、お客様からお預かりした素材や製品に熱処理を施し、その付
与した付加価値分を賃加工代としていただいております。在庫に左右されやすい製造業の業績ですが当社は技術のみで60年、成長を続けてまいりまし
た。また、所在地である習志野市で熱処理を専門に行う工場は当社のみで、競合する企業もありません。エンドユーザーは世界中に販路を持つ大手企業
様が多く、仕事量も安定しております。熱処理というものづくりの原点の技術を次の世代へ引き継ぐためにも、是非ご興味を持たれた学生さんへ紹介し
ていただけたら幸いです。
千葉県内の大学で過去の採用としては、日本大学様（OB訪問可）千葉工業大学様（OBOG訪問可）千葉大学様（退職済）などです。会社見学会、説明会
もご希望に応じて随時実施しておりますので、お気軽にお声がけください。ご応募お待ちしております。

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

17 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 大工、現場監督 千葉県野田市清水 1 ものづくりに興味がある方を支援、採用します。人の役に立つ家づくりを通して人物形成して社会貢献をコミットしてます。どうぞよろしくお願いいたします。 代表取締役 代表取締役 森田　和樹 09045247461 info@shimizudai.com

18 株式会社新栄 1.製造 非金属性素材プレス加工 https://shinei-p.co.jp
総合職(営業・営業事務、製
造、総務等)

千葉県船橋市 4

製造業と聞くと理系学生しか採用しないと思われてしまいますが、当社では県内大学(敬愛大学、東京成徳大学、和洋女子大学、日本大学生産工学部、千
葉工業大学など)からも文理問わず採用しています。
『モノづくり＝人づくり』と考え、入社前からの研修を充実させ、社員の人生を豊かにするための教育を行っております。
「モノづくりに興味があるけど、理系じゃないから…」と諦めてしまう学生さんには、特に当社をご紹介ください。

総務部 部長 金子　孝 047-439-5211 takashi.kaneko@shinei-p.co.jp

19 株式会社シンワ 2.建設・建築 解体業 https://www.sinwa-kaitai.com/ 施工管理、支援業務
首都圏　各現場もしくは本社
(東京都中央区)

3

バブル期に立てられた建物の耐用年数の関係、また震災後からはどんどんと耐震に伴う解体も増えており解体業の需要が高まっております。この６年で売り上げ実績は
約３倍となりました。弊社には解体の専門企業としてのノウハウがございます為、大手スーパーゼネコン様からの受注多数。大企業と一緒に首都圏の大型プロジェクトに
携わる事が出来ます。
創造のための解体に我々は誇りを持っておりますが、年配の方ほど「解体」というワードで敬遠される為、なかなか良さ・面白さを伝えられないのが残念です。解体業の日
本一となる為、貴校の生徒さんにお力添えいただきたいです！

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

20 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

グランドハンドリング（航
空貨物取扱い）

成田市 5

弊社は輸出入する航空貨物の取り扱いを行なっております。現代社会は海外との物流は欠かせない存在となっております。特に日本は海外との交流が経済にも影響をす
るほど、海外物流は重要なファクターと考えております。その国際物流の一翼を弊社は成田空港、羽田空港で業務を行なっております。現在は新型コロナウイルスの影響
で、様々な制約の中、日夜、社会インフラを支える業務を行なっております。航空貨物業界は、一般の方の目に触れる場所で業務を行なっていないことから、業務内容の
イメージが付きにくいと思いますが、先ずは航空貨物業界のことを知っていただければと考えております。
過去に採用した大学は日本大学、秀明大学、淑徳大学、流通経済大学、東京成徳大学などです。

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

21 株式会社ストラクス 2.建設・建築 リノベーション工事の施工管理 http://www.stracks.co.jp/
施工管理職、営業職、事務
系総合職

千葉県千葉市、東京都墨田区 5
リノベーション工事専門企業として25年培ってきた確かなノウハウがあります。千葉県内の本社・千葉事業所と、東京錦糸町駅付近に構える東京事業所
を中心に事業を展開しております。採用実績：千葉商科大学、日本大学、千葉工業大学、城西国際大学、和洋女子大学、東京成徳大学、神田外語大学、
敬愛大学

総務部 主任 坂本　亜樹美 043-270-3811 somu@stracks.co.jp

22 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/
介護職、理学・作業療法
士、栄養士

千葉市若葉区 5

当法人は毎年新卒採用を実施していることから、研修に力を入れています。また介護は不人気で理解をされていない方が多い業界でもあるので、その辺
りをしっかり説明会でお伝えして、学生の方には応募してもらえるようにしています。まずは、オンライン説明会等で福祉の事、介護の事、当法人の事
を知っていただければと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

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

23 株式会社大東青果 6.小売・飲食 青果専門店 http://www.daitoseika.co.jp
総合職（将来の店長・幹部
候補として販売）

習志野市、佐倉市、富津市、
江戸川区他

10 テナントとして出店していますが出店先はオファーをいただいて出店しています。採用実績大学は千葉商科大学、江戸川大学さんです。 総務部　人事課 課長 坐間　彰 0425650802 jinji@daitoseika.co.jp

24 株式会社ディーシーエム 6.小売・飲食
カウンターアドバイザー・携帯電話及び周辺
機器の販売

http://www.dcm-gr.jp/ カウンターアドバイザー 佐倉市・四街道市 5

専任の教育担当が業務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、安心して社会人の一歩を踏み出せます。先輩スタッフと
チームの一員として、みんなで成長、色々な意見を出し考えて行動していく…一体感のある職場です。頑張りが目に見えやすく評価制度もあるので高いモ
チベーションのもと働ける環境です。社員の声を大切にし、やりがいのある店舗づくりを目指しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

通信事業部 人財育成課　課長 松永　史朗 0434830067 matsunaga@dcm-gr.jp

25 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
学習塾のカスタマーチーフ（運
営責任者候補）

佐倉市、千葉市、成田市 4

新卒離職者は0名です。就活中大学生の方が色々相談や質問がしやすいよう採用に特化させた公式LINEアカウントを法人取得しました。よろしければQRコードを配布さ
せて頂きたいです。興味、関心を持って頂けた学生さんが気軽に何でも質問・相談して頂ければ嬉しいです。当社理念に基づき、入社する・しないに関わらず就活の不安
や悩みに至るまでご縁のあった学生さんには親身に対応することをお約束します。当社を知って欲しいです。そして仲間になりたいと想って下さる学生さんと出会える機会
を頂けますようお願いいたします。

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

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

5 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

27 株式会社　日本トラフィックサービス 4.運輸・物流 国際航空貨物取扱業
一般職（カーゴオペレー
ション、貿易実務）

成田市、市川市 15
母体となる（株）エアーポートカーゴサービスの中核となるグループ企業です。中立・公正な立場で航空貨物業界に幅広く業務をサポートさせていただ
いており、それぞれの学生が持っている強み・得意なことを、当社の広い業務範囲の中で活かせることができます。
〔ＡＣＳグループ全体での県内実績のある主な大学〕明海大学、敬愛大学、流通経済大学、城西国際大学、淑徳大学、国際武道大学、和洋女子大学

東京支店総務部 課長 松本　明生 0476-32-7271 matsumoto-a@acsjp.com

28 株式会社レカムサービス 6.小売・飲食
NTTドコモの代理店としてドコモショップ運
営・管理

http://www11.plala.or.jp/recam

/
窓口対応 船橋市、習志野市、八千代市 6

当社は20～30代のスタッフが多く活躍しております。独自のカリキュラムで手厚く研修を実施していますので社会人としての基礎がしっかりと学べま
す。ライフワークバランスも重視して休日も多くあります。ぜひ、まずは会社を見に来て頂きたいと思います。

経営企画部 人事育成課長 木村亜紀子 0432638600 kimura@recam.co.jp
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