
会社名：50音順

会社名 業種 業種詳細 ホームページＵＲＬ 勤務地
通常、勤務する

事業所の最寄り駅
募集職種 主な仕事内容

採用

予定数
進路未決定者向けに自社の魅力を200字程度で入力ください。 進路指導の先生へのメッセージをお願いします！ 担当者　部署名 役職 氏名 電話番号 連絡先メールアドレス

1 株式会社アリガ製作所 1.製造

和洋菓子（和菓子・ケー

キ）などを陳列するショーケー

スの製造

https://www.ariga-grp.co.jp/company/associate.html 松戸市

松戸駅もしく北松戸駅

いずれもJR常磐線・車

通勤可

設計職 ショーケースの設計(AutoCADアプリ使用) 1
『ショーケース』ってどのように造られているかイメージできますか？

弊社で製作されるショーケースの殆どが特注品(オンリーワン)で”ものづくり”が好きな方にはたま

らない達成感を感じて頂けます。

選考をお考えて頂く前に職場見学をお勧めします。デザイン系の課程の生徒様　なお可。学

科試験(国数社理・時事問題)・面接(1回)

管理課

業務グループ
一般職 小池強志 047-369-7758 koiketsuyoshi@ariga-ss.co.jp

2 生塩工業株式会社 1.製造
管工事（配管工事）石油

精製・化学プラント
https://www.ushiokogyo.jp/ 千葉県市原市 五井駅　車通勤可

製造（配管組立、加工）

製造（溶接作業）

施工管理

（建設、設計、品質、安全管

理）

【製造（配管組立、加工）】配管工のお仕事は設計図に沿って材料を切断、加工し、組み合わせて形にしていき

ます。材料を加工し組み立てていく仕事なので、プラモデルのようにモノを組み立てるが好きだという人も興味を持って

取り組むことができると思います。

【製造（溶接作業）】溶接とは日本のモノづくりを支えている非常に高いスキルが要求される専門職です。自動車や

船舶、機械部品など幅広い場面で溶接が使われています。弊社で扱っている溶接方法は被覆アーク溶接、TIG溶

接、半自動溶接です。もちろん最初からできる人なんかいません。初心者の方も大歓迎です。ベテラン技術者が優しく

丁寧にお教えします！

【施工管理（建設、設計、品質、安全管理）】施工管理というお仕事では、プラントの建設や工事の中でも重要な

役割を持っています。教育に力を入れている弊社でなら、経験や知識が無くてもスタートできます。「こんなプラントを

作ってほしい」というお客さんに対し、組み立て方や必要な人員を計画し実行していく仕事です。建設、安全、品質

管理などの分野があります！

3

生塩工業では＂未経験者＂の方も大歓迎です！現在は、10代の従業員も多数活躍して

おります。入社後は新しい環境で不安なこともあるかとは思いますが、親身になって寄り添うつ

もりです！大手企業の数千人に埋もれてしまうよりも、企業の主力メンバーのひとりとして一緒

に働いてみませんか？

生塩工業では若い人の採用に力を入れています。経営も安定していますし人材も足りていま

す。ですが、現在の主力メンバーは40代～60代。これから生塩工業を未来に残していくため

には、ベテラン技術者から若い人へ技術を継承していき、引き継いでいかなければなりませ

ん！近年では新卒採用にも力を入れており、採用実績もあります。2020年度が2名、2021

年度が3名。

選考方法は面接選考を予定しています。

何か質問等ありましたら遠慮なくご連絡ください。

本社 代表取締役 生塩憲司 0436-21-8567 ushio-kenji@ushiokogyo.jp

3 株式会社内山アドバンス 1.製造 生コンクリートの製造販売 http://uchiyama-ad.com/

市川市・浦安

市・千葉市・柏

市

技術系総合職（品質管理） 生コンクリートの品質管理（試験業務） 2

当社は昭和３８年設立、高い技術力・最新設備を基に、東京湾岸エリアを中心とした首都

圏に生産拠点を置き、直営７工場・ 関連生コン会社８工場を擁し、最新の設備と技術に

基づき質量ともに業界屈指の地位を得ており、年間出荷量は、当社および関連生コン社合

わせて約１４０万m3に達しています｡　需要先の皆様へ高品質な生コンクリートを安定的

に供給することを使命に､更なる社会貢献を目指します。

経営の原動力として「人の能力」に期待しています。この理念を実現するために社員教育を重

視し、計画的な能力開発体系を組み、仕事を通じて自分を磨き、より豊かな人間形成を図

ることを目指しています。また、当社の経営理念たる「積極果敢に、失敗を恐れず、やればで

きる」の強い意志を持って「無限の可能性に挑戦する」人材に成長していただくことを期待しま

す。

総務人事部 課長 赤谷　泰三 047-398-8841 t-akatani@uchiyamagroup.com

4 株式会社永光自動車工業 1.製造 特種自動車設計製作 https://www.ea-net.co.jp 千葉市若葉区
千城台北駅　車通勤

可
金属加工技術者 自動車の鈑金業務、架装業務、金属加工全般 2

当社はレントゲン車やキッチンカーなど働くクルマ（特種車）を設計製作する会社です。

自分が製作に携わったクルマが社会で活躍している姿を見ると、皆さんもきっと興奮すると思い

ます。当社の経営理念は「わくわくドキドキ、ものづくりで社会貢献。元気いっぱい、夢いっぱ

い。」です。当社では仕事への関心、興味、意欲だけが採用の条件で、その他の経験等の条

件は一切ありません。職人気質の先輩達が導きます。

当社は採用者について「仕事力は人間力」という理念のもと、仕事を通じて良識的な社会人

として通用する人間教育にも力を注いでいますので、安心してお任せ下さい。当社は千葉県

サービス業生産性向上モデル企業の認定を受けており、また労働基準監督署からもモデル事

業場とされており、ＳＣＲとコンプライアンスを重視した経営を継続しております。まずは随時ご

応募下さい。

管理 代表取締役 木俣博光 043-231-8211 ceo@ea-net.co.jp

5 株式会社エージーピー 7.その他サービス 運輸に付帯するサービス業 http://www.agpgroup.co.jp/
成田市、東京都

大田区他
成田空港、羽田空港 電気、機械等の技術者

航空機への電気、エアコンの供給。空港関連施設設備の点検整備(ベルトコンベア、搭乗

橋、爆発物検査装置等)。ビルメンテナンス。
10

航空機の安全な定時運行をサポートする影の力持ち的な会社です。資格取得に力を入れて

おり、会社が認めた資格の講習費、受験料、交通費、免許証発行料等全ての費用は会社

が負担します。また、合格時には一時金が支給されます。多くの資格を必要としますので、定

年まで常に勉強です。

電気、機械に興味があり、資格取得に意欲がある学生を求めています。

羽田空港にある本社で筆記、作文、面接を予定しています。

電話にてお気軽にお問い合わせください。

総務部 マネジャー 長谷川 順一 03-3747-1631 j.hasegawa@agpgroup.co.jp

6 株式会社エコーパートナーズ 4.運輸・物流
航空機地上支援業務（グラ

ンドハンドリング）
https://www.echo-inc.co.jp/ 千葉県成田市

成田駅（バス18分）・

車通勤可（無料駐車

場あり）

グランドハンドリング
航空機誘導や、航空機ドアの開閉等の機体業務や、お客様のお手荷物の積付け取卸し、

機内清掃、乗員送迎等、多岐にわたる業務内容があります。
4

私たちエコーパートナーズは、ANAグループのパートナー会社として信頼と実績を築 いてきまし

た。『チェックインから離陸まで』飛行機の離着陸に必要な幅広い地上支 援業務を行なってい

ます。コロナ禍においてもプッシ ュバックなどのハイスキルな業務も含めて担当業務領域を大きく

拡大。それに加えて航空需要が 回復に傾き出した今、新たに空港業務スタッフを複数名採

用し、社内体制を強化します。

業務を行う上で【普通自動車免許(AT限定でも問題なし)】が必要です。

現時点での資格取得がなくても、早期での取得意思が必要ですので注意をお願いします。応

募者に対しては、弊社現場担当社員が案内のもと、業務内容の説明も交えながら現場見

学していただきます。（一般人の方が立ち入れない制限区域をご案内します）その上で、面

接を実施させていただきます。（面接は1回のみ）

空港事業部

人事採用課
課長 山田　将人 0476-24-2424 yamada.m@echo-inc.co.jp

7 NSGインテリア株式会社 1.製造 板ガラス加工業 https://nsg-i.co.jp/ 千葉県東金市

車通勤可(場内駐車場

あり)

最寄り駅：東金駅（送

迎はありません）

工場内作業員
製造工場において、鏡等装飾ガラス製造ラインへの材料投入と製品の取り出し。加工機への

板ガラス投入と取り出し。製品の外観検査、梱包、出荷作業。
2

皆さんが毎朝目にするであろう”鏡”を製造、販売する会社です。

モノづくりに興味があり、デスクワークよりも体を動かすことが好きな方の応募をお待ちしていま

す。会社見学は随時対応しますので、お気軽にお問い合わせください。

基本労働時間は9時～18時（週休2日。交代勤務はありません。）

日本板硝子株式会社の連結子会社の一つとして、鏡をはじめとした建物内部で使用する装飾ガラスの製造を行っ

ている会社です。派手な会社ではありませんがニッチな分野で強みを発揮しております。力持ちの若い力を求めてい

ます。  会社見学は随時対応させていただきます。まずは採用担当・上原まで連絡をください。

選考方法：

①会社見学→②適性検査(WEBにて実施)→③1次面接(対面)→④2次面接(対面)→内定　 以上

管理部 人事課長代理 上原　治 03-3843-6155 osamu.uehara@nsg.com

8 株式会社　ＮＢＳロジソル 4.運輸・物流 総合物流サービス業 http://www.nbsnet.co.jp/
千葉県木更津

市、八街市
車通勤可

物流オペレーター（構内作業及び

配送業務の助手）

住宅用資材（戸建て住宅用のサッシ、建材商品等）の入出庫、保管業務、建築現場への

配送
2

創業以来,5０年以上の歴史を誇る総合物流サービス企業です｡主力の「建材物流」を中心

に､無人化フェリー輸送、国際物流業務(通関)等､付加価値のある物流サービスを幅広く提

供しています。物流業界は目に見えにくい所で活躍している業界ですが､社会貢献度も高く､

安定的に成長が見込める業界です。

大きな声で返事、挨拶ができる方、相手の目を見て､話を聞く、話すことができる方で､資格

支援制度を利用して､いろいろな事にチャレンジして欲しいです。

人材戦略部

東日本エリア担当
谷口　和美 048-987-2400 ktaniguchi@nbsnet.co.jp

9 奥澤産業　株式会社　 1.製造 鉄板の加工及び販売 https://www.okuzawa.co.jp 浦安市 新浦安駅 工場内作業員 鉄板を切る機械の操作及び梱包、出荷等を行います。立ち仕事です。 2
高校新卒者が勤続10年20年が在籍の会社です。コツコツとながく真面目に働く方が多いで

す
実は安定業界です。売り先の業界が幅広いからと思います。 人事部 課長 高梨和幸 047-353-5222 takanasi@okuzawa.co.jp

10 株式会社基行 4.運輸・物流
港湾荷役（船積・天井ク

レーン運転・荷役保定）
http://www.kk-kikou.co.jp 千葉県君津市

ＪＲ青堀駅　新卒者は

1年間寮生活。以降は

車通勤可

船積作業
製鉄所の製品を輸出船や国内船に積み込む作業。船内でﾌｫｰｸﾘﾌﾄを使い整然と積み上げ

る作業
10

製鉄所の製品を重機を使い船内に積み込む作業は壮大でやりがいのある仕事です。平成

26年より新卒者の採用を開始しており、若手の多い活気ある職場です。築4年6階建ての寮

を完備しており快適な寮生活を送れます。

会社見学は随時行っております。選考は簡単な筆記試験と面接を行います。就職先でお迷

いの生徒様がおりましたら、まずは会社見学にお出で下さい。交通費は弊社負担です。
管理部　管理課 担当課長 又男菅原 070-4459-3313 sugawara@kk-kikou.co.jp

11 社会福祉法人九十九里ホーム 8.医療・福祉・介護 福祉・介護 99-home.com

匝瑳市・香取

市・山武市・横

芝光町

飯倉駅 介護職員 高齢者・障害者の介護 5 九十九里ホームの各施設で、人の役に立つやりがいのある仕事をしましょう。 様々な働き方のご相談に応じます。 法人本部 総務付 相澤雅則 0479-72-1400 honbu@99-home.com

12 株式会社ケーズネットワーク 6.小売・飲食
レストラン業務全般　運営

管理　接客　調理
www.ksnetwork.com

千葉市中央区中

央港1-28-6ｹｰｽﾞﾘ

ｿﾞｰﾄﾋﾞﾙ1Ｆ2Ｆ3Ｆ4

Ｆ5Ｆ

千葉みなと駅

　車通勤可
接客業務　調理業務

通常レストラン業務全般としてます。ホールスタッフは主に接客と配膳。キッチンスタッフは調理

全般となります。
10

千葉県でレストランを運営している会社です。おしゃれなカジュアルレストランからお鍋専門店ま

で幅広くみなさんの活躍できる場所のある会社です。むすかしい仕事では決してありません。

やってみたい！と思う気持ちをもっていれば十分です。興味がある人は是非応募してみて下さ

い。

飲食店に興味のある方なら結構です。選考はご応募頂いてから面接をする形式と致しますの

で宜しくお願い致します。
営業部 取締役部長 小山田　淳 043-203-3600 jun@ksnetwork.com

13 株式会社小島製作所 1.製造
大型建設機械部品及び産

業用油圧機器部品製造
http://www.kojimaseisakusho.co.jp/ 千葉県柏市 柏駅より送迎バス有 工場作業員 金属切削加工、組立、塗装等の工場作業全般 1

弊社には様々な加工工程があり、初心者でも取り組みやすいよう現場実習で様々な作業に

接して頂いてから、適正にあった配属をしますのでご安心ください。

初心者の方でも安全衛生教育をしっかり行ってから、安心して生産現場で活躍できるように

受け入れる体制を敷いております。随時工場見学受付中です。
総務部 常務取締役 小島義一 04-7144-4496 kanri@kojimaseisakusho.co.jp

14
株式会社

コミュニケーションサービス
10.情報通信

金融系基幹システムの設計・

開発・保守
http://www.communication-service.co.jp 東京都中央区

人形町駅（日比谷線・

都営浅草線）
事務職 総務・庶務・他 1

男女の構成比率が1:1で、文系出身者も非常に多い。未経験からでも成長できる環境のも

と、SE、企画営業、事業企画などの職種で、若手社員が存分に力を発揮しています
やる気がある方のエントリーをお待ちしています 管理本部 船木美里 03-6667-0639 jinji@communication-service.co.jp

15
サンコー・エア・セルテック

株式会社
7.その他サービス

国際航空貨物取扱い（空港内上

屋業務、物流倉庫内ロジスティクス

業務）、機械設備・物流機器保守

メンテナンス（ベルトコンベア、産業

用ロボット、他）、輸出入通関関連

事務、航空機製造、航空機機体ク

リーニング及び客室機材整備、他

https://www.sanko-as.co.jp/

東京都江東区

千葉県成田市

　　　　船橋市

　　　　市川市

【技術職】国際航空貨物取扱い、

機械設備・物流機器保守メンテナ

ンス

【事務職】輸出入通関関連事務

【技術職：貨物取扱い】輸出入貨物の機材「コンテナ」積込み／取卸し及び運送会社からの

引取り／引渡し。

【技術職：機械設備】顧客の設備が取り付けられている倉庫や工場に出向き、ベルトコンベア

や自動搬送設備等の定期点検、不具合修理。

【事務職】貨物情報の端末入力、輸出入申告書の作成・提出。貨物内容品点検。

10
空港や飛行機に関わる事業（飛行機の製造・整備、空港内外での貨物取扱い、物流機

器の整備）を幅広く手掛け、航空業界／物流業界を支える会社。自社の教育訓練施設を

完備し基礎教育を経て現場で活躍可能。社員寮・社宅を完備。

幅広い事業を展開していることで様々な職種を経験することが可能です。（自社内でのキャリ

アチェンジが実現可能です）。選考は個人面接と作文とし希望職種・勤務地を考慮した上

で配属先を決定します。

人事部 人事部長 池川博幸 03-3234-1399 h-ikegawa@sanko-as.co.jp

16 株式会社　サンテクノ 1.製造 窯業 http://www.chiba-suntechno.co.jp
千葉県八千代

市吉橋
八千代緑が丘駅 製造・営業・営繕 石英ガラス製品の製造、営業、工場施設・機械設備のメンテナンス 3

1975年創業の石英ガラス製造業です。主に半導体製造に関わるものを製造しています。

高い技術力で大手メ－カ－から信頼され業績を伸ばしてきました。注文は多品種・少量生

産でのオ－ダ－メイドが多く様々な加工技術が必要とされます。

物造りに興味のある方は歓迎ですが、コツコツと真面目に仕事に取組みたい方、新しい分野

に挑戦したいと思っている方も大歓迎です。

石英ガラスの加工はニッチな分野ですが、半導体製造には欠かせない業種です。

未経験者が指導のもと5年10年20年と経過するうちに、高い技術力を身につけ社会に貢献

できます。当社の選考は面接のみです。興味を持った方がおりましたら、工場見学を進めてく

ださい。いつでもお待ちしております。

総務部 なし　 石原 047-450-5580 ishihara@chiba-suntechno.co.jp

17 株式会社サンリツ 7.その他サービス 臨床検査業 http://www.san-g.com/

千葉県八千代

市、船橋市、千

葉市、流山市、

東京都足立区、

世田谷区

京成本線　勝田台駅、

東葉高速鉄道　東葉

勝田台駅（本社）

営業職
医療機関を訪問し、検査物のお預かりおよび報告書、検査案内等のお届け（数年後、希望

により営業開発職への移動も可能）
3

株式会社サンリツは、血液や尿、細胞などの検査を行う臨床検査を通して千葉県の地域医

療を支えている会社です。医療関連の仕事と聞くと、『ハードルが高いな』と思われると思いま

すが、一からお教えさせていただきますのでご安心ください。医療機関へは、車で訪問いたしま

すが、運転が苦手な方には運転教習もおこなっています。やりがいのある仕事に携わってみた

いと考えているあなた。ぜひ、我々と一緒に働いてみませんか！

サンリツは、血液検査、尿検査など医療機関で採取された検体の検査を個なっている会社で

す。医療というととても難しい業種のように感じられるかと思いますが、今回募集させていただい

ているのは営業職となります。弊社の営業職は、一般的に言われている飛び込み営業ではな

く、あらかじめ契約をしている医療機関を訪問して検査物のお預かり、報告書のお届けをメイ

ンにおこなっていただきます。「成績が・・・」と心配されなくても大丈夫です。元気がある。笑顔

が素敵。という学生さんをぜひご紹介ください

総務部 参事 杉田　義弘 047-487-2631 y-sugita@san-g.com

18 株式会社　三和システム 2.建設・建築 電気工事・セキュリティ工事 https://en-gage.net/sanwa30/ 千葉県千葉市 千葉駅・車通勤可 電気工事士

【 携帯電話のアンテナ工事】

携帯電話の電波の品質を良くしたり、繋がりやすくしたり、切れづらくしたり、速度を速くする工

事

【 セキュリティ工事】　　防犯カメラやセンサーなどの設置工事

【 電気設備工事】　　オフィスなどのネットワーク配線や官公庁の電気や通信工事

【 マンション設備工事】　マンションのインターホンなどの設置工事

…など、1つの工事に特化せずに幅広い工事を手掛けています。

3

電気・通信・セキュリティ。どれも生活に必要な物ばかりなので社会情勢が変化する中でも業績好調です。資格取

得サポートがあり、資格を取ったり現場で経験を積んで日に日に出来ることが増えていく中で、自分の成長を実感出

来ます。また年１回の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。資格手当は1資格に

つき3000円～10000円などがつきますので、やればやっただけ自分のスキルになり、頑張りもきちんと反映されま

す。

また先輩のほとんどが未経験入社なので入社するまでの不安な気持ちなどを分かってくれます。

慣れるまでは月1回面談をするので不安や悩みをなんでも話せますし、部署がいくつかあるのでチャレンジしたい部署

があれば部署異動なども柔軟に対応できます。

刻々と変わるコロナウイルス感染症の影響による社会経済情勢の変化で現在不安な生徒様も多いかと

思います。会社説明会も生徒様のご希望があれば随時開催致します。

少しでもご興味をもたれた生徒様がいらっしゃいましたらリモート現場見学や先輩社員同席の質問会など

のプログラムもご用意していますのでお気軽にお申しつけください。

採用の流れとしましては　　　会社説明会（ご希望の方）（専務・採用担当・現場の先輩社員）→面

接（筆記試験などはありません。）（社長・専務・採用担当）→面接結果のご連絡（２～３日程

度）以上となります。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

19 有限会社　しらいし 3.卸・商社

事務機器・デジタルサービス

などのオフィス機器を販売して

います。

https://51shiraishi.jp/ 千葉県君津市

内房線君津駅　車通

勤可（従業員用無料

駐車場有）

民間法人営業

民間企業のお客様にIT機器を中心に業務効率向上の提案営業を担当して頂いてます。

見積作成・受注から納品までの段取り・代金回収といった一連の営業業務を担当して頂きま

す。営業範囲は、富津市・君津市・木更津市・袖ケ浦市です。

2022年1月現在営業職3名（女性：3名）

1

社長の年齢が30代と若く、長く安心して働けます。近年、若手採用を強化しており、平均年

齢は23.3歳です。現在活躍している営業職のメンバーは全員高校新卒採用で入社していま

す。入社後は、社内研修や社外研修などのにも力を入れており、未経験者でも活躍できる職

場です。　　　一緒に働く、仲間を募集しています。

当社は、社長以外は全て女性の社員が働いています。選考に関しては、面接1回（面接前

に、簡単な性格診断を実施します。【筆記用具持参】）

合否に関しては、面接御7日以内に連絡いたします。

代表取締役 白石　拓也 0439-52-0157 takuya.shiraishi@51shiraishi.jp

20 新雪運輸株式会社 4.運輸・物流 貨物自動車運送事業 http://www.shinsetsu.co.jp 野田市
梅郷駅　車・バイク通勤

可
トラックドライバー ２ｔトラックにて乳製品等を都内の学校や近隣の物流センター等に配送する仕事です。 2

食品物流という安定したお仕事です。働きやすい職場認定制度を取得しており、文字通り仕

事をしやすい環境づくりを目指しています。今年、すでに1名の高卒者の入社が決まっています

ので、ぜひ一緒にチャレンジしてみませんか？

募集は年度終了後も随時おこないます。、すでに今春卒業の高校生採用が1名決まっていま

す。入社までに準中型免許の取得が必要になります。選考は書類選考と面接２回になりま

す。

管理部 人事担当 石田英昭 048-269-1441 ishida-h@shinsetsu.co.jp

21 信和産業株式会社 1.製造 食品パッケージの製造販売 https://shinwa417.co.jp/ 八千代市

東葉高速鉄道　八千

代緑が丘駅、車通勤可
（無料の駐車場完備）

工場　生産職 食品パッケージの製造にかかわる業務 2
知名度こそ低いですが、スーパー・コンビニの店頭でよく見かける食品のパッケージを製造・販

売をしている会社です。自分たちが製造した品物が店頭に並ぶという仕事に対する達成感・

喜びが味わえます。

ご希望があればいつでも会社見学を対応させて頂きます。よろしくお願い致します。 総務課 課長 小川裕司 047-411-7715 y-ogawa@shinwa417.co.jp

22 株式会社須藤工務店 2.建設・建築

土木工事業、建築工事業、

舗装工事業、鉄道工事

（ＪＲ東日本在来線）

四街道市
ＪＲ総武本線　物井

駅
現場施工従事員

鉄道施設修繕工事及び改良工事（駅、鉄道高架橋等諸施設のメンテナンス工事、新設工

事）、道路工事
2

当社は鉄道工事並びに道路工事等の公共施設の維持補修工事や新設、改良工事の施

工を主として行っている会社です。仕事を通じて社会貢献したいといった意欲のある方の採用

を希望いたします。皆さまのご応募をお待ちしております。

ご興味を持っていただいた方には弊社の仕事内容等につきまして直接の面談及びzoomなど

でご説明申し上げます。土木科、建築科等工業系の学科に限らず、すべて学科を対象とし

て採用させていただきますので、ご興味を持っていただいた生徒様をご紹介いただければ幸いで

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

工事部 代表取締役 須藤　雅彦 043-423-0906 sudohkoumuten@muse.ocn.ne.jp

23
社会福祉法人

泉寿会いずみ苑グループ
8.医療・福祉・介護

当法人は千葉市若葉区にて

4施設12の高齢者福祉事

業を運営している法人になり

ます。

https://senjyu-kai.jbplt.jp/ 千葉市若葉区 千城台駅　車通勤可 ケアサポーター（介護職）

特別養護老人ホームでの3大介助が主な仕事になります。介護の仕事というと全て手伝うとい

うイメージを持っている方も多いのですが、実は、出来ない部分を助けることが仕事になります。

そのため気配りや目配りが出来るようになったり、創意工夫を凝らしてクリエイティブに働いていく

という事も大切になります。直ぐにすべてが出来る人はいません。一つ一つクリアしてキャリアアッ

プしていただければと考えています。

2
当法人は2017年にユースエール認定企業に認定されました。毎年、新卒採用を実施してお

り1個上の先輩がいるのも特徴です。身近な先輩から10個上の大先輩まで色々と相談でき

る場所があるのが、いずみ苑グループの良いところです。よろしくお願いします。

介護の仕事は、直ぐに結果が出ない仕事です。そのため、結果を求めずにコツコツとじっくり取り組める方、

コミュニケーションが苦手と話す学生が意外と介護に向いている時があります。また、いずみ苑の介護の仕

事は「稼げる」仕事です。当法人に高校を卒業し就職→約4年後に介護福祉士を取得してから改めて

大学進学した職員もいます。夢のために貯金をして羽ばたいてもらう事も応援しています。　　現在は、１

DAY選考を実施しております。

施設見学→作文→面接という流れで行っていますので、よろしくお願いします。

人事 山初　世津子 043-232-2601 job@senjyu-kai.com
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24 創建金属　株式会社 1.製造 ステンレス金属加工業 http://www.soken1980.co.jp
千葉県白井市

河原子267-1

北総線白井駅・東武野

田線新鎌ヶ谷駅
場内加工業務者 ステンレス材を製缶加工する業種です。 3

主に食品や薬品に携わる内容　また、学校向けフィットネス向けにステンレスプールも製造して

おります。手に技術を学んで欲しいと思います。

お世話になっております。昨今人手不足の中で弊社もその例外ではございません。今回この様

なご案内を頂きましたので掲載させて頂きました。弊社は上記内容を主に営んでおります加工

業者です。客層は民間と公共事業を平均して半々のバランスで年間通して加工しておりま

す。ですので比較的に年間バランス良く仕事は受注しています。是非とも若いお力を弊社で

チャレンジしてみてはいかがでしょうか。数年はかかると思いますが、手に技術を覚えて頂ければ

新しいスキルになると思います。是非ともご検討宜しくお願い致します。

総務部 人材担当 柳井　友子 047-491-9611 info@soken1980.co.jp

25 有限会社綜合電設 2.建設・建築 防犯防災、電気工事業 https://sogodensetu.co.jp 千葉市緑区
外房線鎌取駅（車通

勤可）
施工技術員

カメラなどの防犯工事、Wi-Fiなどの通信工事、照明などの電気工事などを行っています。事

務所に出勤し、車で施工現場（事務所、店舗、家庭、新築等）に移動します。今年はドー

ム競輪場など「地図に残る」大規模な新築もいくつか手がけました。
2

自分の担当現場が話題のスポットとなり、開業したときに訪れるとちょっと感動します。

電気工事は危険で、インターネット工事は難しいイメージがあるかも知れませんが、電気科

（工業高校）以外にも普通科や商業科出身の先輩も長く働いています。資格試験のため

の講習、受験代は全額会社負担で、合格後は資格手当も毎月もらえます。働き方改革も

進み、お休みもきっちり取っています。

「手に職」を付けて、やりたいことを見つけませんか？

特に高校新卒者向けには1年間の専用カリキュラムを作成し、ビジネスマナーなど社会人の基

礎から身に付けていただきます。。

家業を継いだ前職ITコンサルタントの代表が勤怠管理システムの自社開発など働き方改革

を進めるとともに、千葉市の支援を受け新規事業開発プロジェクトを進めています。

選考は面接を行います。過去のミスマッチ要因として、デスクワーク以外できないことに入社後

気づいた、という方がいらっしゃいました。現場作業があるので、その点はご理解をお願いいたし

ます。

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

26 株式会社総武開発 2.建設・建築 山留工事・杭打ち抜き工事 https://soubu-k.com 千葉県鎌ケ谷市
東武アーバンパークライ

ン鎌ケ谷駅　車通勤可

現場作業員（山留工・杭打ち抜

き工）

地盤が崩れないないようにする土留工事や建物の基礎となる杭の打ち込み工事をする会社で

す。クレーン車を運転するオペレーターへの合図や誘導、ミキサーを使ってセメント等を混ぜ注入

材の作成する作業からスタートしていただきます。
2

アボロン仕様の杭打ち機を使い、様々な現場の条件にあった工法で施工できる会社は千葉

県で数社のみ！クレーン車のフックに吊り荷のワイヤーを掛け外しする玉掛の資格や掘削土を

整地する油圧シャベルの免許、中型車の免許、最終的にクレーンオペレーターを目指す方も

資格取得費用は全額支給します！のびのび働いてください！

この度は弊社の求人内容をご覧いただきありがとうございます。創業36年、従業員数12名の

アットホームな会社です。一般的な建設会社のイメージとは違い従業員の人柄がよく穏やかな

会社です。高い技術力を持ち、取引先も安定しています。大切な生徒さんをぜひお任せくださ

い！　　現場見学は随時受付けます。面接は1回です。

希望者は鎌ケ谷駅まで送迎いたします。　　どうぞよろしくお願いいたします。

総務部 國分幸子 047-445-3940 soubukaihatsu@s.zaq.jp

27
第一セントラル設備

株式会社
2.建設・建築

設備工事業（主に空調設

備）
https://www.dcsk.co.jp/ 千葉県市川市

京成線　鬼越駅

／車通勤可

①設備工事の施工管理

②設備機器のサービスエンジニア

①設備工事の施工管理

■主に空調機器等の設備工事の施工管理をご担当いただきます。

・打ち合わせ・写真撮影・予算管理・安全管理・工程管理・品質管理・原価管理・資材手配

・工事完了報告書作成・施工図面作成

②設備機器のサービスエンジニア

■住宅・公共施設・学校・病院などの空調機器等、設備機器全般の点検、修理、メンテナンスを担当し

ていただきます。

■未経験でも安心してください。チームで動くことが多い業務です。先輩が一から丁寧に教えます。

■ベテランから若手まで、幅広い年齢層の社員が在籍しています。

①②ともに、OJTや研修を受けていただくので安心して、少しずつ、出来る事を増やしていってください。

2

私たちは、創業48年、ダイキン工業のグループ会社です。関東圏を中心に空調設備、付帯

する給排水衛生設備、又、太陽光発電設備を主とした再生可能エネルギー分野も含め、

様々な設備の施工・メンテナンスを行っております。設備のスペシャリストとして一緒に成長しま

せんか！

弊社は創業48年、ダイキン工業のグループ会社です。公共工事のお仕事も多く、経営は非常に安定しております。

社風は、ひとりひとりの社員と家族も含めて、One　Team　「Team DCS」を大切にしています。又、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One　Teamで果敢にチャレンジし

続けていきます。100年企業を目指す、明日の第一セントラル設備を担うパワーが必要です。未来に向けて共に

チャレンジをしてくれる方、ともに成長できる人材を求めています。資格取得にも力を入れており、取得費用の補助や

資格手当も充実しております。（例：管工事施工管理技士1級→10,000円／月、2級→5,000円など）又、

技術研修として、ダイキン工業の講座の受講や、ヒューマンスキルの向上を目的としたe-ラーニングを導入しておりま

す。

随時、会社見学はご対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

◆ 一次選考　（面接・・個別面談でじっくりお話をさせていただきます。）→◆ 最終選考　（面接）→◆ 内定

選考時提出書類：履歴書、卒業見込証明書 、健康診断書、成績証明書　　　以上、是非ご検討くださいます

よう、宜しくお願い申し上げます。

営業企画部 課長 石川美樹子 070-3515-1894 dcs-t@dcsk.co.jp

28
タイセイエンジニアリング

株式会社
10.情報通信 情報処理 http://www.taisei-eng.co.jp

八千代市　印西

市

勝田台駅　千葉ニュータ

ウン中央駅（車通勤

可）

データエントリーオペレーター 入力業務（画像や紙の申込書、書類等） 1
入力専用機を使用してスピートと正確性が要求される仕事です。残業や土曜日の出勤もあ

りますが安定した収入が得られます。

当社は、４７年以上の入力業務に実績があり、平成６年から千葉支社を開設しました。設

立当初より大手損保会社から直接取引しており安定した経営を行っています。
人事部 常務取締役 木城　政治 03-3290-1110 masaharu.kishiro@taisei-eng.co.jp

29 館山コンクリート株式会社 1.製造
プレキャストコンクリート製造

販売
https://www.tatecon.com 君津市・館山市 君津駅・館山駅 製造工・鉄筋加工工 コンクリート製品の製造に関わる型枠の清掃や組立、製造の際に内部に埋め込む鉄筋加工 2

コンクリート製品の製造に携わることで、自分の関わった製品が社会インフラ整備に重要な建

設資材として使われ、生活基盤となる道路の安全や災害に対する防災・減災に役立つ事が

できるやりがいのある仕事です。

人見知りであったり、自分の事がうまく表現できない生徒でも、一つのものを製造する事に関わ

ることで責任感や使命感を持つことが身についてきます。真面目でコツコツと取り組むことが出

来るなら、どんな子でも輝け、人の、社会の役に立てる場所があることを知ってもらいたいと思い

ます。

代表取締役 諫山 智宏 0470-22-1589 isayama@awa.jp

30 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 千葉市美浜区 稲毛駅 施工管理スタッフ 空気調和設備工事の現場での施工管理となります。 2

空調設備とは、私たちが暮らしていく中で快適に屋内で過ごせる環境を整えるのに必要不可

欠な機能です。又、火事の際に煙を素早く外に出す排気ダクト、精密機械製造現場には欠

かせないクリーンルーム等、身近なところでダクトは使われています。社会貢献を一緒にしてい

きませんか。

会社説明に参加して頂き、その後面接となります。書類選考と面接にて対応させて頂きま

す。
管理本部 本部長 林　良之 043-246-2128 y_hayashi@tamurakanto.co.jp

31
千葉エンジニアリング

株式会社
7.その他サービス 地質調査業 http://www.chiba-eng.co.jp 千葉市美浜区 車通勤可 地質調査オペレーター助手

調査現場において、ボーリングマシンを使用し、建物・橋・道路などを造るために、地中の状態

を調べ、地盤の強さや種類を調べる仕事です。
2

道路や橋など社会インフラ整備に欠かせない地質調査。みなさんの生活を守るために必要な

仕事です。二人一組での作業です。基本からしっかり教育します。

現場作業で人気のない業務ですが、景気に左右されずに安定した業績を維持してます。

選考は職場見学及び会社説明・面接（役員）を行います。また、千葉市内以外で通勤不

可の場合は、借上げ社宅への入寮が可能です。

就職担当 執行役員 片平　好美 043-244-2311 adm@chiba-eng.co.jp

32 TKK株式会社 1.製造 金造加工製造 https://www.tkkcoltd.com
八千代市上高

野

京成勝田台

東葉勝田台
建築用鋼製型枠の作成スタッフ 中高層建築用コンクリートパネルの鋼製型枠作成、機械加工、溶接組み立て 3

合言葉は、「共に、希望を、カタチに（TKK)」。

弊社は、建築用プレキャストコンクリート向け鋼鉄型枠の製造やプラント設備の製造、大規模建築向け

の金物建材の製造を行なっているメーカーです。この度の東京オリンピック関連の建造物や都内再開発

事業でも多くの採用実績があります。

創立50周年を迎え、今までに培ったノウハウを基に柔軟な発想を生かした「匠」の技とスピーディーかつ高

性能の先進テクノロジーを融合させ、さらなる幅広い分野でのものづくりに取り組む企業です。

選考方法：書類選考　面接（2回） 総務部 部長 佐久間　修 047-485-1211 tkk.o.sakuma@gmail.com

33
東亜外業株式会社

千葉事業所
2.建設・建築

JFEスチール構内　設備補

修、機械メンテナンス、建設・

改造工事

https://wwｗ.toagaigyo.co.jp 千葉市
蘇我駅、車通勤可（1

年後から）
機械整備技能士 JFEスチール構内　設備補修、機械メンテナンス、建設・改造工事 5

機械整備技能士は、学科不問で募集。入社後の教育制度・資格取得制度が充実。選考

は面接のみで人物像を重視。
弊社の求人活動は、2022年2月末頃まで継続を予定しております。宜しくお願い致します。 総務室 室長 丸　貴大 043-261-0167 marut@toagaigyo.co.jp

34
トータルエアーサービス

株式会社
7.その他サービス

業務用空調の保守メンテナ

ンス、修理、更新工事
http://www.tas-co.com/

千葉県千葉市

稲毛区

作草部駅、車通勤可

（駐車場は各自手配）

サービスエンジニア（メンテナンス

サービス）
業務用空調の保守メンテナンス、修理 1

空調機器は必要不可欠なものとなっています。　また、機械が正常に動くことによって環境負

荷の低減に寄与できます。　お客様の快適を一緒に支えましょう。

弊社はパナソニック産機システムズの指定のサービス店であり安定した仕事をいただいておりま

す。　業務拡張のため人材の募集を行っております。
専務取締役 高橋　寛滋 043-207-1777 hiroshige@tas-co.com

35 株式会社トーホープラス 2.建設・建築

設備・設備工事関連／プラ

ント・エンジニアリング／建設

コンサルタント

https://toho379.co.jp/ 千葉市中央区
京成線千葉寺駅、車

通勤可
施工管理者（現場監督）

まずは先輩施工管理技士のアシスタントとして、生産管理・工程管理・安全管理・労務管

理・予算管理などの管理業務を補佐していただきます。
2

当社は、発電設備や産業設備を守る役割を果たす防食塗装工事の管理を得意とする、５

０年以上の実績がある会社です。他にも橋梁や歩道橋、建物のリニューアル工事なども手掛

けてきました。より良い状態で長く使ってもらうため、素材や場所に適した材料・方法を使って

最適な方法で塗装工事を実施しています。経験豊富な社員も揃っており、女性も活躍中で

す。文理不問、男女不問です。工事現場の管理の仕事に携わってみませんか！

①web説明会②履歴書、エントリーシート送付③オンライン面接④対面面接⑤合否決定

当社は、社員が必要としている各種技能や技術を習得するための教育・研修についても支援

をしております。取得できる資格は約３０種あり、一生保有できる資格です。最新技能・技

術を身に付けられるような環境を整えています。全く異なる業種から中途採用される職員もい

ます。社長をはじめとして女性も活躍中です。工事を管理する技術者（施工管理技士）を

しっかり育成します。

管理部 山口　厚志 043-263-0033 ttk@toho379.co.jp

36 株式会社ナリコー 2.建設・建築

建設業（土木・建築の施工

管理）を中心に多数業種を

展開しています。

http://www.narikoh.co.jp/ 千葉県成田市 JR成田駅　車で２０分
施工管理職、空港メンテナンス職、

廃棄物処理スタッフなど
現場の施工管理、空港内の清掃・点検などのメンテナンス、廃棄物処理場の点検・運転 6

引っ越しを伴う転勤無し。　資格取得応援制度あり。　完全週休２日。　福利厚生充実。

OJT教育制度により、学科問わずお仕事可能です！

弊社では面接を重視しており、面接を３回行っています。（オンライン面接含む）

筆記試験・性格診断・面接（３回）で内々定をお出しします。

年度内採用は難しいですが、来年度も採用を行ってまいりますので、

よろしくお願いいたします。

人事部　人事課 主任 飯田　隼平 0476-37-5898 s.iida@narikoh.co.jp

37 成田空港警備株式会社 7.その他サービス 警備業 https://www.narikei.co.jp/

成田国際空港

関連施設（成

田市・四街道

市・千葉市）

成田空港駅他（車通

勤可）、単身寮完備
空港警備スタッフ 成田国際空港関連施設の出入管理、徒歩もしくは車両での施設巡回警備、 30

社名の通り成田国際空港を警備する会社で、空港建設当初より多様な警備を請け負って

おります。空港というと英語力が必要と思われがちですが、弊社では重要視しておりません。今

後も規模の拡大が予定されている成田国際空港という国の重要インフラを支える仕事で、多

くの方に是非ご活躍いただきたいと思っております。ご見学も随時承っております。お気軽にご

参加くださいませ。ご応募お待ちしております。

現在の空港は旅客便こそ減ってはしまいましたが、貨物取扱量は増え続けており、弊社といた

しましては感染症の影響を受けずに雇用の安定を実現しております。単身寮完備、自立も

バックアップします。どうか生徒様へのＰＲよろしくお願いいたします。選考フローは下記の通り

です。スムーズな対応を心掛けております。

ご見学→ご応募のご連絡→応募書類をお送り下さい→応募書類到着が確認できましたら速

やかに筆記面接選考日の調整を行います→選考日→選考結果のご連絡は翌日～3営業

日を想定。

入社日は令和4年4月1日、雇用に必要な公的書類の取り寄せや入社前健康診断等の受

診のため、2月末日までに選考結果をご連絡できる日程で進めます。

総務部募集課 係長 石橋　良子 0476-22-5511 ishibashi@narikei.co.jp

38

株式会社

日本トラフィックサービス

東京支店

4.運輸・物流 航空貨物取扱業 https://www.acsjp.com/group/nihontrafficservice.php
成田市、芝山

町、市川市

成田空港第２・第３

ターミナル駅（車通勤

可）

航空貨物取扱（作業系）
航空貨物のチェック、仕分、積み付け、ラベリング、フォークリフトによる貨物の取り降ろし、積み

付け、取り降ろし
20

・当社は、航空貨物取扱を中心に実績を持つ安定企業（株）エアーポートカーゴサービスが

業績拡大をめざし設立した会社です。

・アットホームな職場間交流や、福利厚生が充実しています。

・日々の飛行機のフライト時間に間に合わせた時の達成感は最高です。

・お互いに声を掛け合う社風ですので、安心して勤めることができます。

・なんでもいいので、自分の強みや得意なこと、好きなこと（スポーツ、部活、趣味）を

自信を持ってアピールしてください。

総務部 次長 松本明生 0476-32-7271 matsumoto-a@acsjp.com

39 ノーザンミツワ株式会社 6.小売・飲食 レストラン事業 http://www.mitsuwa-shokai.co.jp/4-07group.html

千葉市中央区

若葉区　茂原市

成田市

蘇我駅　都賀駅　成田

駅　茂原駅　車通勤可

レストランホールスタッフ　マネジメン

ト
接客調理の他、アルバイトさんのトレーニング　食材管理　衛生管理など 1

定着率91％達成済　顧客満足度1位を獲得したびっくりドンキーのFC運営を千葉県で5店

舗行っています。会社説明会も随時おこなっています。先生とご相談の上ご参加ください。

令和4年入社の高校生を2名採用させていただき、本来では今期の活動を停止しておりまし

た。ですが、少しでもお力になれるよう登録いたしました。まずは店舗にて会社説明と面談の

上、先生と情報交換を行い、その後の選考にすすみます。令和5年卒への活動も実施いたし

ます。

人事 課長 松山雅彦 043-488-5757 masahiko.matsuyama@ms-gr.jp

40 ノザキ建工株式会社 2.建設・建築 土木（杭打ち工事） http://www.nozakikenkou.co.jp 千葉市 稲毛駅（車通勤可） 施工管理者
工事現場の施工・安全・工程・原価などを管理し、施工が円滑に進むように段取り調整してい

く仕事です。数年は現場で実習を重ね、先輩社員の下で経験を積んで頂きます。
2

さいたまスーパーアリーナ・幕張メッセ・豊洲市場水産・東京駅等、有名大型物件の土台とな

る基礎工事を手掛けています。近年、新卒採用が増えており、若い人でも働きやすい会社で

す。

令和4年で創業50周年を迎える安定した企業です。先輩社員ほとんどが、未経験で入社し

活躍しております。作文と面接のみで選考いたします。建設・土木に興味のある学生の方をご

紹介ください。

事務統括部 担当部長 齊藤　秀明 043-243-0185 jimu@nozakikenkou.co.jp

41 ハイテック精工株式会社 1.製造

自動化システム事業部：搬

送システム、部品供給装

置、周辺機器などの設計、

製作、販売　熱処理事業

部：工具、金具の熱処理

加工業

http://www.hightech-seiko.co.jp
千葉県千葉市

花見川区

JR中央・総部各駅停

車　新検見川駅

技術職（金属熱処理製造、機械

設計、機械組立、制御設計）営

業職、事務職

・搬送システム、部品供給装置、各種専用機と周辺機器などの設計、製作、販売

・工具、金具の熱処理加工業

　※入社後、外部と社内で新入社員研修を受けてもらいます。
2

・自動化システム事業部は営業、設計、制御、製作が役割を合わせて、商品を作り上げていく面白さを

感じられます。また社内の工場で組み立てからちゃんと動くのか試運転まで行うので、自分が担当した商

品の完成までを見る事が出来ます。

・熱処理事業部ではお客様から預かった工具や金具を、用途や形状に合わせた加工技術で金属を硬く

強く加工します。入社後は業務をしながら国家資格である熱処理技能士の資格を取得してもらいます。

大変だと思いますが、先輩技能士達がいるので分からない事があればどんどん質問をして下さい。

まずはミスマッチを防ぐ為、弊社の工場見学にお越しください。

（日程調整のため担当へご連絡をお願いします）

応募後の流れ：書類選考→面接→結果のご連絡

総務部 御園・蘆田 043-28-5131 recruit@hightech-seiko.co.jp

42
白水プラスチック工業

株式会社
1.製造

プラスチック製品の成形加

工、組立加工
https://www.hakusui-plastic.co.jp/

千葉県佐倉市

大作1-3-1

車、バイク、自転車通

勤可
成形加工、組立加工

【成形部門】オペレーター（機械操作など）と製品の仕上げ〈ニッパーやカッターを利用した仕

上げ）、検査、梱包などの作業。

【組立部門】製品の組立て（工具を使用する作業ほとんどはありません）、検査、梱包などの

作業

5
皆さんの身近にあるプラスチック製品ですが、ものづくり屋さんとしてひとつひとつの工程をクリアし

ながら皆さんの努力で作った製品が世の中の人たちに使用してくれる喜びと、達成感を感じる

ことができます。

会社内では技術者がいますが高齢化となってきており、若い人に技術を技能伝承したいで

す。何卒宜しくお願いいたします。現場見学も可能ですのでお気軽にご連絡ください。
代表取締役社長 中村彰修 043-498-3381 info@hakusui-plsatic.co.jp

43
医療法人社団 博雄会

緑が丘駅歯科医院
8.医療・福祉・介護 歯科医院 midorigaokaeki-shika.com 八千代市

八千代緑が丘駅

改札すぐ
歯科助手　受付 受付　診療補助　など 1

当医院は未経験の方でもわかりやすいように、研修期間を設けて歯科用語から学んでいきます。個々の

段階を見極めて指導していきます。歯科はたくさんありますが、きちんと研修するところはなかなかありませ

ん。歯科の仕事は資格がなくても一度きちんと覚えたら、一生の仕事となり得ます。ライフステージがかわっ

ても続けられ、求められる仕事です。当医院は先を見据えて頑張れる皆さんを応援します！一緒にお仕

事してみませんか？

必ずご見学をお願いしています。歯科のお仕事を実際ご覧いただき、お話できればと思いま

す。その後よろしければ面接、1週間以内に合否連絡となります。見学等のご連絡は携帯に

頂けるとその場で日程調整させていただきます。

理事長 内田久雄 080-9291-8805 jinji.midorigaokaeki@gmail.com

44 BX鐵矢株式会社 1.製造 鋼製建具製造 https://bxtetsuya.com/ 柏市 流山おおたかの森 工場内作業 スチールドア、スチールサッシの製作 2

柏市にあるBX鐵矢株式会社です。東証一部上場文化シヤッターグループでスチールドアス

チールサッシを製作しています。昨年開催された東京オリンピック会場（新国立競技場、有明

アリーナ等）にも多数当社の製品が施工されました。ぜひ興味がある方は随時工場見学を

行っているのでお気軽に連絡下さい。3年前に出来た新しい工場です。

当社に興味がある生徒さんがいらっしゃいましたら、随時工場見学を行っていますので、採用

担当までご連絡お願いします。
業務課 課長 末原 04-7133-9111 h_suehara@tetsuya.bunka-s.co.jp

■千葉県採用力向上サポートプロジェクト（令和３年度）
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45 株式会社プラントベース 2.建設・建築

建設業　大型穀物倉庫サイ

ロの補修メンテナンスを行って

おります

http://www.plant-base.com/ 千葉県成田市
車通勤可　成田駅から

車で20分
現場作業員 コンクリート補修、塗装 2

当社は独自開発したエレベーター式足場の特許を取得しています。お客様は大手食品工場

なので不況にも強く、同業他社の少ない業界でコロナ禍でも売上げを伸ばしております。

人材こそが会社の基盤であると考え、プラントベースは社員と共に成長してきました！

社員の声を聞く事を大切にしています。

遠方の方にはキレイで居心地の良いの寮もご用意してお待ちしてます。

選考は面接1回、やる気のある生徒さんは積極的に採用させていただいております。

会社見学も随時受入れ可能です。遠方の方には社員寮もありますので建設業にご興味があ

る生徒さんにご紹介いただけると幸いです。

人事総務課 課長代理 五十嵐　靖子 090-2648-5195 y-igarashi@plant-base.com

46 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 技能職（工場内製造作業） トラックやバスのサスペンション部品の製造、加工、組立 1
専門知識などよりも、体力とやる気が重要です。重量金属の熱処理を行いますので簡単で楽

な仕事ではありませんが、その分福利厚生が充実しており働きやすい職場です。
筆記試験と面接試験を実施します。　面接重視（人物重視）で行います。 管理部総務課 本間二紀 047-484-1112 honmafuki@hrk.nhkspg.co.jp

47 丸井建設工業株式会社 2.建設・建築 土木作業員 https://www.marui.cc/recruit/ 千葉県　東京都 青堀駅　車通勤可 土木作業員 建築物、高速道路、ダム、トンネル等の基礎となる土木作業 2
やる気のある方を求めます。初めから出来る人はいません。長く勤め、幅広い

知識と技術を身につけ、先輩たちと仕事の達成感味わいましょう。
履歴書の提出。面接での選考となります。身体が健康でガッツのある人を募集します。 工事部 総務課長 前田和彦 0439-87-1497 maeda@marui.cc

48 株式会社みかわや 6.小売・飲食 着物、宝飾の営業販売 https://mikawaya.biz

オリブ店：夷隅

郡大多喜町、茂

原店：茂原市、

東金店：東金

市

オリブ店：

いすみ鉄道城見ヶ丘駅

茂原店：JR茂原駅

東金店：JR東金駅、

車通勤可

営業職

振袖対象の新規客様への振袖営業アプローチと販売、成人式アフターフォロー、顧客様への

着物やジュエリーの営業アプローチと販売、顧客様への着物を着る機会のご提供提案、ブログ

やSNSでの最新情報発信　他
4

着物業界って難しそうと思われがちですが、着物などの商品知識が全くない方でも問題ありま

せん。 入社後の研修でしっかりサポートします！着物や商品に関する知識は研修でしっかり

学ぶことができます。「まずは着物を好きになること」をテーマに研修を進めていきますので、同

期と共に切磋琢磨し成長を楽しんでください。そして、弊社の自慢は非常に高い「有給休暇」

の取得率です。スタッフには「仕事中は一生懸命働き、休みは思い切り遊びましょう」と伝えて

います。先輩スタッフが積極的に取得しているので、後輩スタッフも非常に取得しやすい環境で

す。

弊社は20代から70代までの幅広い年齢層のスタッフが働いており、ありがたいことに勤続年数の長い方が

ほとんどです。そして、創業236周年の老舗呉服屋だからこそ、一生使えるスキル＝礼儀作法を学ぶこと

ができる職場です。弊社で学んだことは一生の財産になることは自信を持ってお伝えさせていただきたいで

す。　選考方法は、まずは実際に働く職場を見ていただき、どの様な仕事をするのか、どのようなスタッフが

働いているのか等の説明会兼見学会へ参加していただきます。その後、日程を改めて調整させていただ

き、選考会（SPI・面接1回）に参加していただきます。尚、4月1日の入社式まで日程が非常にタイト

ですので、3月4日までのご応募締め切りとさせていただきます。※応募資格：2022年3月末卒業見込

み、要普通自動車運転免許（仮免等取得見込み可）＊お客様宅へご訪問する業務があるため、自

動車免許の所持は必須となります。

管理部総務 課長 尾本典子 0470-82-4131 omoton@mikawaya.biz

49 株式会社　森興業 2.建設・建築
新築住宅の基礎工事を行っ

ております
https://www.morikougyou.com/ 千葉県船橋市 三咲駅　車通勤可 基礎・外構工事、現場検査員

	

家の寿命を左右する【基礎工事】をメインに、外構工事等幅広く行っています。
5

当社では、建築業の基礎工事を行っておりますが、殆どが初心者からのスタートになっております。先輩ス

タッフが丁寧に１から教えてくれる環境が整っております。体力に自信のある方、向上心の高い方を歓迎

しています。若手スタッフが活躍している会社です。

また、現場検査員という形で女性社員も募集しております。

現場の写真撮影やチェック等PCが苦手な方、あまりじっとして作業をすることが苦手な方でも楽しく業務

が行える女性スタッフも募集しております。

はじめはわからないことが多くても少しずつ成長し、スキルを身に付けられる会社になっています！

職人だけでなく女性スタッフも募集しております。

ＰＣが苦手だけど体力に自信がない方でも安心して楽しく働ける環境が整っております。

【選考結果通知のタイミング】

書類選考後，面接選考後→書類選考結果通知→書類到着後7日以内→面接選考結

果通知→面接後7日以内

工事部 部長 竹内　勇夫 047-449-2696 info@morikougyou.co.jp

50 株式会社ヤマナカゴーキン 1.製造

精密鍛造用金型の設計製造販

売（自動車関係が多いです）/

解析シミュレーションソフト

「DEFROM」の販売サポート/高

精度計測システム「ピエゾボルト」

の開発、製造、販売

https://www.yamanaka-eng.co.jp/ 佐倉市

JR佐倉駅

（京成佐倉駅）からバス

大作一丁目下車

※車通勤可

製造職

1.製品加工業務（旋盤、マシニングセンター、放電加工機など各種工作機械を用いて金型

を制作）

2.検査業務（各種測定機器を用いて製品を測定）

3.生産管理（在庫管理、納期管理など生産現場における事務）

※先輩社員が丁寧に指導しますので、安心してご応募ください。

1

弊社は創業60周年を迎えたものづくりメーカーです。金型とは聞きなじみがない方もいらっしゃ

ると思いますが、製品は実は身近なところに多く使われています。

また、工場の大半が恒温室と呼ばれる温度管理が徹底された部屋になり、一年中20度で過

ごせる快適な職場環境です。

教育制度も充実していますので、経験がない方でも安心して入社していただける体制をつくて

いますので、一度見に来てください！！

お世話になります。

弊社は、世間的な知名度は全くありませんが、教育制度や仕事のやりがいはたくさんある企業

であると考えています。安心してお任せいただけるように、対応して参りますので今後ともよろしく

お願いいたします。

管理本部

経営管理部
採用担当 藤岡　直也 043-498-3492 fujioka@yamanaka-eng.co.jp

51 吉永機械株式会社 1.製造

建築工事用機械、大型土

木工事用機械、作業船装

置、クレーンなど、建設機械

の「設計製造販売事業」およ

び「自社機械のレンタル事

業」

http://www.yoshinaga.co.jp/ 千葉県白井市 車通勤

①溶接

②製缶

③自社製品のメンテナンス

高層ビル建築工事用機械やクレーンなど建設機械の製造です。

主に仮組立（製缶）、本組立（半自動溶接）、出荷整備などの工程から適性に合った作

業を行っていただきます。

また当社はクレーンや高層ビル建築工事用機械などの建設機械の販売やレンタルをしていま

す。工場内での建設機械の修理、メンテナンス、また製品を納入した建設現場にて顧客への

操作説明や月例点検をお願いしたいと考えています。

3

当社は、大規模な建築工事および土木工事で使用する建設機械の開発と製造販売を行う建設機械

専門のメーカーです。お客様の多様な要望に応じて、ゼロから特殊な建設機械を自社開発し、困難な工

事や複雑なデザイン、超高層ビル建設などに対応した建設機械を作ることを得意としています。また、自

社で開発した設計機械を活用したレンタルも展開し、現在は、「製造販売業」と「レンタル事業」という2

本柱で頑張っています。

私たちの会社は、規模は決して大きくありませんが、大手ゼネコン5社、有力準大手ゼネコン様から高い

評価と信頼を得て、私たちが携わる案件は世の中に知られるものばかり。

誰もが知る超高層建築工事や大規模土木工事で、私たちが作った機械が活躍しています。

吉永機械株式会社は、1967年（昭和42年）の設立以来、半世紀以上にわたり、建築

工事および土木工事で使用する建設機械のご提案を通じて、日本の産業や経済の発展に

貢献してまいりました。

製造現場には冷暖房などの空調はありませんが、休憩室の設置や各種飲料の無料提供など

社員の健康安全を第一に考えており年間休日も120日以上です。

生徒様へのご紹介を宜しくお願い致します。

製造部 部長 白田　敦 047-497-1241 shirota@yoshinaga.co.jp

52 株式会社レカムサービス 6.小売・飲食 ドコモショップ運営 http://www11.plala.or.jp/recam/
習志野市、船橋

市、八千代市

津田沼、北習志野、

八千代中央
窓口接客

ドコモショップのスタッフとしてご来店されたお客様へ携帯電話の販売やアフターサービスなど便利

に快適に携帯電話が使えるようにサポートしていきます。
2

当社は若いスタッフが多く活躍しています！　　社会人としてしっかりスタートがきれるように同

期入社の人達と一緒に研修をしていきます。一人で仕事が出来るようになるまでサポート体

制が整っていますので、ご安心下さい。まずは会社を見に来て頂き、仕事内容、会社の雰囲

気を見てご自身に合うか判断して頂きたいです。４月から一緒に社会人としてスタート出来る

ように是非一度会社を見に来て下さい。

社会人としてしっかりスタートが切れるように、またミスマッチにより早期離職にならないように教

育していきます。入社したら研修体制がしっかり整っていますので、同期入社の方と一緒に仕

事を学んで行けます。仕事が一人で出来るようになるまでその子のペースに合わせていきます

のでご安心下さい。現在まだ募集しています。少しでも気になれば会社見学をすぐにご案内出

来ますので、まずは見に来て頂きたいです！ぜひ学生におすすめ下さい！

経営企画部 人事育成課長 木村亜紀子 043-263-8600 kimura@recam.co.jp

■千葉県採用力向上サポートプロジェクト（令和３年度）
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