
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

採用

予定数
選考方法について 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。

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 エメラルドサポート株式会社 その他サービス

総務部（一般事務）、訪問介

護部（ホームヘルパー）、ITス

クール部（ITインストラクター）

https://emerald-support.jbplt.jp/ 浦安市
JR京葉線「新浦安

駅」

総務部（一般事

務）、訪問介護部

（ホームヘルパー）、

ITスクール部（インス

トラクター）

3 すぐに選考（面接等）を実施する

あなたの輝ける場所はココ！

福祉✖ＩＴでこれからの時代に必要な事業を展開しています。規模は小さいですが、あなたの得意分野を活かせる場所が

あるかもしれません！まずは、お気軽にお問い合わせください。

内村　朋美 047-351-4355 soumu@emerald-support.com

2
カイトウ建築設備工業

株式会社
建設・建築 消防施設業・管工事業 https://kaitoh-corp.co.jp/ 柏市 柏駅 施工管理 4 すぐに選考（面接等）を実施する

弊社は比較的若い会社です。若い会社にしか出来ない柔軟な働き方や社内制度等をドンドン取り入れていきたいと考えて

います。弊社ならではの働き方を通じて、他には真似できないライフスタイルを一緒に確立しましょう。
金坂多加正 04-7157-2382 info@kaitoh-corp.co.jp

3 京設工業株式会社 情報通信
ソフトウェア開発、各種設計・開発

（機械・製品・電気、他）
https://keisetsu.co.jp/

千葉県

三重県

東京都

神奈川県

新習志野、南船橋、

亀戸、阿倉川、本厚

木、また、自動車通

勤は可能な場合有り

（許可制）

ソフトウェア開発、機

械・製品設計、電気・

電子回路設計

5

弊社本社宛てに、応募書類をお送り頂き、

すぐに一次選考／書類選考をさせて頂きた

く存じます。

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５９年：来年度（令和４年）、創

業６０周年を迎えます。/職種が豊富です： ソフトウェア開発、機械・製品設計、電気・電子回路設計、他／※「ものづく

り」の設計分野において、興味がもてる職種が多くあります。／新卒の定着率：過去３年実績で離職者なし（第２新卒

含み）2021/4/1_現在。社宅の制度あり：Ｕターン、Ｉターン、遠方の方等、ご相談下さい。／※家賃負担軽減あり／

資格の制度あり：　該当する資格取得の 資格手当（高度・応用・基本）があります。／メンバーの活躍：「何事にも積

極的に取り組める」「新しいことに挑戦するのが好き」／「常に向上心を持って学んでいる」「論理的に考えるのが得意」など／

ＣＳＲ活動、他：　官公庁等と協力、連携した地域環境の良化（美化）の推進、など／国際認証の取得：システム・

ソフト開発事業部　メディカルG／ＩＳＯ１３４８５ 認証取得（医療機器の品質マネジメントシステム）

本社管理部

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

4 株式会社小島製作所 製造
大型建設機械部品及び産業用

油圧部品の製造組立
http://www.kojimaseisakusho.co.jp/ 柏市 柏駅

生産管理・生産技

術・総務経理社内

SE・生産担当者

4

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, ご応募前でも会社見学可能です。

大手建設機械・産業用油圧機器メーカーの一次下請けとして70年以上各種部品を供給してきましたが、さらにコロナ後を

見越した発展を目指しています。皆さんの力を小島製作所で活かしてみませんか？
総務部 常務取締役 小島　義一 04-7144-4496 kanri@kojimaseisakusho.co.jp

5
佐原三菱自動車販売

株式会社
小売・飲食 自動車デーラー

http://www.sawara-mitsubishi-

motor-sales.com/
香取市

佐原駅　車通勤可

（社員駐車場ありま

す）

営業職 1 すぐに選考（面接等）を実施する

当社は、1978年創業以来、44年にわたり香取市エリアを中心に活動をしています。40年を超える経営実績がありますが、

これから先を見つめ会社をもっと良くする為の活動を進めています。その一つとして、3つの不「不安、不足、不満」の報告・改

善を繰り返し行うことで従業員が働きやすい環境づくりをしています。当社は「元気よく挨拶が出来て前向きな人材」を求め

ています。　一度お話が出来る機会を設けて頂けたらと思います。

統括本部 本部長 伊藤　寛 0478-79-7330 hiroshi.ito@mmcsawara.co.jp

6
サンコー・エア・セルテック

株式会社
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、

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

40
すぐに選考（面接等）を実施する, 要望

があれば「会社説明会」を実施

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。

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

7 株式会社　サンテクノ 製造 窯業 http://www.chiba-suntechno.co.jp 八千代市吉橋 八千代緑が丘 製造 2 職場見学会を実施する

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。高い技術力で大手取引先から

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・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方、大歓迎です。

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

8 株式会社　三和システム 建設・建築
電気工事・セキュリティ工事・携帯

電話基地局工事
https://en-gage.net/sanwa30/

千葉市若葉区高

品町897-7

千葉駅よりバスで10

分　※駐車場有。車

通勤可

電気工事士 2
会社説明会を実施する, すぐに選考（面

接等）を実施する

弊社の魅力は、雰囲気の良さ。 釣り好きが集まり、専務の運転の船で釣りしに行ったり、声をかけあいフットサルをしに行った

りすることもあります。多趣味でコミュニケーションを取ることを楽しむ者が多くいますので新しく入社される方でもすぐに馴染めま

す！また資格手当は1資格につき毎月３千円～１万円がつきます。やればやっただけ自分のスキルになり、頑張りも反映さ

れます。　　是非会社説明会への参加だけでもお気軽にどうぞ。

総務部 採用担当 安部　忍 043-284-1001 s-abe@sanwa-system.com

9 新雪運輸株式会社 運輸・物流
首都圏における食品等の輸配送

業務
http://www.shinsetsu.co.jp 野田市

梅郷駅　自家用車等

の通勤可
ドライバー 1 すぐに選考（面接等）を実施する

世の中に必要とされる食品物流をおこなっておりますので、腰を据えて働ける環境にあります。ステップアップも社内では盛ん

で、大型免許を取得したり管理職を目指したりしている若い世代も多いです。国土交通省お墨付きの「働きやすい職場認

証制度」も取得しており文字通り働きやすさを常に追求し、従業員とご家族の満足を達成すべくいろいろな取り組みを実施

しています。

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

10
社会福祉法人泉寿会

いずみ苑グループ
医療・福祉・介護

当法人は千葉市若葉区にて4施

設12事業
https://senjyu-kai.jbplt.jp/ 千葉市若葉区

自走（自転車、バイ

ク、自動車）を想定。
ケアサポーター 1

職場見学会を実施する, すぐに選考（面

接等）を実施する

介護の仕事ってメディアの影響でネガティブなイメージが多く取り上げますが、とてもクリエイティブで考えて動く必要がある仕事

です。また給与が安いというイメージもありますが、それも違います。ご自身の目でぜひ確かめてみてください。
人事 山初世津子 043-232-2601 job@senjyu-kai.com

11 有限会社綜合電設 建設・建築 防犯防災工事、電気工事 https://sogodensetu.co.jp 千葉市緑区
車通勤可（大宮イン

ター7分）
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

大手企業数社からの安定受注を基盤に、落雷抑制型避雷針など新技術の普及や自治会向けの防犯コンサルティング、さ

らに千葉市役所プロデュースによる新規事業開発など、新たなチャレンジを進めています。入社後、最初は現場で施工の基

本を学びますが、その後は工事管理者として統括する、技能者として極める、新規事業として応用するなど、これをどう活か

すかは自分次第。自社開発の勤怠管理アプリで働き方改革も進んでいます。当社でやりたいことを見つけてください。

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

12
タイセイエンジニアリング

株式会社
情報通信

データエントリーオペレータ（八千

代市/印西市）
http://www.taisei-eng.co.jp 八千代市/印西市

勝田台駅（八千代

市）/千葉ニュータウ

ン中央駅（印西市）

データエントリーオペ

レータ
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

データエントリーオペレータ（入力業務）はパソコンの経験が若干あれば数か月後にはある程度のスピードで入力か可能と

なり即戦力となります。特殊なキーボードを使うため一から教育致します。
人事部 常務取締役 木城　政治 03-3290-1110 masaharu.kishiro@taisei-eng.co.jp

13
竹村電気工事

株式会社
建設・建築

送電線設備の建設・保守メンテナ

ンス
https://www.tden.jp/ 八街市 車通勤可 工事施工管理職 1

会社説明会を実施する, すぐに選考（面

接等）を実施する

送電設備の建設保守を通じて電力の安定供給を支え、人々の生活と社会の基盤を守っています。社会貢献、職場の雰

囲気、安定した生活などを就職先に求める方はご連絡ください。
代表取締役 竹村　信彦 043-440-1901 nobutakemura@tden.jp

14 千葉窯業株式会社 製造 コンクリート製品製造業 http://www.chibayogyo.co.jp/
千葉市、横芝光

町　他

本千葉駅、横芝駅

（横芝は車通勤

可）

技術職 10
会社説明会を実施する, すぐに選考（面

接等）を実施する

創業から100年間蓄積した高い技術力と時代に合わせた対応力で国土交通省や大手ゼネコンとタッグを組み公共工事に

必要なコンクリート製品を製造しています。羽田空港や高速道路、幕張新都心や大型テーマパークなど様々な都市開発、

インフラ整備に関わってきました。人々の安心・安全や業界全体に影響力を発揮したい人にピッタリの会社です！

総務部 係長 林　拓弥 043-221-7001 t.hayashi@chibayogyo.co.jp

15
東亜外業株式会社

千葉事業所
建設・建築 プラント設備工事 https://www.toagaigyo.co.jp/ 千葉市

蘇我駅、車通勤可

（制限あり）
プラントエンジニア 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
学部学科不問（教育制度・資格取得制度充実）、入社後並びに配属後の教育フォロー体制充実 総務室 室長 丸 貴大 043-261-0167 marut@toagaigyo.co.jp

16 株式会社トーホープラス 建設・建築

主に塗装の施工管理（設備・設

備関連工事／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

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）

2 すぐに選考（面接等）を実施する

新卒一期生を採用！万全の教育・育成体制でバックアップ！当社には経験豊富な社員がおり、長年にわたって蓄積してき

たそのノウハウは私どもの財産です。防蝕塗装の世界は日々新しい材料や施工法が開発され、技能や知識のブラッシュアッ

プは欠かせません。当社では、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・研修についても全面的な支

援をしております。

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

2022(令和４)年３月卒　新卒採用を継続している企業情報　（千葉県採用力向上サポートプロジェクト登録企業より　27社）　橋渡し支援①　　　　　※50音順　　　　令和4年2月22日現在
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17 株式会社ナレッジシード その他サービス 教育サービス業 https://knowledge-seed.jp/
佐倉市、八千代

市

京成線志津駅　東葉

高速線村上駅
教室運営責任者 2

職場見学会を実施する, すぐに選考（面

接等）を実施する

教室運営責任者職（カスタマーチーフ）の採用です。仕事は「たくさんの人に喜んで通ってもらう教室を創ること」皆さんのあ

らゆるリソースを様々な形で活かし、伸ばすことができます。営業/販売促進、総務/業務、マネジメントやマーケティングなど

様々な分野の力を貴方らしくカスタマイズし、「たくさんの人に喜んで通ってもらえる教室」をプロデュースし形にする仕事です。

～想像と創造～「たくさんの人に喜んで通ってもらえる教室」を「想像」し、それを目に見える形に「創造」する。思い描いたも

のを行動し自分の手で形にする。同じゴールを目指す仲間とともに、です。皆さん1人ひとりの成果の総和がナレッジシードの

成果になります。

上原（関戸）

千種
043-371-6867 chigusa@knowledge-seed.jp

18 ノーザンミツワ株式会社 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
店舗マネジメント職 2 会社説明会を実施する

定着率90％達成！　千葉県内にびっくりドンキーを5店舗FC運営しています。コロナ禍においても事業拡大ができるなど経

営基盤に自信があります。会社説明会に是非参加ください。お問い合わせお待ちしています。
人事 課長 松山　雅彦 043-488-5757 masahiko.matsuyama@ms-gr.jp

19 ノザキ建工株式会社 建設・建築
とび・土工（基礎杭打ち工事

業）
http://www.nozakikenkou.co.jp 千葉市美浜区

稲毛駅（車通勤

可）
施工管理者 1 職場見学会を実施する

今年で創業50周年を迎える安定した企業です.。幕張メッセ・さいたまスーパーアリーナ等大型有名物件の土台を支える仕

事です。近年では、若手社員も増えてきており、とても働きやすい職場となっております。
事務統括部 遠藤　宏美 043-243-0185 h.endou@nozakikenkou.co.jp

20 株式会社パイプライン 建設・建築 管工事業・リフォーム工事 https://www.pipeline373.com 千葉市 千葉駅
衛星設備工事・内装

工事
2 すぐに選考（面接等）を実施する

コロナ禍で感じたのはやはり、これからの時代は手に職がある事の大切さでした。僕らの会社はこの中でも成長出来ていま

す。是非共に成長していきましょう
代表取締役 佐竹　淳 043-497-3093 info@pipeline1173.jp

21
白水プラスチック工業

株式会社
製造 プラスチック成形加工、組立加工 https://www.hakusui-plastic.co.jp/

佐倉市大作1-3-

1

車、バイク通勤可　佐

倉インターから5分

プラスチック成形部、

組立部
5

職場見学会を実施する, すぐに選考（面

接等）を実施する

皆さんの身近にあるプラスチック製品を製造している会社です。小さい物から大きい物までのプラスチック製品の製造から組立

完成品まで多品種に対応しているため毎日変化があります。ノウハウや技術など色々な経験を積めることができます。
代表取締役社長 中村　彰修 043-498-3381 info@hakusui-plastic.co.jp

22 社会福祉法人光福祉会 医療・福祉・介護 保育園 https://asahihikari.xsrv.jp/ 旭市 車通勤可 保育士 1
会社説明会を実施する, 職場見学会を実

施する

厚生労働大臣認定のユースエール認定を頂いております。仕事と家庭の両立が出来る職場です。ほとんどの職員が家庭を

持ち、子どもを持ち、両立させながら仕事をしています。
ひかり保育園 園長 八田　泰 0479-57-2884 hikari@cd.wakwak.com

23 社会福祉法人豊立会 医療・福祉・介護 高齢者介護 http://www.reikouen.or.jp/ 成田市 JR成田駅　車通勤可 介護職員 1
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に対しトレーナー制度を設け、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ます。また、新人研修や教育体制も充実しているので、福祉に関連しない学部でも介護の基本から学ぶ

ことができます。

総務課 課長 二宮　雄太 0476-24-2164 ninomiya@reikouen.or.jp

24 株式会社みかわや 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

営業販売職 4 会社説明会を実施する

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。

管理部総務

課
課長 尾本　典子 0470-82-4131 recruit@mikawaya.biz

25 大和原工事株式会社 建設・建築
造作工事・木工事及び造作材加

工・造作家具製作

https://www.yamatohara-

recruit.com/
松戸市

東武アーバンパークラ

イン六実駅、車通勤

可

総務、経理 1
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

【弊社の特徴】　・年間休日120日で土日祝日休み。やりがいのある仕事とプライベートを両立出来ます。・有休は入社時

に付与し、有休取得率83％、有休を活用出来ます。・残業時間は月10時間以内。アフターファイブも充実させられます。・

社員平均年齢29歳！社長も39歳と若く、フラットで合理的な職場環境です。・会計、給与計算等の多くで最先端のクラ

ウドソフトを取り入れており、効率的な業務運営に取り組んでいます。・週一回の在宅勤務が選択可能。先進性と働きやす

さに力を入れています。

【弊社が大切にしていること】・合理的に仕事を考え、IT等活用することで仕事のパフォーマンスと働きやすさや待遇などの両

立を目指しています。・チャレンジする者には積極的に仕事を任せ自身の成長を促します。・お客様に選ばれる会社であると

同時に社員にとっても価値ある会社を目指しています。

管理部 部長 安藤　笑 047-387-5613 office@yamatohara.com

26 株式会社ライフランド その他サービス 冠婚葬祭 http://www.lifeland-group.jp/ 千葉市
JR千葉駅（車通勤

可）

総合職（葬祭スタッフ

／営業スタッフ／事務

スタッフ）

30
会社説明会を実施する, すぐに選考（面

接等）を実施する

千葉県内を中心に50年以上にわたり地域に密着して葬祭事業を展開しています。どの部門のお仕事も仲間と協力をし合

いながら進めていただきますので、コミュニケーションが活発でなんでも相談しやすい職場環境が魅力です。「人と関わる仕事

がしたい！」「地元で働きたい！」という方からのご応募を待っています！只今【マイナビ2022】【リクナビ2022】【キャリタス就

活2022】にて説明会＆選考会のご予約を受付中！募集枠が残り僅かとなりますのでお早めにご予約ください！

人財管理チー

ム
服部 志穂 043-221-4490 saiyo@e-lifeland.com

27 株式会社レカムサービス 小売・飲食

NTTドコモの代理店として千葉県

の船橋、習志野、八千代エリアで

４店舗のドコモショップを運営・管

理

http://www11.plala.or.jp/recam/
船橋市、習志野

市、八千代市

津田沼、北習志野、

八千代中央
ドコモショップスタッフ 2

会社説明会を実施する, 職場見学会を実

施する

当社は千葉県船橋・習志野・八千代エリアで4店舗のドコモショップを運営しています。20代～30代の社員が多く活躍して

います。入社後はしっかりとした研修体制やサポートする環境も整っています。また、ワークライフバランスも重要視しており、休

日も多くメリハリをつけて働けます。仕事内容や会社の雰囲気など実際に会社見学にお越し頂けると理解に繋がると思いま

す。ミスマッチが無いように会社見学からご案内しますので少しでも興味があればぜひお問合せ下さい。お待ちしております！

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