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1 株式会社　ＮＢＳロジソル 運輸・物流 総合物流サービス業 http://www.nbsnet.co.jp/

八街市､木更津市

他　東京･埼玉･茨

城

事務系総合職 6

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。主にBtoBでのお取引を行っており､大手メーカー企業との

取引実績を多数誇ります。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。

人材戦略部

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

2 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

訪問介護部（ホームヘル

パー）、ＩＴスクール部

（教室スタッフ）

2

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。

現在の代表取締役は、全盲でスタッフの顔こそ見ることはできませんが、

だからこそ、スタッフ1人1人の声を大事にする社風が根付いた会社です。

従業員数30名前後の小規模な会社ですが、貴学で学ばれた生徒さんが自分らしく輝ける場所として弊社をご紹介いただければ

幸いです。

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

3
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 施工管理 4

弊社は比較的若い会社ですが、急成長を遂げてまいりました。これからも成長していく上で様々な試みを行っていく予定です。近々

ですと選択式週休3日制の採用を検討中です。是非、将来有望な方々と共に新しい世の中作りに尽力していきたいと考えていま

す。

金坂多加正 04-7157-2382 info@kaitoh-corp.co.jp

4 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

ソフトウェア開発、機械・製

品設計、電気・電子回路

設計、他

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５９年：　来年度（令和４年）、創業６

０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／就活クールビズ：　例年

（５月１日～９月３０日）クールビスを実施しております。／※皆様もご来社の際は、軽装／クールビスでお越し下さい。／Ｃ

ＳＲ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

5 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

生産管理・生産技術・総

務経理社内SE・生産担

当者

4
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。将来飛躍の為の有望な管理職候補となるべく人材を求めています。
総務部 常務取締役 小島 義一 04-7144-4496 kanri@kojimaseisakusho.co.jp

6 株式会社サイプレス・ソリューションズ 情報通信 情報処理 https://cypress-sol.co.jp/ 千葉市内近郊 システムエンジニア 15

　採用実績校：東京情報大学様、千葉工業大学様

創業47年以来、大手企業向けのシステム開発から運用保守を手掛けています。今後は、最先端分野（AI,IOT,データサイエン

ス,ビックデータ）にも力を入れていきます。研修や資格取得奨励制度も充実しており、未経験者からプロへの環境があります。弊

社は皆さまの「主体性」を重んじますので、若手からのキャリアアップが望めます。

弊社としては、千葉エリアの大学様と幅広く繋がりを築いていきたいと考えております。

未経験者も半数以上活躍しておりますので、一度貴校学生様とお会いできる機会をいただけましたら幸いでございます。

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

7 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

50

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

8 株式会社新栄 製造 精密部品プレス加工業 https://shinei-p.co.jp 船橋市
総合職(製造・営業・事

務等)
4

製造業では珍しく、男女比率が50:50でかつ新卒入社の最終学歴は文系大学卒が8割強という会社です。モノづくりに興味があ

る学生さんであれば、入社前の内定者研修から入社後の様々な研修で、社会人としての基礎から生産技術までキッチリ教育して

います。県内大学の卒業生は、江戸川大学・敬愛大学・聖徳大学・千葉工業大学・千葉商科大学・東京情報大学・東京成徳

大学・東邦大学・日本大学(生産工学部)・和洋女子大学と、幅広い文・理大学から採用実績があります。

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

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 ドライバー 1
すでに新卒者を採用した実績があり、その中には現在も大型車を運転して活躍している若手もおります。また中途採用でも若手や

女性も多く、未経験から活躍できる社風になっています。
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/ ケアサポーター 千葉市若葉区 6

学部・学科不問での採用を毎年継続し色々な大学を卒業した学生が23年度も入職します。福祉の学びが無くても、安心して仕

事に取り組めるように研修やキャリア形成をしっかり行っています。どうぞ、よろしくお願いします。
人事 山初世津子 043-232-2601 job@senjyu-kai.com

11 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 データエントリーオペレータ 2
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

12 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 工事施工管理職 2

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。ライフラインに関わる安定した

業界です。中でも弊社は千葉県エリアの地方業者として、工事のほとんどを千葉県内で行っています。女性には建設業は敬遠され

がちですが、最近は活躍している方も多くいらっしゃいます。

代表取締役 竹村 信彦 043-440-1901 nobutakemura@tden.jp

13 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、柏市、横

芝光町　他
営業職、技術職 10

都市建設に使用されるコンクリート製品の総合メーカーです。千葉を中心に関東各都県に事業展開をしています。職種については

官公庁、建設会社等の取引先を中心とした営業職。製品の品質・生産管理及び開発を行う技術職があります。県内実績校：

国際武道大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中央学院大学、日本大学　他

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

14
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 プラントエンジニア 2

学部学科不問で募集しております。（教育制度・資格取得制度充実）

採用実績；敬愛大学様、帝京平成大学様、和洋女子大学様
総務室 室長 丸 貴大 043-261-0167 marut@toagaigyo.co.jp

15 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

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

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する会社

です。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。より安全で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年以上の経験と技術をもとに、新入社員のみなさんには技術者として育成致します。

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

2023(令和5)年３月卒　学内合同会社説明会に参加希望の企業情報　（千葉県採用力向上サポートプロジェクト登録企業より　２７社）　橋渡し支援②　※50音順　　　　令和4年2月22日現在

■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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2023(令和5)年３月卒　学内合同会社説明会に参加希望の企業情報　（千葉県採用力向上サポートプロジェクト登録企業より　２７社）　橋渡し支援②　※50音順　　　　令和4年2月22日現在

16 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

千葉市

教室運営責任者／カスタ

マーチーフ
5

ナレッジシードは「教育サービス事業」の会社です。個別指導学習塾「明光義塾」のフランチャイジーとして複数の教室を運営する

事業からスタートしました。常に時代に合わせた新しいニーズに応え続けていく姿勢をとても大切にしています。教室運営でも会社

経営においても、それがナレッジシードの明確な特徴の1つです。現在は新規事業として「対話＝ダイアローグ」を通じ笑顔を作るカ

ウンセリング・アドバイザー事業、そして「経験」を分かち合う場を提供するワークショップ・セミナー事業の独自開発とノウハウ作り取り

組んでいます。「対話」を通じた豊かな心づくりを目指し、カウンセリングとアドバイスを合わせもった独自の支援を開発、実践の取り

組みは、明光義塾本部にも正式に申請し承認を得ており、これは全国にある明光義塾の教室の中でも、ナレッジシードが運営す

る教室だけとなっています。　ナレッジシード理念に基づき当社に入社有無に関わらず当社に興味を持って下さった貴学学生さん一

人一人との出会いを大切にすることをお約束します。

上原（関

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

17 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

店舗マネジメント職　店長

候補
4

2021年に新店舗オープンいたしました。2022年も新店舗オープンいたします。コロナ禍においても安定した待遇を提供できる会社

です。定着率を90％達成できており安心して勤務できるのが自慢です。会社説明会、学内説明会受付します。インターンシップも

ご相談ください。

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

18 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 現場管理者 2

管工事業とリフォーム工事共に施工体制があるのが強みです

コロナ禍でも成長出来ていますし、大学生の採用実績はありませんが

これを期に新卒者にもアプローチしてみようと思いました

代表取締役 佐竹 淳 043-497-3093 info@pipeline1173.jp

19 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

プラスチック製品の成形加

工、組立加工
5

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

20 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 保育士 1
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。若者の雇用・教育に積極的で労働環境が良いことが認定されておりま

す。さらに仕事と家庭の両立ができる職場です。ほとんどの職員が家庭・子どもを持ち両立させなながら仕事を行っています。
ひかり保育園 園長 八田　泰 0479-57-2884 hikari@cd.wakwak.com

21 株式会社プラムシックス その他サービス ソフトウエア開発 www.plumsix.co.jp 千葉市中央区 システムプログラマー 2
県内独立系ソフトハウスです。官公庁様のお取引が多く安定した経営を続けています。これまでに千葉大学様、千葉工業大学

様、日本大学様等多数の大学様から採用させて頂きました。

第二システム

事業部
部長 大内　伸一 043-223-5202 shin@plumsix.co.jp

22 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 介護職員 2

強みは離職率が低いことです。昨年は７％、今年度も10％程度です。異業種からの転職者も多いので、独り立ちするまでのサ

ポート体制は確立しています。福祉は給料が安いとか、休みが取れない等のイメージはありますが、当法人はそんなことはないことを

説明いたしますので、是非ともよろしくお願いいたします。

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

23 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

営業販売職 6

今まで接点のなかった呉服業界だからこそ、皆んなが未経験者、同じスタートラインに立てる業種です。商品知識が全くなくて問題

ありません。 入社後の研修でしっかりサポートいたします。同期と共に切磋琢磨し成長を楽しんでいただきたいです。他社に比べると

公休日数は少ないですが、弊社の自慢は非常に高い「有給休暇取得率」です。従業員には「一生懸命働き、休みを思い切り充

実させてください」と長年伝えています。先輩従業員が積極的に取得しているので、後輩従業員も非常に取得しやすい環境なの

が、地方の中小企業とは思えない特徴だと思います。呉服業界はIT化が著しく進化している業界の一つです。弊社では、地域密

着経営を根差しつつも、時代に沿ったIT化を進めています。それには若い人材の採用が急務です。9代目は女性社長です。今ま

では封建的であり、古典的な男性社会だった呉服業界ではありますが、ここ数年で女性のトップが著しく増え、多様性の可能性を

秘めた業界に変わりつつあります。私、9代目尾本典子と共に、ぜひ4年後の240周年、そして記念すべき250周年を共に向かえ

てくれる若手人材を採用したいと考えております。よろしくお願いいたします。［県内大学卒業生の採用実績］敬愛大学・城西国

際大学

管理部総務課 課長 尾本　典子 0470-82-4131 recruit@mikawaya.biz

24 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 1 1

【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

25 ユアサモビリティサービス株式会社 その他サービス レンタカー業 https://ymobi.jp/

・東京都・埼玉県・

群馬県・茨城県の

各営業所

店舗運営スタッフ 5

当社はオリックスレンタカーのフランチャイズ店舗の運営をしております。

レジャー時の利用のみならず、クルマの修理期間時の一時利用や事故の際の代車としてご利用いただくなど、”困ったに寄り添う

サービス”を提供しております。

教育体制が整うまでは新卒採用をしないという当社の方針のもと、これまで新卒採用はしておりませんでしたが、カリキュラムが確立

されたこともあり、23年卒業学生からは積極的に活動していく所存です。よろしくお願いいたします。

総務人事部 福田かりん 047-700-5622 k-fukuda@ymobi.jp

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

総合職（葬祭スタッフ／

営業スタッフ／事務スタッ

フ）

20

千葉県・茨城県・福島県で50年以上にわたって葬祭事業を展開しております。例年、「地元で働きたい」「人と関わる仕事がした

い」という学生様にご入社いただいており、現在も各部門で多くの若手社員が活躍をしています。学内の企業説明会にも積極的に

参加させていただきます。また、おひとりでもご興味をお持ちの学生様がいらっしゃれば個別の説明会も対応させていただきますので、

学内説明会を実施する際はぜひご案内いただければと思います。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

【採用実績校】青山学院大学、亜細亜大学、江戸川大学、桜美林大学、大妻女子大学、神奈川大学、神田外語大学、関

東学院大学、学習院女子大学、共立女子大学、敬愛大学、慶應義塾大学、國學院大學、国際武道大学、国士舘大学、駒

澤大学、埼玉大学、埼玉県立大学、淑徳大学、実践女子大学、順天堂大学、城西大学、城西国際大学、駿河台大学、成

蹊大学、成城大学、清和大学、専修大学、創価大学、大正大学、高千穂大学、拓殖大学、大東文化大学、千葉大学、千

葉経済大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中央大学、中央学院大学、帝京大学、帝京平成大学、東海大学、東京経済

大学、東京情報大学、東京女子大学、東京成徳大学、東京農業大学、東京理科大学、東邦大学、東洋大学、常磐大学、

獨協大学、二松学舎大学、日本大学、東日本国際大学、フェリス女学院大学、文教大学、法政大学、武蔵大学、明海大

学、明治大学、明治学院大学、明星大学、横浜国立大学、立教大学、立正大学、流通経済大学（茨城）、流通経済大学

（千葉）、麗澤大学、早稲田大学、和洋女子大学、大原簿記学校、専門学校東京スクール・オブ・ビジネス、専門学校日本

鉄道＆スポーツビジネスカレッジ

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/reca

m/

船橋市・習志野

市・八千代市

窓口接客（ドコモショップ

スタッフ）
4

当社は千葉県の船橋、習志野、八千代のエリアで4店舗のドコモショップを運営している会社です。携帯業界ですと難しそう大変そ

うというイメージがある方もいらっしゃるかと思いますが、私たちの生活に身近にあり便利に快適に利用出来るサポートをしておりま

す。学生から社会人になるためのしっかりとした教育から始め、時代に合った研修やフォロー体制を整えています、まずはミスマッチの

無いように会社を見に来て頂き、自分に合っている会社かどうか学生さんご自身に判断して頂ければと思います。ぜひ、宜しくお願い

致します。

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

■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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