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モリシアホール／対面参加・書面参加 

 

 

【事務局】 千葉県商工会議所連合会 中小企業人材採用サポートグループ 

TEL043-222-8170 FAX043-222-8171 

 

 

 

 

―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・ 

※アンケートへのご協力をお願いいたします。 

 

             

千葉県商工会議所連合会 千葉県商工会連合会 共催 

大学・専修学校  県内中小企業 

http://bit.ly/3NtfwjJ http://bit.ly/3ua2q48 

教育機関の皆様はこちら    企業の皆様はこちら 
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1.タイムスケジュール  

 

 

    ※教育機関の皆様へのガイダンスはＡグループと同時に会場内で行います。 

  ※Ｂグループのガイダンスは、会場内・教育機関の休憩中に実施いたしますので、A グループで参加の 

   企業の皆様は、速やかな入替にご協力をお願いいたします。 

  ※プログラムの進行に関しましては、状況によって変更の可能性がございます。 

 

 ◆事務局よりお願いとお知らせ 

  会場参加の皆様 

1. 会場内ではマスクの着用を必ずお願いいたします。 

2. 企業の参加者は、受付でお配りするネームホルダーへ名刺を入れてご参加ください。受付確認とし

ますので、名刺はネームホルダーごとご返却ください。 

3. 会場の様子を写真撮影させて頂きます。事業の報告、ホームページ掲載など限定した形での公開と 

      なりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。お顔の映り込みに抵抗のある方は、撮影してお 

りますスタッフまでお声がけください。 

4. 新型コロナの感染拡大防止対応として、会場内換気の為ドアを開放しております。冷房が効きにく

くなっておりますこと、ご理解のほどよろしくお願いいたします 

  就職情報交換会ご参加の皆様 

    情報シート冊子作成に際し、お忙しい中ご対応頂きましたこと、改めてお礼申し上げます。 

Aグループ Bグループ

受付開始 12:45～ 14:15～

ガイダンス（Bグループ実施時：教育機関ブースは休憩） 13:00～ 14:30～

就職情報交換会開始　　　　　　　　　ターム制（5分間） 13:10～ 14:40～

　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　　　フリーターム制 13:40～ 15:10～

グループ入替／終了予定時刻 14:25～ ～16:00

お名刺を入れたまま 

ご返却ください。 
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2.参画教育機関一覧 

 

 

◆大学

協定・加入 学校名 所在地 掲載ページ ブースNO

1 ☆ 江戸川大学 流山市 10

2 ◆ 神奈川大学 神奈川県横浜市 3

3 ☆ 川村学園女子大学 我孫子市 4

4 ☆◎ 神田外語大学 千葉市美浜区 6

5 ☆◎ 敬愛大学 千葉市稲毛区 1

6 ☆◎ 淑徳大学 千葉市中央区 19

7 ☆ 城西国際大学 東金市 17

8 第一工科大学 東京都台東区 12

9 ◆ 大東文化大学 東京都板橋区 16

10 ◆ 拓殖大学 東京都文京区 7

11 ☆◎ 千葉経済大学・千葉経済大学短期大学部 千葉市稲毛区 14 2

12 ☆ 千葉商科大学 市川市 8

13 ☆◎ 東京情報大学 千葉市若葉区 15

14 ☆◆ 日本大学 東京都千代田区 14

15 ◆ 文京学院大学 埼玉県ふじみ野市 20

16 ◆ 立正大学 東京都品川区 5

17 ☆◎ 和洋女子大学 市川市 13

18 ◎ 千葉大学 千葉市稲毛区

19 ◆ 東洋大学 東京都文京区

☆就職指導会(県内大学)  

◆千葉県と県外大学との就職支援協定

◎インターンシップ推進委員会

◆専修学校

学校名 所在地 掲載ページ ブースNO

20 千葉職業能力開発短期大学校成田校（ポリテクカレッジ成田） 成田市 9

21 学校法人日建千葉学園　千葉日建工科専門学校 千葉市中央区 11

◆就労支援機関

学校名 所在地 掲載ページ ブースNO

22 ちば地域若者サポートステーション 千葉市美浜区 20 18

書面参加

19

9

10

15

16

11

12

13

17

18
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3.会場レイアウト 
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4.参画企業一覧（グループ） 

 

 

◆Aグループ

リクゼミ

参加

プロジェクト

参加
会社名 業種 業種詳細 掲載ページ

1 ★ 株式会社赤門 6.小売・飲食 一般飲食 24

2 ○ 株式会社　ＮＢＳロジソル 4.運輸・物流 総合物流サービス業 26

3 株式会社エフケイ 1.製造業 製氷業 27

4 ○ 京設工業株式会社 7.その他サービス, 10.情報通信, 12.その他業種 ソフトウェア開発、機械・製品設計、電気・電子回路設計、ＤＴＰ業務 28

5 株式会社広域高速ネット二九六 12.その他業種 ケーブルテレビ放送業 29

6 ★ ○ 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 30

7 株式会社佐渡島 3.卸・商社 鉄・非鉄の専門商社×メーカー 30

8 三輝工業株式会社 2.建設・建築 水処理プラントの設計・施工・管理 31

9 サンコー・エア・セルテック株式会社 4.運輸・物流, 7.その他サービス
【航空関連事業】国際航空貨物取扱い、輸出入関連事務、物流機器保守メンテナンス、航

空機機体クリーニング及び客室整備、航空機備品製造　他
31

10 ★ ○ 株式会社三和テレム 2.建設・建築, 7.その他サービス, 10.情報通信
情報通信設備工事業、電気工事業、スマートホーム化ソリューション事業、地震と建物のモニタ

リングシステム構築事業、建物総合管理
32

11 株式会社ジャンガ・テック 10.情報通信 情報サービス業 33

12 ★ ○ 信和産業株式会社 1.製造業 食品パッケージ尾製造・販売 34

13 ★ ○ 株式会社ストラクス 2.建設・建築 トータルリノベーション専門会社 35

14 ○ 田辺建設株式会社 2.建設・建築 総合建設業 36

15 ★ ○ 千葉窯業株式会社 1.製造業 コンクリート製品製造業 37

16 ☆ ○ 東葉警備保障株式会社 7.その他サービス 警備業 38

17 ★ ○ 株式会社トヨタレンタリース千葉 7.その他サービス トヨタ車のレンタル・リース 40

18 ★ ○ 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 40

19 ○ 日本空港サービス株式会社 4.運輸・物流 空港グランドハンドリングサービス業 42

20 ニホンハンダ株式会社 1.製造業
電気・電子機器の接合に使用される、ソルダーペースト、成形はんだ等、各種はんだ製品の製

造。
43

21 ○ ノザキ建工株式会社 2.建設・建築 基礎杭工事業 44

22 株式会社ミヤコシ 1.製造業 産業用印刷機及び加工機の製造・販売・保守 46

23 株式会社メモリアルアートの大野屋 7.その他サービス 葬祭サービス業 47

24 株式会社八楠 4.運輸・物流
一般港湾運送事業、倉庫業、はしけ運送業、通関業、貨物利用運送業、埠頭業、

構内作業
48

◆Bグループ

リクゼミ

参加

プロジェクト

参加
会社名 業種 業種詳細 掲載ページ

1 ○ 株式会社市川環境エンジニアリング 12.その他業種 廃棄物処理業 25

2 ○ 株式会社ＮＩＤ・ＭＩ 10.情報通信
ソフトウェア開発・ソフトウェアパッケージ開発・システムインテグレーション・

コンピュータシステム運用管理・データ・エントリー・サービス
25

3 ★ ○ エヌテーアクアツインズ株式会社 7.その他サービス クリーニング・リネンサプライ業 26

4 ★ ○ 株式会社奥山 2.建設・建築 建築設計・施工・施工図・美装工事・不動産 27

5 株式会社カンツール 3.卸・商社 下水道・排水管維持管理用機材の販売・開発・リース・輸入 28

6 興栄燃料株式会社 3.卸・商社, 6.小売・飲食 石油製品販売 29

7 ☆ 株式会社サンリツ 8.医療・福祉・介護 臨床検査事業 32

8 ★ ○ 株式会社新栄 1.製造業 非金属製品プレス加工 33

9 ☆★ ○ 株式会社スカイカーゴビジネス 4.運輸・物流 輸出入の航空貨物取扱い 34

10 ☆ ○ 株式会社須藤電機製作所 1.製造業 受配電盤や制御盤の設計・製造・販売 35

11 竹村電気工事株式会社 2.建設・建築 設備工事業　送電線設備工事 36

12 ★ ○ 株式会社ティーエスケー 2.建設・建築 総合改修工事業（マンション・ビル・建物等の改修工事） 37

13 ☆ ○ ＴＫＫ株式会社 1.製造業 建築用鋼製型枠製造等 38

14 ☆ ○ 株式会社トーホープラス 2.建設・建築 塗装工事の施工管理（現場監督） 39

15 ○ 株式会社 兎に角 6.小売・飲食 ラーメン屋 39

16 ☆★ ○ 株式会社日警保安 7.その他サービス 施設警備・保安警備・駐車場警備・イベント警備・ビルメンテナンス業・派遣業 41

17 日工マシナリー株式会社 1.製造業, 2.建設・建築 水門及び建設機械・防水板の製造・販売 41

18 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（国際航空貨物の内容点検、梱包、自動車運送取扱、労働者派遣業） 42

19 株式会社ネクステージ 10.情報通信 システム開発 43

20 ★ ○ ノーザンミツワ株式会社 6.小売・飲食 レストラン事業 44

21 株式会社花菱 2.建設・建築 住宅設備（システムキッチン・システムバス）施工工事 45

22 株式会社ホリキリ 1.製造業 輸送用機械器具製造業 46

23 ○ 明正工業株式会社 2.建設・建築 プラントメンテナンス業、建築設備工事業 47

24 ★ ○ ユアサモビリティサービス株式会社 7.その他サービス レンタカー業 48

25 株式会社ローレル 10.情報通信 ソフトウェアの企画・設計・構築 49

26 株式会社ワンズネットワーク 6.小売・飲食 自動車小売業 49

◆書面参加

リクゼミ

参加

プロジェクト

参加
会社名 業種 業種詳細 掲載ページ

1 相川建設株式会社 2.建設・建築 土木工事業、とび・土工事業、舗装工事業、管工事業、大工工事業 24

2 医療法人社団　博雄会 8.医療・福祉・介護 歯科医業 45

※6ページをご覧ください
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5.千葉県採用力向上サポートプロジェクトについて 

 

 平成 28 年度にスタートして以降、採用力向上をテーマに人材の採用・育成・定着を軸とした 

 プログラムを提供しているプロジェクトです。企業の登録数は 750 社を越え、提供しているプロ 

 グラムの累計利用社数は約 3000 社、教育機関の皆様のご参加は 450 校以上と、千葉県内の産学 

 連携の推進と企業の支援を続けております。 

  また各種連携プログラムにより、昨年度は 11 校 700 名以上の学生にプロジェクトで学ぶ企業の 

自社 PR 機会を提供することができました。 

  本就職情報交換会を通じて、教育機関の状況と採用意欲の高い企業の情報を共有することで、千葉県  

 内に就職を希望する学生が一人でも多くなることを目指しております。 

  また昨年度に引き続き、目次ページにて、当プロジェクトのメイン講座ともいえるリクルーター 

 養成ゼミの参加状況なども掲載しておりますので、参考にしていただけますと幸いです。 

 

 目次ページ・参加状況について 

  ------------------------------ 

 【☆★：リクルーター養成ゼミ】 

   アクティブラーニング形式を取り入れた PBL 方式（問題解決型）による取り組みで、各企業 

  の採用責任者、担当の方が課題を通じて社内を巻き込みながら、半年にわたって参加される講座 

  となります。求人チャネルや選考場面にあわせた自社の魅力の発信の仕方や、時にネガティブと 

  考えられるような情報の開示やその方法に至るまで考えて発信することでミスマッチを防ぐ採用 

  活動を実施していきます。今年度は 7 月下旬より千葉会場と柏会場で実施予定です。 

  ☆：今年度、リクルーター養成ゼミに申込 

  ★：昨年度までのリクルーター養成ゼミに参加 

 【○：他のセミナーについて】 

  ○：プロジェクトで提供している採用・定着・育成をテーマとしたセミナー/若手社員リーダー化プロ

グラム/教育機関連携セミナーのいずれかに参加  

 

◆詳しくは、採用力向上サポートプロジェクトホームページをご覧ください。 

  ※各実施プログラムのお知らせや、アンケートの集計結果、リクルーター養成ゼミにご参加頂いた 

企業の皆さまからのコメント、教育機関の皆様に向けたプロジェクト紹介ページなど 

ご用意しております。 

 

 

                                          

 

       https://www.chiba-saiyoryoku.jp   
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6.千葉の企業の魅力発見サイト［ HATARAKU de ちば ］のご紹介 

 

リクルーター養成ゼミで学んだ企業を中心に、約5分の自社PR・インターンシップ招致の動画を掲載し

ています。学生が視聴し、インターンシップや就職活動先として企業研究にお役立ていただけます。ま

た、本サイトをキャリア系授業の教材としてご活用いただける取組みも実施していますので、お気軽にお

問い合わせください。 

企業の皆さまには、視聴動画に対するフィードバックを実施しています。また、希望学生のインターン

シップ受入と就職活動の機会にもなります。 

現在、掲載数は24社になります。１２月にリクルーター養成ゼミの企画で企業の魅力発表を予定して

おり、掲載企業数が増える予定です。 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      https://chiba-saiyoryoku.jp/hataraku/ 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 

就職情報交換会 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ エドガワダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 江戸川大学 キャリアセンター [課長] 袴田 渉 流山市駒木 
男性 60% 

女性 40％ 

HP アドレス https://www.edogawa-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 04-7153-6161 連絡先メール shushoku@edogawa-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
社会学部（人間心理学科、現代社会学科、経営社会学科）、メディアコミュニケーション学部（マス・コミュ

ニケーション学科、情報文化学科、こどもコミュニケーション学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

学生全員にノートパソコンを貸与。演習・実習科目、ゼミナールが各学科必修で、「少人数のグループで何か

に取り組む」経験を積ませています。アクティブラーニングの集大成となる卒業論文執筆も必修としています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

キャリア科目、ガイダンスを段階的に整備しています。3 年次にはすべての学生とキャリアセンター職員が 1

対 1 の面談を行っているように、個別指導にベースを置いています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 327 総合職・事務職 359 総合職・事務職 400 

うち県内 

就職者数 
73 総合職・事務職 53 総合職・事務職 70 

卒業総数 463  478  500 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

情報処理関連の比率がやや高めです。ブランド志向、大手志向は高くありません。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
素直で優しい気質の学生が多いです。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

2 年次から履修可能な正規科目となっています。5 日以上のプログラム参加が単位認定の条件ですが、内容に

よっては 2 日+3 日などの組み合わせも認めています。大学講義を優先のうえ参加するよう指導しています。

  

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

学年あたり定員 550 名と比較的小規模な大学で、コンスタントな実績をつくるのが難しいところがございま

すが、長い目で本学学生への期待をいただきたく存じます。 

 

カナ カナガワダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 神奈川大学 
就職支援部 

就職課 

［課長］手戸 和歌子 

［課長］沖田 智大 

横浜市 

平塚市 
 

HP アドレス http://www.kanagawa-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 045-481-5661 連絡先メール 
shushoku-kyujin@ 

kanagawa-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

学部（学科）：法（法律、自治行政）、経済（経済、現代ビジネス）、経営（国際経営）、外国語（英語英文、ス

ペイン語、中国語）、国際日本（国際文化交流、日本文化、歴史民俗）、人間科（人間科）、理（数理・物理、情

報科、化、生物科、総合理学プログラム）、工（機械工、電気電子情報工、物質生命化、情報システム創成、経

営工、総合工学プログラム）、建築（建築）。 【2023 年度新設予定：化学生命学部、情報学部】 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

9 学部 22 学科 2 プログラムを設置する総合大学です。2023 年には、横浜キャンパスに理工系学部が集結

し、横浜の総合大学として再始動します。卒業生の数は、約 23 万余にのぼり、全国の大学の中で 18 番目に

多くの卒業生を輩出しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

千葉県とは、2019 年 3 月に就職支援に関する協定を締結しており、UIJ ターン就職を促進しています。ま

た全国では、28 の地方自治体と学生 U・I ターン就職促進に関する協定を締結しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 3,166 営業、事務、SE,、販売、サービス 3,299 営業、事務、SE,、販売、サービス  

うち県内 

就職者数 
61 営業、事務、販売、サービス 50 営業、事務、販売、サービス  

卒業総数 4,030  4,082  3,649 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

授業科目「国内インターンシップ」、「海外インターンシップ」を設置。 

（※2022 年度「海外インターンシップ」は休講） 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

求人受付 NAVI（https://www.kanagawa-u.ac.jp/career/enterprise/offers/）より求人票のご登録をお

願いいたします。    
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ カワムラガクエンジョシダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 川村学園女子大学 就職支援室 [室長] 木村貴行 千葉県我孫子市 
男性   ０％ 

女性１００％ 

HP アドレス https://www.kgwu.ac.jp 連絡先電話番号 04-7183-5553 連絡先メール shushoku@kgwu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

我孫子キャンパス：文学部（史学科 心理学科 日本文化学科） 教育学部（幼児教育学科 児童教育学科） 

         生活創造学部（生活文化学科） 

目白キャンパス ：文学部（国際英語学科） 生活創造学部（観光文化学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「感謝の心」を基盤とした「自覚ある女性」の育成と「社会への奉仕」を建学の理念としています。女性の力

が社会でますます必要とされる現代において、大きな力となるのが「教養」と「資格」です。激しく変化する

社会を柔軟に乗り越えるための「教養」、そして社会に貢献するための「資格」、この二つを柱とした教育を展

開しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人ひとりと向き合う個別指導を基本とし、各種講座やガイダンス、講師を招いてのライブトークを開催。就

活生を勇気づけ、活動がスムーズに進められるよう支援しています。特に就職委員の教員とゼミ担当教員・職

員が三位一体となり情報共有し、それぞれの学生に寄り添ったサポートをとっています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 201 
サービス（34）・販売（33）・保育士

（28）・事務（25） 
226 

幼保関係（50）・事務（32）・営業

（23）販売（22）・接客（21） 
 

うち県内 

就職者数 
66 

幼保関係（32）・小学校教諭（9）・サー

ビス（9）・事務（7）・販売（4） 
61 

幼保関係（25）・小・中学校教諭（9）・

栄養士（5）・事務（4） 
 

卒業総数 261  283  306 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

学生の視野が広がっていないせいか、自分の経験から派生した業界・業種を選びがちです。業界でいうと小売

業・サービス業など 職種では事務職・営業職・販売職・接客職で５割前後になります。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

物事に真面目に取り組み、素直なところが特徴です。また、目白キャンパスの学生は活発で、我孫子キャンパ

スの学生はおおらかなタイプが多く見受けられます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学では単位制にはしていませんが、学生には積極的に参加するよう促しています。推奨している期間は授業

のない長期休業や週末などになります。千葉県経営者協会からインターンシップ情報をいただいて学生に周知

するなど行っています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学の学生は主に千葉県・茨城県・東京都に在住し、自宅通学者が多いことが特徴です。千葉県への就職者は

全体の約 30％にあたります。多くの学生が現在も活動中です。今後とも求人情報・インターンシップ情報な

ど是非ご連絡いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

カナ カンダガイゴダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 神田外語大学 
キャリア教育 

センター 
早坂伊吹喜 千葉市美浜区 

男性 30% 

女性 70% 

HP アドレス 
https://www.kandagaigo.ac.jp/

kuis/ 
連絡先電話番号 043-273-1598 連絡先メール syusyoku@kanda.kuis.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
外国語学部（英米語学科・アジア言語学科・イベロアメリカ言語学科・国際コミュニケーション学科） 

グローバルリベラルアーツ学部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
国際社会に貢献しうる豊かな教養と真のコミュニケーション能力を身につけた自立した人材の養成 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生の卒業後の最初のキャリアが幸福度の高いものであると同時に、学生と企業の成長に繋がるよう学生と企

業の良いマッチングに機会を作り出していきたいと考えています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 714 商社・小売・IT・製造・ホテル 829 商社・小売・IT・製造・ホテル  

うち県内 

就職者数 
100 商社・小売・IT・製造・ホテル 120 商社・小売・IT・製造・ホテル  

卒業総数 927  1041   

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

IT 業界就職者が増加傾向にある。製造業への就職者も多い。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
他者に共感し、思いやることが出来ると同時に行動力があるところ。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

単位認定を行う形でのインターンシップにも取り組んでいます。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

外国語大学なので外国語を使う仕事と思われがちですが、そのような学生ばかりではありません。地元で長く

働きたいという学生もおります。 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ ケイアイダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 敬愛大学 キャリアセンター [参与] 菊入 哲夫 千葉市稲毛区 
男性 70％ 

女性 30％ 

HP アドレス https://www.u-keiai.ac.jp/ 連絡先電話番号 043-284-8333 連絡先メール career@u-keiai.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

経済学部 経済学科 経営学科 

国際学部 国際学科 

教育学部 こども教育学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

敬愛大学の教育は、「敬天愛人」の建学の精神にもとづいて、学生一人ひとりを敬愛し、きめ細かく丁寧に働

きかけ、個々の可能性を引き出しながら、社会の発展に積極的に貢献できる人材を育成することを基本理念と

しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

キャリアセンターが推進する「チバイチバン」プロジェクトなど、独自のキャリア教育ときめ細かな就職サポ

ートプログラムによって、毎年高い就職実績を上げています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 292 
総合職(197)・事務(48) 

教員(47) 
313 

総合職(120)・営業・販売職(78) 

教員(52)・その他(63) 
 

うち県内 

就職者数 
145 

総合職(74)・事務(28) 

教員(4３) 
149 

総合職(49)・営業・販売職(33) 

教員(45)・その他(22) 
 

卒業総数 353  382  411 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

就職希望率、就職内定率ともに千葉県内の大学平均を大きく上回る実績を誇り、小規模大学ならではの手厚い

就職サポートを行っています。主な就職先として、金融業界、空港・観光業界をはじめ小売業、卸売業、製造

業、建設業など幅広い業種・業界に就職しています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学の学生は、千葉県出身者が約 80％であり千葉県での就職希望者が多い。体育会系の学生も多く明朗闊達

で誠実な学生が多い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

選択科目になっており、約 40％の学生がインターンシップに参加する。（8～9 月） 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

給与・賞与額や福利厚生、実際の勤務地や転勤有無の明確な記載をお願いしたい。 

 

カナ シュクトクダイガク チバキャンパス 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 淑徳大学 千葉キャンパス 
キャリア 

支援センター 
室員 徳村 卓哉 

千葉市 

中央区 

男性：45% 

女性：55％ 

HP アドレス https://www.shukutoku.ac.jp/ 連絡先電話番号 043-265-7334 連絡先メール work@soc.shukutoku.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
総合福祉学部社会福祉学科・教育福祉学科・実践心理学科 

コミュニティ政策学部コミュニティ政策学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

ディプロマポリシーより。「本学は、大乗仏教の精神に基づき、社会福祉の増進と教育とによる人間開発、社

会開発に貢献する人材の養成を目的と」しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 
学生一人ひとりと真摯に向き合い、学生のために行動し、学生が納得した進路選択の支援を目指していきます。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 420 
営業職(68)・事務職(47)・サービス従

事者(98)) 
432 

営業職(74)・事務職(51)・サービス

従事者(103) 
 

うち県内 

就職者数 
190 

営業職(14)・事務職(22)・サービス従

事者(57) 
209 

営業職(23)・事務職(26)・サービス

従事者(59) 
 

卒業総数 488  494  523 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

伝統ある福祉業界での活躍だけでなく、一般企業に就職した卒業生を多数輩出しています。小売業やサービス

業だけでなく、建設業・IT 関連企業・物流業などさまざまな業界の企業に就職しています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

思いやりと協調性のある学生や、目標に向かって真剣に／積極的に取り組む姿勢をもった学生が多く在籍して

います。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

インターンシップへの参加は学生の裁量に委ねていますが、インターンシップへの参加を希望する 3 年生を

対象とする選考座を実施しており、参加を促進しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
どんな人材を求めているのか。今後、どのように事業を展開されるご予定か、お伺いできると幸いです。 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ ジョウサイコクサイダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 城西国際大学 
キャリア形成・ 

就職センター 

[キャリアカウンセラー] 

野瀬 裕美 
千葉県東金市 

男性 50.3％ 

女性 49.7％ 

HP アドレス https://www.jiu.ac.jp/ 連絡先電話番号 0475-55-8888 連絡先メール shushoku@jiu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

国際人文学部国際文化学科・国際交流学科／観光学部観光学科／経営情報学部総合経営学科／ 

メディア学部メディア情報学科／薬学部医療薬学科／福祉総合学部福祉総合学科・理学療法学科／ 

看護学部看護学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

  創立 30 周年。「国際教育」、「地域基盤型教育」、「キャリア形成教育」を人材育成の３本柱にしています。 

  ・世界に広がる海外協定校への留学派遣実績が豊富。 

  ・産業界や自治体、専門職との連携など、地域と連携しながら学ぶ実学教育を推進。 

  ・社会で活躍する自分を１年次からデザインするためのキャリア形成支援を推進。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

城西国際大学（ＪＩＵ）の就職活動支援の指針は、 

「J：情熱をもって I：一所懸命に U：打ち込める仕事 をみつけてもらいたい」 

全学での就職適性検査、資格取得講座の推奨、独自の就職活動支援イベント開催などに取り組んでいます。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 202２年 3 月卒 202３年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 769 販売・営業（32％）、 

サービス（11％）、事務（６％）、 

 情報処理・通信技術（５％）、 

医療職（28％） 他 

766 販売・営業（32％）、 

サービス（11％）、事務（７％）、 

 情報処理・通信技術（４％）、 

医療職（25％） 他 

  － 

うち県内 

就職者数 
209 215   － 

卒業総数 1,194 1,168 1,458 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

製造業 約８％ 卸売・小売業 約 20％、情報通信 約 11％、サービス業 約 22％、医療・福祉 約 30％ 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

 課外活動所属や短・長期の海外留学経験者などの活発な学生、おとなしいが真面目でコツコツ取り組む 

学生などが見受けられる。一部に就職活動に出遅れる学生が見受けられる。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

 授業科目として単位認定をおこなっている各学科の正課インターンシップと、事業所等からご案内を 

いただいている正課外のインターンシップの２種を学生に紹介し参加を指導している。 

正課外のインターンシップは、キャリア形成・就職課が窓口として学生に案内。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

 採用活動の早期化への対応について、2023 年卒の就活相談に対応可能な時期について、 

 外国籍の学生の採用実績や採用予定について 

 

カナ ダイイチコウカダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 第一工科大学 
キャリアサポート

センター 

就職・厚生係長 

村田 誠蔵 
東京都台東区 

男性７０% 

女性３０％ 

HP アドレス http://ueno.daiichi-koudai.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-3847-8000 連絡先メール s.murata@ueno.daiichi-koudai.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
学部:工学部 学科:鹿児島キャンパス：航空工学科、情報電子システム工学科、機械システム工学科、 

自然環境工学科、建築デザイン学科  上野キャンパス:情報電子システム工学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

IT 技術の普及により、グローバル社会において、今後ますます重要になってくると思われる、アジアのマーケ

ットで活躍できる人材の育成を目指す。技術的素養（IT 関係）の育成にとどまらず、ビジネスや マネージメ

ントスキル（能力）をあわせ持つ人材を育てます。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

第一工科大学東京上野キャンパスには、情報電子システム工学科・情報工学ビジネスコースがあります。 成

長の著しいアジアマーケットで活躍できる人材を育成すべく、ICT、IoT、MOT など、幅広いスキル獲得に向

けて学生指導しています。本学の指導の柱は、情報通信技術の修得です。 システムエンジニア・プログラマ・

WEB デザイナーとして活躍するために必要なスキルを指導しています。ソフトからハードまで一通りのコン

ピュータ知識を身に付け、就職活動に備えます。 情報システムやネットワーク・C 言語・JAVA・HTML な

どの基礎能力の修得から高度な ICT 技術者を目指す技能修得まで網羅したカリキュラム群が有り、これらを

通して将来は、アジアマーケットで高度エンジニアとして活躍できる人材育成をしています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 20２１年 3 月卒 202２年 3 月卒 202３年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 48 
総合職(１１)・営業(６)・ＩＴ職(１７)・ 

その他（１４） 
６１ 

総合職(１２)・営業(０)・ＩＴ職(１８)・ 

販売職（３）、技術職（２７）、その他（１） 
 

うち県内 

就職者数 
１ 総合職(0)・営業(０)・ＩＴ職(0)その他（１）   ２ 

総合職(０)・営業(０)・ＩＴ職(１)その他

（１） 
 

卒業総数 ８２  １０１                                        ９８ 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

情報通信の仕事＋技術職：７割、その他：３割 

 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

東京上野キャンパスにおいては留学生が多いため、ＹＥＳとＮＯの区分に分け物事を考える習慣があり、国際

感覚で行動する傾向がある。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

インターンシップの単位制については検討中で、今後、様々な整備をして行く予定。現時点では、1～5 日間

の期間で数回の参加で指導している。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

東京上野キャンパスは、留学生を多く抱えているため、特に日本語の向上するカルキュラムに力を入れていま

すので、日本人と同様に採用をして頂きたいと考えています。 

https://www.jiu.ac.jp/
http://ueno.daiichi-koudai.ac.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ ダイトウブンカダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 大東文化大学 キャリア支援課 【課長】岡本 裕之 東京都板橋区 
男性 60％ 

女性 40％ 

HP アドレス http://www.daito.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-5399-7321 連絡先メール syusyoku@jm.daito.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

大東文化大学は、8 学部 20 学科で構成され、約 1 万 2 千人の学生を擁する文系総合大学です。各学部は、

文学部、経済学部、外国語学部、法学部、国際関係学部、経営学部、スポーツ・健康科学部、社会学部 の 8

学部となります。 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「東洋の文化」の研究から出発した本学においては、アジアに軸足を置いた研究と教育に最も蓄積があります。

さらに現在は、欧米を含む世界に広げ、国際的な視野に立った研究と教育を特色としています。そのことから

大学の理念として「アジアから世界へ―多文化共生を目指す新しい価値の不断の創造」を掲げております。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

卒業後に活きるキャリア形成を目標に、キャリアセンターでは、様々な支援プログラムを用意しています。 

特に就職活動に向けた具体的なアドバイスするため、有資格者であるキャリアアドバイザーを両キャンパスに

配置しています。それに加え、企業との太いパイプや OB・OG からの情報も活用し、一人ひとりが満足でき

る就職をめざします。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 2,018 
総合職（営業含む）、一般職等 

（割合は算出していない） 
2,245 

総合職（営業含む）、一般職等 

（割合は算出していない） 
 

うち県内 

就職者数 
54  66   

卒業総数 2,475  2,623  2,777 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

3 年生の就職希望段階では、メーカーおよび商社などを希望する学生が多い。4 年生の就職決定時には小売や

サービス業に就く者が多い傾向があり、「人と関わる仕事」を最終的な就職先に選ぶ学生が多くなっている。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学の学生の特徴は、「素直で実直、倫理観を大事にする温かい人柄」という点です。何事にも真面目に取り

組む学生が多く、採用後も着実に実績を積むことができる学生が多いと考えています。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

キャリアセンターでもインターンシップ合同説明会を開催するなど、インターンシップに積極的に参加するよ

う案内をしています。例年の状況を見ると、1 学年約 3,000 名の学生のうち、1/3 程度が参加しているよう

です。学生には、1day ではなく、複数日で営業同行等の就業体験ができるものを選ぶよう指導をしています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

23 卒の採用状況、夏のインターンシップの実施状況などを伺えると幸いです。 

 

カナ タクショクダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 拓殖大学 就職部就職課 山口洸志郎 東京都文京区 
男性 70％ 

女性 30％ 

HP アドレス https://www.takushoku-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-3947-7205 連絡先メール shushoku@ofc.takushoku-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

【文京キャンパス】商学部（経営学科・国際ビジネス学科・会計学科）、政経学部（法律政治学科・経済学科） 

【八王子国際キャンパス】外国語学部（英米語学科・中国語学科・スペイン語学科・国際日本語学科）、 

国際学部（国際学科）、工学部（機械システム工学科、電子システム工学科、情報工学科、デザイン学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神である「積極進取の気概とあらゆる民族から敬慕されるに値する教養と品格を具えた有為な人材の

育成」に基づく教育目標を掲げ、教育の質の向上や国際的通用性の確保を目指して、国際性、専門性、人間性

を備えた人材の育成に取り組んでいます。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

就職部と各学部がそれぞれの特色を活かし、普段から教員・職員が連携して、学生一人ひとりの希望や適性の

把握に努めています。 

1･2 年次からガイダンスやインターンでキャリアを考える機会を設け、3 年次以降は年間約 70 種類のプロ

グラムを通して、自己分析や業界･企業研究などの事前準備、面接対策などを実施しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 1714 営業職・事務職・その他全職種 1540 営業職・事務職・その他全職種  

うち県内 

就職者数 
63 営業職・事務職・その他全職種 65 営業職・事務職・その他全職種  

卒業総数 2189  1960  2155 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

文系学部はサービス業や卸･小売業への就職割合が高いですが、情報通信業や製造業、金融業へ就職する学生

も多いです。理系学部は情報通信業や製造業を始め、サービス業や建設業へ多く就職しています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学の育成目標でもある「タフな人間力」と「国際的な視野」を養っている学生が多い印象です。 

大学生活を通して実践の場を多く経験することで、失敗や挫折をしても次に活かせる人間力を鍛えています。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学と企業が連携し、中長期の就業体験を提供する拓大インターンを夏季･春季休暇期間に実施しています。

公募型のインターンであっても、学部ごとに一定条件を満たした場合には単位認定を受けることもできます。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
多くの企業様と接点を作り、率直なご意見を伺えればと存じます。宜しくお願いいたします。 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケイザイダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 千葉経済大学 キャリアセンター 室長  玉田 聡子 千葉市稲毛区 
男性 85％ 

女性 15% 

HP アドレス https://www.cku.ac.jp 連絡先電話番号 043-253-9928 連絡先メール career@cku.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 経済学部 経済学科・経営学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

学生が各自の進路を決める段階において、現在の学修と将来の就職とのつながりが見えるキャリア別の７つの

コースを設置しています。人間力・社会人基礎力も含めたそれぞれの就職に必要な「真の学力」を身に着けま

す。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

少人数教育の利点を活かし、個別指導に重点を置き、適性や希望により職業紹介及び進路や就職に関する相談

に応じています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 186 
販売職(62) 事務職(51) 

サービス職(32) その他(41) 
183 

販売職(61) 事務職(59) 

サービス職(17) その他(46) 
 

うち県内 

就職者数 
72 

事務職(28) サービス職(16) 

販売職(15) その他(13) 
54 

事務職(23) 販売職(15) 

サービス職(6) その他(10) 
 

卒業総数 231  235  306 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
卸・小売業、サービス業、情報通信業、建設業、金融・保険業、公務員 他 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
真摯に積極的に就職活動に取り組んでいます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

■正課型：前期授業 15 コマ（2 単位）+夏季休業期間内に 5 日間の実習+後期研修 2 コマ+報告発表。202２

年度履修者 2 年生 4 名、3 年生 20 名 

■自由応募型：4 月ガイダンス・4～6 月応募対策セミナー・7 月オリエンテーション・夏季休業期間中に参

加。2021 年度インターンシップ参加者（3 年生のみ）71 名 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学は県内出身者の割合が高く、地元での就職を希望する者が多いです。千葉県の企業・団体で働く魅力につ

いてお教えいただければ幸いです。 

 

カナ チバケイザイダイガクタンキダイガクブ 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 千葉経済大学短期大学部 キャリアセンター ［室長］玉田 聡子 千葉市稲毛区 
 男性  7% 

女性 93％ 

HP アドレス https://www.chiba-kc.ac.jp/ 連絡先電話番号 
043-253-9928 

内線）575 
連絡先メール tcareer-bl@chiba-kc.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
ビジネスライフ学科 

こども学科（保育コース 初等教育コース キッズビジネスコース） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

短期大学士（ビジネスライフ） 短期大学士（こども） 

学園の建学の精神「片手に論語、片手に算盤」を踏まえ、「良識と創意」を校是としている 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人ひとりにきめ細かなカウンセリングとアドバイス、採用試験に向けた具体的な指導を実施する 

（個別面談、就職活動スタートセミナー、リアル体験型業界研究セミナー、Zoom 活用講座、業界研究セミナ

ー、就職模試、リクルートメイク講座、リクルートスーツ着こなし講座、学内個別会社説明会 等） 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 202２年 3 月卒 202３年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 283 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾌ学科：事務(72)販売(33)サー

ビス(13)その他(9) 

こども学科：小学校・幼稚園(74)保育

所・施設(77)その他(5) 

270 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾌ学科：事務(57)サービス

(30) 販売(24)その他(9) 

こども学科：小学校・幼稚園(60)保

育所・施設(74)その他(16) 

 

うち県内 

就職者数 
240 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾌ学科：事務(61)販売(23)サー

ビス(9)その他(4) 

こども学科：小学校・幼稚園(67)保育

所・施設(72)その他(4) 

210 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾌ学科：事務(42)サービス

(21) 販売(15)その他(5) 

こども学科：小学校・幼稚園(51)保

育所・施設(64)その他(12) 

 

卒業総数 313  309  324 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾌ学科：卸売・小売業(31.0%)医療福祉(22.5%)サービス(22.4%)公務員(5％)情報通信(5％)不動産

物品賃貸(5%)建設業(4.2%)金融業(2.5%)その他(2.5%)   

こども学科：幼稚園・こども園(36.7%)小学校(3.3%)保育園(41.3%)施設(8%)その他(10.6%) 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

やや積極性に欠けるが素直で真面目なため目標が定まれば真剣に取り組み力を発揮できる 

 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

■正課型：前期授業 15 コマ(2 単位) 事前授業（前期）＋実習（夏季休業中 5 日間程度）＋報告会（後期） 

202２年度履修者 1 年生 68 名 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

ビジネスライフ学科は秘書学やビジネス文書、ビジネス実務論など社会人になってから役立つ実践的な授業を

多くの学生が履修しています。県内事務職の求人には多くの応募者がいます。 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバショウカダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 千葉商科大学 
キャリア支援 

センター 
［課長］ 土井 博之 市川市国府台 

男性 70% 

女性 30％ 

HP アドレス https://www.cuc.ac.jp/ 連絡先電話番号 047-373-9705 連絡先メール career@cuc.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
◆商経学部 ・商学科・経済学科・経営学科 ◆政策情報学部 ・政策情報学科 ◆サービス創造学部 ・サ

ービス創造学科 ◆人間社会学部 ・人間社会学科 ◆国際教養学部 ・国際教養学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

千葉商科大学がめざしているのは、適材適所の天職教育です。天職教育とは「学術、質実、人倫」の三教育を

通じ、物事を客観的に捉えた総合的な視点から、個々の判断を下すことのできる人材を育てることです。千葉

商科大学ではこの考えに沿って、「実学」を重んじた教育方針を採っており、社会で使える専門知識を実践し

ながら学ぶ体制を整備しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

キャリア支援センターでは、「輝く未来にベストマッチング」を合い言葉に、企業様との連携（CUC アライア

ンス企業ネットワーク）を積極的に推進し、大学独自の就職マッチングサイト「me R AI（みらい）」や学内

合同企業説明会等、学生にベストマッチの就職先を見つけられる就職支援を実施しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 1100 
販売・営業職（650）事務職（100）サ

ービス職（120）その他 
1260 

販売・営業職（７０0）事務職（110）

サービス職（130）その他 
1260 

うち県内 

就職者数 
170 

販売・営業職（120）事務職（15）サ

ービス職（15）その他 
200 

販売・営業職（130）事務職（20）

サービス職（15）その他 
200 

卒業総数 1300  1470  1470 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

卸売業・小売業（約 30％）、情報通信業（約 20％）、金融業・保険業（約 10％）、不動産業（約 10％） 

その他様々な業種に就職しています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

素直で真面目で学生時代に資格取得に取り組む学生が多いです。また人とのコミュニケーションが好きな学生

も多く、そういった学生は営業、販売、サービスなどのお客様と関わる仕事を選ぶことが多いです。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

実施期間に関わらず、就業体験を伴うインターンシップへの参加を積極的に促しています。 

毎年、1～3 年生を対象にした、企業の皆さまにインターンシップを紹介いただく学内イベントを年 2 回実施

しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

随時求人情報・インターンシップ情報を募集しております。 

企業の皆さまとの情報交換は、対面・オンラインのどちらでも対応しております。 

 

カナ トウキョウジョウホウダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 東京情報大学 キャリア課 [課長] 六﨑 光浩 千葉市若葉区 
男性 79％ 

女性 21％ 

HP アドレス http://www.tuis.ac.jp 連絡先電話番号 043-236-4614 連絡先メール shushoku@affrs.tuis.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 総合情報学部・総合情報学科、看護学部・看護学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

教育研究上の目的：総合情報学部総合情報学科は，建学の精神「未来を切り拓く」及び教育理念「現代実学主

義」の精神に基づき，急速に進展する情報社会の将来を見据え，情報社会に貢献できる優れた情報収集，処理，

分析及び発信能力をもった人材の育成を目指す教育及び情報学に関する研究を行う。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

≪キャリア教育≫ 

本学では、独自のキャリア支援プログラム「J ナビ：総合的キャリア教育」を展開している。 

本プログラムは、カリキュラムと連動した様々な取組みを通して、学生に将来の自分をイメージさせ、自分に

とっての生きがい、職業人としてのやりがい、自立・独立、社会への貢献など多種多様な価値観を形成するこ

とを目的としおり、２年次より学年進行に合わせてプログラムを展開している。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 308 情報処理技術者・営業販売・看護師 332 情報処理技術者・営業販売・看護師  

うち県内 

就職者数 
75 営業販売・看護師 70 営業販売・看護師  

卒業総数 424  436  517 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

総合情報学部は、「情報・通信」の業種を希望する学生が多い。また看護学部は、ほぼ看護師として就職。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

総合情報学部は、学部の特性上、能力的には、情報分析力や課題発見力が高い学生が多いようです。 

また、性格は、比較的控えめではありますが、素直で誠実な学生が多いです。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学は、キャリア教育の一環として、3 年次に単位制科目（選択）として実施しています。夏期休業期間中（8

月上旬から 9 月上旬）に実習期間 5 日間を基準にインターンシップに参加しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

千葉県内出身学生が多く、就職希望学生の割合が高いことから、本学への求人を是非ともお願い致します。 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ 二ホンダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 日本大学 学生部就職課 ［課長］大久保 貞治 東京都千代田区 
男性６５% 

女性３５％ 

HP アドレス http://www.nihon-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-5275-8133 連絡先メール h-shushoku@nihon-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
法学部，文理学部，経済学部，商学部，芸術学部，国際関係学部，危機管理学部，スポーツ科学部，理工学部，

生産工学部，工学部，医学部，歯学部，松戸歯学部，生物資源科学部，薬学部，通信教育部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/purpose/diploma_policy/ 

就職支援方針と 

具体的な取組 

方針：学生が能動的かつ主体的に活動し，満足度の高い就職が実現できるよう支援する 

取組：学部間連携支援体制，独自の就職支援サイト運営，公務員試験対策プログラムの充実，校友ネットワー

クの活用 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 12,240 
総合職(2,581)，営業(2,724)，建築・

土木設計関連(1,250)等 
11,614 

総合職(2,400)，営業(2,790)，建

築・土木設計関連(1,172)等 
 

うち県内 

就職者数 
481 

公務員(107)，総合職(73)，営業職(65)

等 
476 

公務員(105)，総合職(78)，営業職

(74)等 
 

卒業総数 17,136  15,712  17,272 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

製造業，情報通信業，卸・小売業，サービス業をはじめ，各学部の特色に合った幅広い分野に進出。官公庁で

は特に地方公務員に進む学生が多い。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

学業や部活動等，何事にも主体的に取り組み，困難なことに対しても粘り強く取り組むことができます。 

また，コミュニケーション力に長け，多様な価値観を受入れることができることも特長の一つです。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

一部の学部で単位認定あり。推奨期間は主に夏期休暇期間で，５日以上。 

 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

近年の学生への率直な意見をお伺いしたい。 

 

 

カナ ブンキョウガクインダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 文京学院大学 キャリアセンター 
センター長 吉村郁夫＜本郷

＞、 坂本修一＜ふじみ野＞ 

東京 

埼玉 
36：64 

HP アドレス https://www.u-bunkyo.ac.jp/ 連絡先電話番号 
03-5684-4901 

049-261-6558 
連絡先メール 

h-career@bgu.ac.jp 

sakamoto@bgu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

外国語学部 英語コミュニケーション学科 国際ビジネスコミュニケーション専攻、国際教養コミュニケーシ

ョン専攻＜本郷＞。経営学部 経営コミュニケーション学科マネジメント専攻、マーケティング･デザイン専

攻＜本郷＞。人間学部 コミュニケーション社会学科＜本郷＞･児童発達学科＜ふじみ野＞･人間福祉学科ソー

シャルワークコース＜ふじみ野＞福祉マネジメントコース＜本郷＞・心理学科＜ふじみ野＞。保健医療技術学

部 理学療法学科＜ふじみ野＞･作業療法学科＜ふじみ野＞･臨床検査学科＜本郷＞・看護学科＜本郷＞ 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神である『自立と共生』の理念をよく理解し、校訓である「誠実」「勤勉」「仁愛」を実現し、グロー

バル社会に通用する「学士」の学位にふさわしい、幅広い教養と、実務社会の要請に適う技能を身に付けて社

会に貢献できる人材を育成することを目標とする。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

個別面談を重視し、学生一人ひとりの「自己の可能性の探求と主体的なキャリアデザイン形成」をサポートし

ている。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 811 
営業 事務 保育専門職  

福祉専門職 医療専門職 
924 

営業 事務 保育専門職  

福祉専門職 医療専門職 
集計中 

うち県内 

就職者数 
34 

営業 事務 保育専門職  

福祉専門職 医療専門職 
41 

営業 事務 保育専門職  

福祉専門職 医療専門職 
集計中 

卒業総数 1005  1109  1234 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

サービス業、小売業、卸売業、情報通信業、教育業、医療･福祉業希望者が多い。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
営業、販売、事務、保育専門職、福祉専門職、医療専門職を希望する学生が多い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

外国語学部、経営学部、人間学部 コミュニケーション社会学科、人間福祉学科 福祉マネジメントコースで

は単位制のインターンシップを実施している。期間は２週間程度。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ リッショウダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 立正大学 
キャリアサポート

センター 
[部長] 工藤 宣弘 

東京都品川区 

埼玉県熊谷市 

男性 62% 

女性 38％ 

HP アドレス http://www.ris.ac.jp 連絡先電話番号 03-3492-6697 連絡先メール kudo@ris.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

＜品川キャンパス＞仏教学部（宗・仏教学科）、文学部（哲・史・社会・文学科）、経済学部（経済学科）、経営

学部（経営学科）、心理学部（臨床心理・対人/社会心理学科、法学部（法学科） 

＜熊谷キャンパス＞社会福祉学部（社会福祉・子ども教育福祉学科）、地球環境科学部（環境システム・地理

学科）、データサイエンス学部（データサイエンス学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「モラリスト×エキスパート」を育む。という教育目標を揚げ、「人間・社会・地球に関する総合大学」とし

て、多様性を育む学修環境の充実と、創造的な研究活動の高度化を図っています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

キャリア形成支援・就職活動支援・資格取得支援の 3 つを柱として支援を行っています。キャリア形成支援プ

ログラムである「キャリア開発基礎講座」をはじめ、職業観を養う「インターンシップ」、無理・無駄なく確

実に就職活動の準備を進められる実践的なプログラム「キャリアアワー」を実施しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 1790 
総合職(452)、営業・販売職(419)、事

務職(181)、SE 職(177) 
1859 

総合職(505)、営業・販売職(422)、

事務職(172)、SE 職(188) 
 

うち県内 

就職者数 
146 

総合職(38)、営業・販売職(39)、公務

(21)、事務職(14)、福祉職(11) 
149 

総合職(35)、営業・販売職(27)、公

務(25)、事務職(28)、福祉職(13) 
 

卒業総数 2319  2380  2568 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

中小企業を希望する学生が増加傾向にあり、勤務地については、特定のエリア（首都圏）を希望する学生が多

くなっています。ここ数年は情報通信業に就職をする学生が多くなっています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

「真面目」と評される学生が多く、社会に出てコツコツ粘り強く仕事に取り組む姿勢が評価されています。ま

たクラブ活動やサークル活動を行っている学生が多いので、素直で明るく活発な学生が多いです。その他、社

会貢献活動やボランティア活動も積極的に行っています。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学では平成 15 年より単位制のインターンシップを導入しており、約 3,500 名の学生が就業体験を行って

おります。実習前にはマナーを中心とした授業、実習後には振り返りの授業や受入企業を招聘しての実習報告

会を行っており、半年以上の充実したカリキュラムとなっています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学への求人申し込みは「求人受付 NAVI」にてお願い致します。求人受付 NAVI でしたら「自己申告書」「青

少年雇用情報シート」と共に求人をご登録頂け、手間もコストも不要です。速やかに求人が受理され、学生に

公開されます。 

 

カナ ワヨウジョシダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 和洋女子大学 進路支援センター 西村英美子 市川市 女性 100％ 

HP アドレス https://www.wayo.ac.jp/ 連絡先電話番号 047-371-1125 連絡先メール e-nishimura@wayo.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

〇人文学部→日本文学文化学科（専攻：日本文学、書道、文化芸術）、心理学科、こども発達学科 

〇国際学部→英語コミュニケーション学科、国際学科 

〇家政学部→服飾造形学科、健康栄養学科、家政福祉学科 〇看護学部→看護学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
人を支える「心」と「技術」 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人ひとりと“向き合い”きめ細やかなサポートを行う。3 年次に担任のキャリアカウンセラーか全学生と個

別面談実施。以降よく年ンお内定獲得まで学生一人ひとりの特徴を踏まえながらのサポートをします。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 533 

総合職（115）、営業・販売（62）事務

職（53）、管理栄養士（73）、」幼稚園教

諭・保育士（71）、教員（22）、ＳＥ（25） 

663 

総合職（127）、営業・販売（76）、

事務職（60）、SE（24）、管理栄養

士/栄養士（96）ほか 

 

うち県内 

就職者数 
258  296   

卒業総数 593  723  824 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

総合職、営業、販売、事務職および各学科で取得する資格（管理栄養士、幼稚園教諭、保育士、教員など）を

活かし専門職として就職している。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

素直、真面目かつ明るい学生が多いです。芯のあるしなやかさ、人を思いやる行儀の良さなども兼ね備えてい

ます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学は、単位性をとっていません。学業優先であるため、学業に支障のない期間での参加を推奨します。基本

的には自由応募型で参加しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

キャリタスＵＣにて求人票を受付けております。キャリタスＵＣをご利用出ない企業様はメールや郵送でも受

け致します。 
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カナ チバダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 千葉大学 
学務部 

教育企画課 

就職支援係長 

佐藤 芳輝 
千葉市稲毛区 

男性 50% 

女性 50％ 

HP アドレス https://www.chiba-u.ac.jp 連絡先電話番号 043-290-2177 連絡先メール shuu-hp@office.chiba-u.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

国際教養学部、文学部、法政経学部、教育学部、理学部、工学部、園芸学部、医学部、薬学部、看護学部 

（人文公共学部、専門法務研究科、教育学研究科、融合理工学府、園芸学研究科、医学薬学府、看護学研究科、

総合国際学位プログラム） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

千葉大学は、「つねに、より高きものをめざして」の理念のもと、各学部・研究科における専門的なカリキュ

ラムに加え、正課としての留学を修めた学生に対して、学位を授与します。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学業や研究をとおして、社会人として十分に活躍できる能力を有する本学の学生たちの、その先の一歩を後押

しをすること。なかでも、社会人として働く自身の姿をイメージすることができる機会の提供を支援の中心に

考えています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

※学士課程の数値で

す 
2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 1300 富士通、パーソルプロセス＆テクノロジ

ー、アクセンチュア、三菱電機、ＫＤＤ

Ｉ、エヌ・ティ・ティ・データ、大和証

券、パナソニック、楽天、日本マクドナ

ルド、各省庁等 

1300 

- 2400 
うち県内 

就職者数 
380 

- 

2400 
卒業総数 2400 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

理工学系の学生は、大学院への進学を前提に、研究を通して得た専門性を軸に就職する傾向が強くあります。

文系学生は論理的な思考能力を活かし、一般的な文系業種に留まらず、文理を横断する業種や職種に就職して

います。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

論理的思考能力に長けており、専門的な知見を基本に持ちながら、アクティブラーニングにより培ったコミュ

ニケーション能力や短時間でグループの意見をまとめる調整能力を発揮し、周囲と調和しながら物事を達成す

ることに強みがあります。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

期間に応じた単位制度を採用しており、就職支援課としてもインターンシップへの参加を推奨している。各学

部・研究科により、カリキュラムが大きく異なるため、一律の推奨期間や回数の指定等は無いものの、社会人

として働く自身の姿をイメージするために、インターンシップの有用性を学生に示しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

就職支援課では、例年 2 月・3 月に合同企業説明会を開催しております。7 月中旬以降、就職支援課ホームペ

ージに詳細を掲載いたします。（なお、就職支援課では個別企業様の企業説明会はお取り扱いがございません。） 

 

カナ トウヨウダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 東洋大学 
就職・キャリア支援部 

就職・キャリア支援課 
[課長補佐] 堀口 雅司      

東京都文京区  

他 3 キャンパス 

男：59.0% 

女：40.9% 

HP アドレス http://www.toyo.ac.jp 連絡先電話番号 03-3945-7280 連絡先メール mlcareer@toyo.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

【全 4 キャンパス 13 学部 45 学科】                                

【白山 7 学部】文、経済、経営、法、社会、国際、国際観光【川越 2 学部】理工学部、総合情報学部【板倉

2 学部】生命科学部、食環境科学部【赤羽台 2 学部】ライフデザイン学部、情報連携学部                                         

※2023 年度【2 学部 5 学科開設】福祉社会デザイン学部、健康スポーツ科学部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

1887 年に創立した本学は全 4 キャンパスに文系・理系学部 13 学部を擁し、約 3 万名の学生が集う総合大

学として、国際化・キャリア教育・哲学教育の三つを柱とした教育を実践しております。スーパーグローバル

大学創生支援事業採択を受け、外国人留学生数も増加しています。就職先(業種別)では、卸・小売業、情報通

信業、製造業、金融・保険業、運輸業、サービス業等、幅広い業界で活躍する多くの卒業生を輩出しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

全学生向けに、就職活動支援セミナー、インターンシップガイダンス、業界理解セミナー等に力を入れており

ます。また、個別学生向けに、外国人留学生、UIJ ターン希望学生、公務員志望者、障がい学生、アスリート

学生等への就職支援を行っております。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 5664 
総合職(1880)、営業職(863)、コンピュータ

ー関連職・SE(634)、一般事務職(441)、技

術関連職(358)、教員(121) 
5496 

総合職(1890)、営業職(898)、コンピュ

ーター関連職・SE(777)、一般事務職

(478)、技術関連職(282)、教員(138)等 
 

うち県内 

就職者数 
206 

総合職(75),一般事務職(36),営業職(24)教員

(17),福祉職(７)等 
181 

総合職(62)、一般事務職(34)、営業職

(14)、福祉(16)、教員(13)等  
 

卒業総数 6962  6846   

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

業種別就職状況(2021 年 3 月卒)：①情報通信業 17.3% ②卸・小売業 15.9% ③製造業 7.9% ④医療・福

祉 6.3% ⑤公務員 6.1% ⑥建設業 6.0% ⑦不動産業 5.4% ⑧金融・保険業 5.3% ⑨学術研究 5.3% ➉教

育・学習支援業 3.8% ⑪飲食店・宿泊業 2.8% ⑫運輸業 2.5% その他 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

文系から理系まで幅広い学問分野を擁する総合大学として、多様な個性を持つ学生が学び、次代を担うグロー

バル人材として必要な行動力や協調性を育んでおります。素直で真面目な学生が多く、各企業担ご当者様から

は、卒業後も広く社会の中で活躍しているとご評価いただいております。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

全学年・全学部対象、2023 年卒対象、理系学生対象等、幅広い分野のインターンシップに参加しており、本

学では【東洋大学インターンシップシステム】等を通じて、学生への募集情報の周知を行っております。※単

位認定につきましては、学部によって日数や単位認定に関する各種条件は異なります。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学 HP キャリア教育・就職支援「企業の皆様へ」より、求人情報やインターンシップ情報をご登録いただ

くことが可能です。（https://www.toyo.ac.jp/academics/career/vc/）お電話やメール、郵送によるご

連絡も受付けております。ご不明な点等ございましたら、上記担当者までお問い合わせください。 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ ﾁﾊﾞｼｮｸｷﾞｮｳﾉｳﾘｮｸｶｲﾊﾂﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｯｺｳﾅﾘﾀｺｳ 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 
千葉職業能力開発短期大学校 

成田キャンパス 
学務援助課 

[就職支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ] 

 鈴木 嘉顕 
成田市 

男性９0% 

女性１0％ 

HP アドレス 
http://www3.jeed.go.jp/ 

chiba/college/ 
連絡先電話番号 0476-22-4351 連絡先メール CBJN.1474@jeed.go.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 『生産技術科』および『航空機整備科』 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

当校は厚生労働省所管の短期大学校で、職業と直結した技能・技術の習得を目的とし、カリキュラムも 

理論を学ぶ講義形式だけでなく、最新の設備を用いて少人数による実習・実験を多く取り入れています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

企業の求める人材や業界の特徴を学生が把握できるよう、求人企業の会社説明会や見学会を多く実施。 

個別支援に重点を置き、学生一人ずつの特性や価値観と企業側のニーズの双方向のマッチングを推進。 

１年次から「キャリア形成概論」や「職業社会概論」といった内容を組み込み、社会人として不可欠な 

基本的知識やビジネスマナーをはじめ、就職試験対策模試などを授業で対応。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月修了 2022 年 3 月修了 2023 年 

3 月修了見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 38 
設計,加工,組立等（１５）、航空機整備士等航

空関連（２３） 
４４ 

設計,加工,組立等（１５）、航空機整備士

等航空関連（２９） 
 

うち県内 

就職者数 
15 

設計,加工,組立等（１３）、航空機整備士等航

空関連（２） 
１９ 

設計,加工,組立等（１２）、航空機整備士

等航空関連（７） 
 

修了総数 ４5  ４９  ４３ 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

生産技術科：機械、金属、鉄鋼、自動車等の製造業が約 9 割（設計、加工、組立等）進学が約 1 割。 

航空機整備科：航空・運輸関連企業が約 9 割、官公庁・製造業が約 1 割。（職種の大半が航空機整備士） 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

生産技術科：各種技能検定にもチャレンジして「モノづくりのプロ」を目指し、殆どが製造業に就職。 

航空機整備科：修了前の二等運航整備士資格の取得と、整備士として航空関連業界への就職を目指す。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

インターンシップ期間については、単位として取扱う。２週間（土日夜間除く１０日間）を原則とするが、 

短期間も可。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

・学校や学科の詳細や求人票様式等をホームページでご確認頂き、ご連絡をお待ち致しております。 

・工場見学や個別の説明会（学内での実施含む）の機会をご検討願えればと思います。 

 

カナ チバニッケンコウカセンモンガッコウ 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 千葉日建工科専門学校 進路指導部 上野 智巳 千葉市中央区 
男子 85％ 

女子 15％ 

HP アドレス https://cnp.ac.jp/ 連絡先電話番号 043-241-1300 連絡先メール chibanikkenn@gmail.com 

設置学部・学科・コース・専攻 建築 CAD 技術科  デザイン設計科  環境創造科  建築経営研究科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
 専門士（工業）・建築士試験をもとにしたカリキュラム 

就職支援方針と 

具体的な取組 
 校内就職説明会の実施  インターンシップの案内  資格試験指導  履歴書の書き方 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 53 施工管理・CAD オペレーター・設計 69 施工管理・CAD オペレーター・設計  

うち県内 

就職者数 
18 施工管理・CAD オペレーター・設計 28 施工管理・CAD オペレーター・設計  

卒業総数 127  130  131 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

 日本国籍の学生は、戸建住宅の施工管理、または設計を希望している者が多い。 

 （施工管理 70％  設計 15％  進学 15％） 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
 「県内で就職をしたい」と相談を受けることが多い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

 1 年次の終わり（2、3 月頃）には、インターンシップを始めている。 

 （推奨期間 2 月～7 月  日数 3～5 日間程度） 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

 校内就職説明会を実施しています。「建築には、多くの業種がある」ということを、学生たちには、 

理解してほしいので、是非、多くの企業様に、説明会を実施してもらいたい。 

 

 

http://www3.jeed.go.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----教育機関情報------- 

カナ 

チバチイキワカモノ 

サポートステーション 
担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 
ちば地域若者 

サポートステーション 
相談支援員 木原 泰典 千葉市 

男 6 割 

女４割 

HP アドレス http://chibasapo.jp 連絡先電話番号 043-351-5531 連絡先メール kihara@chibasapo.com 

設置学部・学科・コース・専攻 
厚生労働省・千葉県委託事業の就労支援施設です。現在就学、就労していない 15 歳～49 歳の方が対象で、 

無料キャリアカウンセリングと無料グループワーク等により就職の支援をしています。 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

あなたの「一歩踏み出す力」を応援します！個人面談とグループワークで就職に必要な力をつけ、職場体験 

で働くイメージをつけて就職まで継続的な支援をしています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

・キャリアコンサルタント、臨床心理士、相談支援員による個別面談 ・就労に必要な力をつけるためのグル

ープワーク ・企業内での職場体験 ・企業理解を深めるための職業人講話等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2021 年 3 月卒 2022 年 3 月卒 2023 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 56 接客販売、福祉介護、情報通信等 85 接客販売、福祉介護、情報通信等 未定 

うち県内 

就職者数 
56  85  未定 

卒業総数 63  94  未定 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

年度により違いはあるが、体力が必要な業種、職種は避ける傾向がある。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

真面目で優しく、コミュニケーションが少し苦手な利用者が多い。 

理系高学歴の利用者も多い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

厚労省の仕様で、週 20 時間以上 3 ケ月以内の職場体験を年数回行っています。 

ご協力いただける企業様募集しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

職業人講話、職場見学、職場体験等ご協力いただける企業様を募集しています。 

年 2 回（千葉市、八千代市）の合同企業説明会（無料）を開催予定。詳細などはお問い合わせください。 
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7.参画企業一覧（50 音順） 

 

 

リクゼミ

参加

プロジェクト

参加
会社名 業種 業種詳細 掲載ページ

1 相川建設株式会社 2.建設・建築 土木工事業、とび・土工事業、舗装工事業、管工事業、大工工事業

2 ★ 株式会社赤門 6.小売・飲食 一般飲食

3 ○ 株式会社市川環境エンジニアリング 12.その他業種 廃棄物処理業

4 ○ 株式会社ＮＩＤ・ＭＩ 10.情報通信
ソフトウェア開発・ソフトウェアパッケージ開発・システムインテグレーション・

コンピュータシステム運用管理・データ・エントリー・サービス

5 ★ ○ エヌテーアクアツインズ株式会社 7.その他サービス クリーニング・リネンサプライ業

6 ○ 株式会社　ＮＢＳロジソル 4.運輸・物流 総合物流サービス業

7 株式会社エフケイ 1.製造業 製氷業

8 ★ ○ 株式会社奥山 2.建設・建築 建築設計・施工・施工図・美装工事・不動産

9 株式会社カンツール 3.卸・商社 下水道・排水管維持管理用機材の販売・開発・リース・輸入

10 ○ 京設工業株式会社
7.その他サービス, 10.情報通信, 12.

その他業種
ソフトウェア開発、機械・製品設計、電気・電子回路設計、ＤＴＰ業務

11 株式会社広域高速ネット二九六 12.その他業種 ケーブルテレビ放送業

12 興栄燃料株式会社 3.卸・商社, 6.小売・飲食 石油製品販売

13 ★ ○ 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

14 株式会社佐渡島 3.卸・商社 鉄・非鉄の専門商社×メーカー

15 三輝工業株式会社 2.建設・建築 水処理プラントの設計・施工・管理 

16 サンコー・エア・セルテック株式会社 4.運輸・物流, 7.その他サービス
【航空関連事業】国際航空貨物取扱い、輸出入関連事務、物流機器保守メンテナンス、航空機機体クリーニング及

び客室整備、航空機備品製造　他

17 ☆ 株式会社サンリツ 8.医療・福祉・介護 臨床検査事業

18 ★ ○ 株式会社三和テレム
2.建設・建築, 7.その他サービス, 10.

情報通信

情報通信設備工事業、電気工事業、スマートホーム化ソリューション事業、地震と建物のモニタリングシステム構築事

業、建物総合管理

19 株式会社ジャンガ・テック 10.情報通信 情報サービス業

20 ★ ○ 株式会社新栄 1.製造業 非金属製品プレス加工

21 ★ ○ 信和産業株式会社 1.製造業 食品パッケージ尾製造・販売

22 ☆★ ○ 株式会社スカイカーゴビジネス 4.運輸・物流 輸出入の航空貨物取扱い

23 ☆ ○ 株式会社須藤電機製作所 1.製造業 受配電盤や制御盤の設計・製造・販売

24 ★ ○ 株式会社ストラクス 2.建設・建築 トータルリノベーション専門会社

25 竹村電気工事株式会社 2.建設・建築 設備工事業　送電線設備工事

26 ○ 田辺建設株式会社 2.建設・建築 総合建設業

※6ページをご覧ください

26

27

30

36

24

25

28

29

31

32

33

34

35
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リクゼミ

参加

プロジェクト

参加
会社名 業種 業種詳細 掲載ページ

27 ★ ○ 千葉窯業株式会社 1.製造業 コンクリート製品製造業

28 ★ ○ 株式会社ティーエスケー 2.建設・建築 総合改修工事業（マンション・ビル・建物等の改修工事）

29 ☆ ○ ＴＫＫ株式会社 1.製造業 建築用鋼製型枠製造等

30 ☆ ○ 東葉警備保障株式会社 7.その他サービス 警備業

31 ☆ ○ 株式会社トーホープラス 2.建設・建築 塗装工事の施工管理（現場監督）

32 ○ 株式会社 兎に角 6.小売・飲食 ラーメン屋

33 ★ ○ 株式会社トヨタレンタリース千葉 7.その他サービス トヨタ車のレンタル・リース

34 ★ ○ 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

35 ☆★ ○ 株式会社日警保安 7.その他サービス 施設警備・保安警備・駐車場警備・イベント警備・ビルメンテナンス業・派遣業

36 日工マシナリー株式会社 1.製造業, 2.建設・建築 水門及び建設機械・防水板の製造・販売

37 ○ 日本空港サービス株式会社 4.運輸・物流 空港グランドハンドリングサービス業

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（国際航空貨物の内容点検、梱包、自動車運送取扱、労働者派遣業）

39 ニホンハンダ株式会社 1.製造業 電気・電子機器の接合に使用される、ソルダーペースト、成形はんだ等、各種はんだ製品の製造。

40 株式会社ネクステージ 10.情報通信 システム開発

41 ★ ○ ノーザンミツワ株式会社 6.小売・飲食 レストラン事業

42 ○ ノザキ建工株式会社 2.建設・建築 基礎杭工事業

43 医療法人社団　博雄会 8.医療・福祉・介護 歯科医業

44 株式会社花菱 2.建設・建築 住宅設備（システムキッチン・システムバス）施工工事

45 株式会社ホリキリ 1.製造業 輸送用機械器具製造業

46 株式会社ミヤコシ 1.製造業 産業用印刷機及び加工機の製造・販売・保守

47 ○ 明正工業株式会社 2.建設・建築 プラントメンテナンス業、建築設備工事業

48 株式会社メモリアルアートの大野屋 7.その他サービス 葬祭サービス業

49 株式会社八楠 4.運輸・物流 一般港湾運送事業、倉庫業、はしけ運送業、通関業、貨物利用運送業、埠頭業、構内作業

50 ★ ○ ユアサモビリティサービス株式会社 7.その他サービス レンタカー業

51 株式会社ローレル 10.情報通信 ソフトウェアの企画・設計・構築

52 株式会社ワンズネットワーク 6.小売・飲食 自動車小売業

※6ページをご覧ください

49

43

44

45

46

47

48

37

38

39

40

41

42
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ アイカワケンセツ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 相川建設 株式会社 柏市北柏 無 総務部 
[採用担当顧問] 

佐藤雅則 

HP アドレス https://aikawakk.net/ 連絡先電話番号 04-7166-3661 連絡先メール Kyujin@aikawakk.net 

当社が求める人物像 

【会社のみんなが、あなたにお会いできる日を楽しみにしています】 相川建設は社員１１名の小さな会社です。幅広

い年齢層の社員が、それこそ家族のような関係を築いています。もちろん仕事のオンとオフはきっちりしています。

年齢関係なくバカ話をして盛り上がったり、現場周辺の美味しい 店に行ったりと仲の良さが自慢の社風です。 

事業概要 
１９６８年の設立以来、足場組立ほか、とび工事、コンクリート打設や掘削土工事を中心に 地元柏市で５０年以上事

業展開しています。歴史は古い会社ですが 従業員の働き方を考え、日々新しいことに日々取り組んでいます。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

◎「見て覚えろ」なんて言いません。常に自社の先輩スタッフとチームで仕事ができ、無理なく仕事が覚えら

れます。◎免許・資格取得を応援（一定条件有り）。◎毎月一回全社員が揃う親睦会を実施。多くの社員が焼肉

や焼き鳥などを目当てに参加しています（笑）。相川建設は従業員の幸せを何より願っている会社です。 

主な募集職種（名） ＜建築現場での足場組立が中心＞とび・土工。将来独立の夢も叶えられます。 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
転勤ナシ！一生モノの技術が身に付けられます。◇現場は千葉県内を中心に、埼玉や

東京がエリアです。現場によっては直行直帰もＯＫ。残業もほぼありません。 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 0 0 1  

専修学校卒 0 0 1  

高卒 0 0 3  

研修制度 

新人研修 

普通科卒業予定の方も、建築・土木業界に興味・関心があれば、 ぜひチャ

レンジしてください。入社後、この仕事について基礎 から学べるように充

実した職業訓練プログラムを用意してます。 入社前準備： 

資格、経験など 

面接では当社の社長が直

接お会いいたします。仕

事の思いや将来のこと、

お互いじっくり話そう！ 
社員研修 

◆資格や技能を未経験からでも身につけられる外部研修に参加できます。 

◆未経験でも建設業界でキャリアアップできるよう一人前に育てます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

仕事以外でもご飯を食べに行ったり、遊びにいったりと、みんな本 当に仲

が良い。社員たちがここで、しっかりと落ち着いて仕事ができる環境と人間

関係の良さが、なによりも自慢の会社です。 

公的認定 

 

雇用環境整備適正事業者認定

（申請中） 

 

カナ アカモン 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 赤門 県内 16 勤務地 県内店舗 
採用・労務セ

クション 
[チーフ]井越健太  

HP アドレス http://akamon.co.jp/ 連絡先電話番号 047-484-3301 連絡先メール k.ikoshi@akamon.co.jp 

当社が求める人物像 コミュニケーション力がある方/素直な方/自主性がある方 

事業概要 県内に焼肉ファミリーレストラン『赤門』を 11 店舗、黒毛和牛焼肉『凱旋門』を 4 店舗展開。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

株式会社赤門の経常利益率は、飲食業界全体の 5 倍強となる約 15％！ ご提供する料理の“価格と品質”や“お客様

目線で考え抜いた店舗設備の改装”、従業員から上がる“新メニューやサービスのアイデア”に還元・投資したうえで、

残った利益を次の出店に必要な資金として蓄えるという堅実経営を貫いています。 

主な募集職種（名） 総合職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 接客/調理/店舗運営/経営数字管理/教育/マネジメント/商品開発等 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 4 4 10 
江戸川大学、秀明大学、千葉商科大学、東京情報大学、早稲田大学、明治大学、千

葉大学、他 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 
入社 3 ヶ月間で、社員としての心構えや、社内の歴史、調理技術、ビジネス

マナーなどの研修を実施。 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許（AT 可） 

社員研修 
一般層向け社員研修、理念研修、店長研修、調理技術研修、宿泊研修等全て

の社員を対象にする研修を多数実施。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

食事補助（勤務日半額）／従業員割引制度（20％off）／永年勤続表彰制度

／退職金制度／慶弔見舞金制度 ／子どもの誕生日お祝い制度／住宅手当／

引越し手当／役職手当／家族手当／産前・産後休暇／育児・介護休暇／健康

診断（年 2 回）／社員旅行（全店休業でパートナーさんも参加） 

公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ イチカワカンキョウエンジニアリング    千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 市川環境エンジニアリング 市川市田尻 
有 

(引越なし) 
人事部 [ 新卒採用担当 ] 田澤 

HP アドレス https://ike.co.jp/ 連絡先電話番号 03-5540-5061 連絡先メール ike_saiyo@ike.co.jp 

当社が求める人物像 
柔軟な発想とチャレンジ精神のある人材で、他人のために汗をかくことを惜しまない協力的な方。他者視点のある人

材。自らの行動を客観的に気付くことができる視点を持った人材。環境問題に関心がある人材。 

事業概要 
首都圏を中心に、廃棄物処理のプランニング及び実務や建物設備の管理・清掃など幅広いサービスを展開し、お客様

の環境戦略の設計から施工までサポートしています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

各家庭・店舗・オフィス・市区町村などの幅広い顧客と、15 事業所・グループ企業 26 社それぞれの技術、複数の事

業の柱がつくる、景気に左右されない安定した事業構造です。 

主な募集職種（名） 総合職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 （例）営業職：顧客先訪問、打ち合わせ、日程調整、書類作成、現場立ち合い 等 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 7 2   千葉商科大学、千葉工業大学、千葉経済大学 等 

専修学校卒 0 0   10  千葉県立農業大学校 

高卒 1 0   千葉県立行徳高等学校、千葉県立市川工業高等学校 等 

研修制度 

新人研修 

新入社員研修 

我が社の成り立ちや業務、ビジネスマナー、現場実習、施設見学等を入社後

1 か月かけて行います。 入社前準備： 

資格、経験など 
特になし 

社員研修 
階層別研修、IKE アカデミー 

配属先・等級階層別に研修を行っております。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
ベネフィットステーション、共済会 公的認定 ISO14001:2015 

 

カナ エヌアイデイエムアイ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 NID・MI 千葉市・香取市 無 総務課 [    ] 横田 裕昭 

HP アドレス https://www.nidmi.co.jp/ 連絡先電話番号 043-382-3001 連絡先メール saiyou@nidmi.co.jp 

当社が求める人物像 

“ 職 人 ”自ら身につけた熟練した技術によって、手作業で物を作り出すことを生業とする人を“職人”と呼びます 

プログラマーやシステムエンジニアも職人です。自分自身の技術力を磨き、探求し続けることができる人財をＮＩＤ・

ＭＩは求めています 

事業概要 
ソフトウェア開発、ソフトウェアパッケージ開発 

システムインテグレーション、コンピュータシステム運用管理、データ・エントリー・サービス 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

1967 年、千葉県の佐原市(現:香取市)で創業。 

以来、約 50 年に渡り千葉や茨城の官公庁や企業のインフラ開発、データエントリー業務を行ってきました。 

創業以来、黒字経営を行い東証スタンダード上場の NID のグループ会社として磐石の経営基盤を築いています。 

現在は千葉市美浜区の千葉事業所（本社）、佐原事業所と二つの拠点で活動。 

主な募集職種（名） 
①システムエンジニア（SE）・プログラマー（PG） 

②データ入力・BPO 作業及び業務管理 

インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
①ソフトウェア開発、ソフトウェアパッケージ開発 

②データ入力・BPO 作業及び業務管理 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 3 13 大卒専門 日本大学,千葉工業大学, 東京情報大学, 和洋女子大学, 神田外語大学 

専修学校卒 2 2 
合わせて 

18～20 
船橋情報ビジネス専門学校, 国際理工専門学校, 千葉情報経理専門学校 

高卒 0 0 3  

研修制度 

新人研修 
内定者向け研修 

3 カ月間に渡る新入社員研修＋フォローアップ研修 入社前準備： 

資格、経験など 

無し 

社員研修 階層別研修、技術研修、プロジェクト報告会、合格祝金支給制度 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・軟式野球、フットサル、テニス、バスケットボールの 4 つ同好会 

・ファミリー参加型の BBQ 大会、NID シンポジウム 

・地域貢献の一環として、香取市佐原で開催される「佐原の大祭」にボラン

ティアとして毎回参加しています。 

公的認定 

千葉県社員いきいき!元気な会

社”宣言企業 

千葉県男女共同参画推進事業所

表彰 千葉県知事賞 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ エヌテーアクアツインズ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 エヌテーアクアツインズ 株式会社 千葉県佐倉市 無 総務部 [採用担当] 岡田・本間 

HP アドレス https://www.wash.co.jp/nt/ 連絡先電話番号 03-3747-1321 連絡先メール h.honma@nt-aqua.co.jp 

当社が求める人物像 ・真面目にコツコツと取り組める方  ・チームワークを大切に出来る方 

事業概要 企業向けクリーニング・リネンサプライ事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

タオルやシーツ、制服などをクリーニング付きで貸出をするリネンサプライ業を行う会社です。 

国内外大手航空会社、ホテルなどの華やかな業界のお客様をクリーニングの面から陰でサポートしています。 

主な募集職種（名） 総合職【クリーニング工場内生産業務】（約 10 名） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
クリーニング工場にて商品の仕分け、入荷、洗浄、仕上げ、出荷、管理など、商品が工場に入っ

てから出荷されるまでの様々な生産工程に携わっていただきます。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 0 0 6 和洋女子大学、千葉商科大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 1 10 佐倉東高校、佐倉西高校、成田西陵高校、千葉商業高校、大網高校、八街高校 

研修制度 

新人研修 

グループ本部にて、1 週間程度社会人基礎研修を行います。その後 1 年間

に数回、フォローアップ研修を通じてこれまでのふり返りを行い、日々の業

務に活かしていただいております。 入社前準備： 

資格、経験など 

特にありません。 

学部学科不問 

社員研修 
若手社員研修、新入社員受入研修、幹部候補生研修など、それぞれのステッ

プアップに合わせた研修があります。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・新年会（長岡市にて芸能人を招いてのグループ全体の大規模な会です） 

・忘年会（お客様のホテルにて美味しい食事で乾杯します） 

※全て会費無料です！コロナウイルスの影響で現在全て中止しています。 

公的認定 
 

 

 

カナ エヌビーエスロジソル 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ＮＢＳロジソル 
木更津市  

八街市 

有 

(関東内営業

所有るかも) 

人材戦略  

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
[担当] 谷口 和美  

HP アドレス http://nbsnet.co.jp/ 連絡先電話番号 048-987-2400 連絡先メール ktaniguchi@nbsnet.co.jp 

当社が求める人物像 「向上心」「協調性」「チャレンジ精神」を兼ね備え、会社と共に成長していける人 

事業概要 
総合物流サービス業(各種トラック輸送・コンテナ輸送等の運送業務、倉庫保管、運営業務、通関業務、物流コンサル

ティング業務、引越サービス 等) 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

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。 

主な募集職種（名） 事務系総合職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
配車、倉庫管理、営業、管理・企画：総合物流サービスにおける様々な業務をジョブローテーシ

ョンを経験し､将来的にはマネジャー職･幹部職を目指していただきます。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 3 5 6  

専修学校卒     

高卒 2 2 6  

研修制度 

新人研修 
新入社員研修（社会人としての基礎を学ぶ機会-就業規則、基本的なビジネ

スマナー、物流関連の講義や施設、営業所の見学 等） 入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

特になし 

社員研修 新任所長研修、選抜研修、フォローアップ研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
借上げ社宅制度、資格取得支援制度、通信教育制度、趣味支援制度 公的認定 

 

特になし 

 

http://nbsnet.co.jp/
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ エフケイ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 エフケイ 酒々井町 有 管理部 
グループリーダー 

馬杉 康明 

HP アドレス http://www.efukei.co.jp 連絡先電話番号 043-496-4169 連絡先メール y-masugi@efukei.co.jp 

当社が求める人物像 

要領の良さは求めません。裏表なく仕事に取り組める方を求めます。 

これまで勉強や趣味、アルバイト等、何でもいいので一生懸命取り組んだ経験を語れる方はぜひご応募ください。 

近年は女性の採用を積極的に行っています。 

事業概要 
当社はファミリーマートで販売しているカップ・グラス・袋氷は 100％、アイスコーヒー用氷は 60％を供給してい

る業界２位の製氷メーカーです。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

ファミリーマートで販売している氷商品をほぼ 1 社で供給している業界 2 位の製氷メーカーです。 

業績は安定しており、32 年連続で黒字決算を達成しています。 

残業は月 5 時間未満と働きやすい環境です。 

社員を大切にする家族的な雰囲気の会社です。 

主な募集職種（名） 生産管理職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
自動化された製氷工場において、製造工程全般に携わります 

具体的には・・・機械設備の維持管理、派遣労働者の管理、生産効率向上の提案等 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 2 1 3 千葉経済大学、千葉工業大学 

専修学校卒 0 0 0 ポリテクカレッジ 

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 

入社後は 6 カ月間、管理部に所属して新人研修を行います。 

その期間に業務必要な資格の取得や工場での業務に慣れてもらいます。 

研修中は毎月、管理部やメンターとの面談を実施しフォローます。 入社前準備： 

資格、経験など 

要普通自動車運転免許 

※AT 限定可 

社員研修 
毎年、外部の講師を招聘し、報連相やマネジメント等のビジネススキルに関

する研修を行っています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

誕生月には 1,0000 円の手当を支給 

奨学金返済支援制度あり（最大年間 18 万円支給） 
公的認定 

 

 

 

カナ オクヤマ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 奥山 千葉市若葉区 無  [代表取締役] 奥山栄臣  

HP アドレス https://co-okuyama.co.jp 連絡先電話番号 043-232-0511 連絡先メール 
okuyama-s@co-

okuyama.co.jp 

当社が求める人物像 誠実に物事に対応し、一つのことに粘り強く取り組める方 

事業概要 建築設計・施工・施工図・各種清掃工事・ケレン・養生工事・養生材料の販売・不動産取引業・労働者派遣事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

千葉県内では草分けとして早くから美装工事や施工図作成の業務を行い、大手ゼネコン５社はもとより、中堅・地場

ゼネコンまで幅広い取引先を持つことで安定的に受注があり、売上高も順調に伸びています。高い技術を有した社員

を多く抱えることで、取引先より「奥山に安心して任せられる」という高い評価をいただいています。 

主な募集職種（名） 美装工事（養生・クリーニング工事）／設計職（設計・施工図業務） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 美装工事：建築現場内でのクリーニング（清掃）／設計職：建築施工図の作成 
有（１DAY 及び１

WEEK） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒    千葉大学・千葉工業大学・日本大学 

専修学校卒    国際理工 

高卒    東総工業・京葉工業・明聖高校・桜林高校・八街高校・市川工業 

研修制度 

新人研修 
１～３か月程度、社外での研修及び社内での OJT を活用した研修を行い、

マナーや道具の使い方、作業手順などを学びます。 入社前準備： 

資格、経験など 

建設業に関するニュース

を読んだり、建物を気に

して見るようにしてくだ

さい。 社員研修 
マナーからビジネススキルの研修をオンラインで提供しています。各種勉強

会や現場見学会などを定期的に行っています（設計職） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

全国各地の宿泊施設を有す東急ハーヴェストクラブ・従業員対象の医療保険

（入院時）・リーダー会の芋煮会などの行事（設計職） 公的認定 
ちば SDGs パートナー 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ カンツール 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 カンツール 千葉県松戸市 有  総務課 [採用担当] 三嶋星斗 

HP アドレス 
https://kantool.co.jp/recruit_gr

aduate/ 
連絡先電話番号 03-5962-3240 連絡先メール Info-saiyou@kantool.co.jp 

当社が求める人物像 目標に向け真摯に努力できる方、相手の立場に立って物事を考えられる方。 

事業概要 全国の官公庁、下水道・排水管維持管理業者への調査用カメラ等維持管理機材の販売、開発、リース、輸入。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業 70 年のうち、66 年が黒字経営の安定企業。 

年間休日 128 日（2022 年度）、ワークライフバランスの両立が出来る会社。 

主な募集職種（名） 法人ルート営業職、技術職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
全国の官公庁、下水道・排水管維持管理業者への商品の紹介、販売。 

新商品の開発、修理サービスの提供。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 1 3 3 江戸川大学、流通経済大学、千葉商科大学、千葉工業大学 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 6 ヵ月間の現場研修を含む 2 年間の新人研修制度。 
入社前準備： 

資格、経験など 

運転免許証（AT 可） 

社員研修 定期的な商品・業界に関する勉強会の開催。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

永年勤続表彰、社員旅行。 

公的認定 
 

 

 

カナ ケイセツコウギョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 京 設 工 業 株 式 会 社 千葉市習志野市 有 総務課 [課長] 石井寛人 

HP アドレス https://www.keisetsu.co.jp/ 連絡先電話番号 
047-453-7711 

090-2424-8516 
連絡先メール h_ishii@keisetsu.co.jp 

当社が求める人物像 
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』、『常に向上心を持って学んでいる人』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。 

事業概要 各種ソフトウェア開発、機械設計、電気・電子回路設計、製品設計、DTP 業務 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

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６０年を迎え、各設計・開発分野（ソフト、機械・製品・電気設計）の職種が豊富です。 

主な募集職種（名） ①ソフトウェア開発 ②機械・製品設計 ③電気・電子回路設計 ④ＤＴＰ業務 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

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 

②ＣＡＤ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 

④Illustrator、Photoshop、InDesign 等を使用したＤＴＰ業務 

有り 

※ＣＡＤを使用した 

機械・製品等の設計 

業務 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

202１年度 202２年度 202３年度 

大卒 １ １ 

10 

千葉工業大学、日本大学、東京情報大学 

専修学校卒 0 ２ ポリテクカレッジ千葉（千葉職業能力開発短期大学校） 

高卒 0 0  

研修制度 

新人研修 
新入社員研修（社内外での教育訓練）、及びソフトウェア・各種設計等の 

技術研修（社内各事業所/部門）、他 

入社前準備： 

資格、経験など 

各分野の技術系の資格 

取得を推奨。 

※資格手当制度あり 

（３千円～７千円／月） 社員研修 

ソフトウェア、及び各設計・開発分野（機械、製品、及び電気設計、他） 

の社内研修、外部講習、及び e ラーニング（Ｗｅｂ）等による技術研修 

※ISO9001、ISO14001 の品質・環境の各マネジメントシステム 

（国際規格）の教育訓練プロセスを運用 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
社員旅行/慰安旅行 ※2017 年度～2019 年度の実施実績あり 公的認定  
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 
カナ コウイキコウソクネットニイキュウロク 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 広域高速ネット二九六 佐倉市、酒々井町 無 
管理本部 

総務部 
[採用担当] 木場 

HP アドレス https://www.catv296.co.jp 連絡先電話番号 043-497-0296 連絡先メール saiyou@catv296.co.jp 

当社が求める人物像 ・常に前向きにチャレンジできる人  ・チームワークを大切にし協調性がある人 

事業概要 

当社は 1987 年 10 月に全国に先駆けて、佐倉市に都市型ケーブルテレビとしてスタートしました。テレビサービ

ス、インターネットサービスや、固定電話サービスは多くの方に親しまれています。現在では、ＦＴＴＨ化（光サービ

ス）や、ＭＶＮＯ事業、光コラボレーション等の新規事業にも取り組んでおります 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

佐倉市をはじめ、千葉県内１５市町を事業エリアとして、地域密着のケーブルテレビ局です。 

地域のブロードバンドのリーディングカンパニーとして躍進しています。 

主な募集職種（名） 営業職、技術職、事務職、放送制作職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
当社サービスの提案を行う営業職、お客様のお困りごと解決や、設備の保守を行う技術職、バッ

クヤードで課金入力業務等を行う事務職、番組を制作する放送制作職があります。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 4 6 

15 

千葉経済、東京情報、東京成徳、千葉商科、敬愛、和洋女子、千葉工、聖徳、麗澤、

日本、城西国際、帝京平成、順天堂、国際武道、流通経済 

専修学校卒 2 0 
船橋情報ビジネス、千葉経済大学短期大学部、東京 IT 会計、大原簿記公務員、東

京経営短期大 

高卒 0 4 
佐倉西、佐倉南、佐倉東、犢橋、成田西陵、富里、八街、流山南、大網、東総工業、

東京学館船橋、他 

研修制度 

新人研修 
新入社員研修（外部、内部）、接遇研修、 

新入社員フォローアップ研修、部門実地研修、他 入社前準備： 

資格、経験など 

運転免許は入社前の取得

が望ましい 

入社後、資格取得支援制

度があります。 社員研修 階層別研修、職種別研修、コンプライアンス研修、マネジメント研修、他 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・自社サービスが半額で利用できる社員モニター制度 

・福利厚生サービス「まとめて福利厚生」 
公的認定 

 

 

 

カナ コウエイネンリョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 興栄燃料 株式会社 
千葉市、佐倉市 

習志野市、八千代市 
有 総務課 [採用担当] 髙橋英雄 

HP アドレス https://koei-e.jp/ 連絡先電話番号 
043-242-3221 

 
連絡先メール info@koei-e.jp 

当社が求める人物像 

〇お客様に喜ばれる仕事がしたい。 

〇知恵と工夫を活かせる仕事がしたい。 

〇オンもオフも両方、充実させたい。 

事業概要 石油製品（ｶﾞｿﾘﾝ･LPG）、太陽光、電気の販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社は、昭和２２年に薪炭の卸業からスタートした創業７3 年の千葉県下に事業展開する老舗企業です。 

これまでの石油製品を中心とした既存事業は、私たちの暮らしに深く浸透しており、これらのシェア拡大を図るとと

もに、これからの社会にマッチした新しい事業展開も推進中です。 

今後もサービスを主体に、ニーズに合った付加価値を提案し、よりよい地域社会づくりに貢献したいと思います 

主な募集職種（名） ガソリンスタンドスタッフ。 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 カーケア商品の販売、乗用車の整備等 
無 

 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 0 0 0  

専修学校卒 0 1 0 中村学園 

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 
新入社員研修 

新人フォローアップ研修 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許。 

（AT 限定可） 
社員研修 

月２回の商品勉強会、外部研修 

店舗内販売ミーティング 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

フォントの大きさは、なるべく変更せずに 3～4 行でまとめてください。 

公的認定  

mailto:info@koei-e.jp
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ サイプレスソリューションズ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 サイプレス・ソリューションズ 
千葉市中央区 

及び近郊 
無 人事総務部 [採用担当] 佐藤 萩乃 

HP アドレス https://www.cypress-sol.co.jp/ 連絡先電話番号 03-3245-1311 連絡先メール recruit-east@cypress-sol.co.jp 

当社が求める人物像 
文系・理系は問いません。言語の経験・未経験も関係ありません。大切なのは、コミュニケーションと主体性です。自

ら学ぶ姿勢をもって、周りと協力しながらお仕事をしたい方をお待ちしております。 

事業概要 

創業以来 48 年、製造業から流通業、医療、官公庁まで、長年日本の基幹ビジネスを支えてきた業界屈指の歴史を持

つ老舗 IT 企業です。システムコンサルティングからアプリケーションの開発および保守・運用までトータルソリュー

ションを提供しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

様々な業界・分野のシステムの企画・提案・開発・保守運用を行います。将来はリーダーやマネージャーとしてマネジ

メントや管理業務にも携わることが可能です。大手グループ（ＴＣＳ）に属し、ビッグプロジェクトへの参画も可能

です。今後、AI,、IOT、5G、データサイエンス等の最先端分野にも力を入れます。 

主な募集職種（名） システムエンジニア（ＳＥ）、プログラマー（ＰＧ） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 システム開発およびコンサルティング、インフラ設計および構築・保守・運用 有  

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 21 14 30 千葉商科大学、千葉工業大学、東京情報大学 

専修学校卒  2 未定  

高卒     

研修制度 

新人研修 新入社員導入研修、情報セキュリティー教育、配属先での研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

不問 

社員研修 E-learning、フォローアップ研修、管理職研修 等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

育児短時間勤務の制度：小学校卒業まで適用。 

テレワーク手当、資格取得一時金、資格取得手当 
公的認定 

 

 

  

カナ サドシマ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 佐渡島 浦安市 有 管理本部 [採用担当]扇子（おおぎ）  

HP アドレス http://www.sadoshima.com 連絡先電話番号 03-3552-7921 連絡先メール 
oogi.takahisa@sadoshima.co

m 

当社が求める人物像 前向き志向で吸収力、自走力のある方です。 

事業概要 『鉄・非鉄の専門商社×メーカー』として、社会や経済の基盤を支えて来た企業です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業 145 年の歴史の上に、2019 年に就任した 40 代の現社長のもと、失敗を恐れずにスピード感を持って新たな 

ことに挑戦出来る社風です。 

主な募集職種（名） 総合職（法人ルート営業） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
お客様のニーズに合わせて建材などを提案するルートセールスです。グループ会社の持つ加工 

技術を含めて素材の調達～加工まで提案することも！ 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 5 7 9 神田外語大学、千葉経済大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 
10～14 日間ほどのプログラムがあります。座学だけでなく大阪・東京・ 

千葉の営業所や工場見学、懇親会など。 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

色々なことに興味を持っ 

たり、思い切り遊んで

「人」としての魅力を高

めて下さい。 
社員研修 ４年目、８年目、管理職研修や実務に応じた営業向けの研修など。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

手厚い借上社宅制度があります。 

家賃・水道光熱費込みで月５千円で一人暮らしが可能です！新入社員は全員 

が利用しています。 

公的認定 
 

 

 

mailto:oogi.takahisa@sadoshima.com
mailto:oogi.takahisa@sadoshima.com
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ サンキコウギョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 三輝工業 株式会社 佐倉市／八街市 
長期の 

出張あり  
業務課 高橋萌花 

HP アドレス http://sanki-kogyo.com/ 
連絡先電

話番号 
03-3667-3041 

連絡先 

メール 
recruiting@sanki-kogyo.com 

当社が求める人物像 
〇専門性を身に付け、モノづくりに興味関心が高い方   

〇資格を活かしたキャリアを目指したい方 〇仲間を大切にできる方 

事業概要 
• 超純水・純水製造設備／工場排水・電力・水処理プラント／一般ケミカルプラントの 

• 据付と配管工事 弊社工場等によるラックスキッド組立・モジュール化 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

設立から 40 年以上、国内のプラント・製造工場に向けて、数々の水処理施設を施工 

してきました。全国の半導体・液晶プラント、化学プラント、火力発電所、浄水場等で、 

当社が製造し、設置工事を施工した水処理施設が活躍しています。 

主な募集職種（名） 技術系総合職（施工管理／プラント製品製造／CAD） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
水処理施設の建設における管理業務全般から CAD、図面作成、 

書類作成など幅広くお任せします。 
有  

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 1 2 2 千葉商科大学・中央学院大学・日本大学・千葉職業能力開発短期大学校 他 

短大卒 ０ 1 0  

高卒 ０ ０ ０  

研修制度 
新人研修 新入社員研修、技術研修 入社前準備： 

資格、経験など 

 

普通自動車免許 

があれば尚可 
社員研修 資格取得支援制度 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

住宅、扶養、通勤 
公的認定 

 

 

 

カナ サンコー・エア・セルテック  千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 サンコー・エア・セルテック株式会社 
成田市（空港内外） 

山武郡芝山町 

船橋市、市川市 

有 人事部 [人事部長] 池川博幸 

HP アドレス  https://www.sanko-as.co.jp/ 連絡先電話番号  03-3234-1399 連絡先メール  h-ikegawa@sanko-as.co.jp 

当社が求める人物像 強い信念と、チャレンジ精神を持って 仕事（業務）に取り組む人。 

事業概要 

【航空関連事業】①航空機機体クリーニング及び客室整備（ＪＡＬ国内線・国際線） ②航空機製造（ボーイング機種

の主翼・胴体の組立・検査） ③国際航空貨物取扱い及び通関関連事務（空港内外の倉庫における航空貨物の搬入・蔵

置・引渡） ④機械設備・物流機器整備（自動搬送装置、コンベア、産業用ロボットなどの保守点検） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

取引先顧客は大手の航空会社、重工、貨物運送事業者（フォワーダー）、機械メーカーです。若手従業員が多く在籍し、

自社の教育訓練施設を完備し基礎訓練を通じて知識・技術を習得し第一線で活躍。航空業界・物流業界で幅広く事業

を展開しており、社内でのキャリアチェンジやスキルアップが実現可能です。 

主な募集職種（名） ①航空機機体クリーニング及び客室整備 ③国際航空貨物取扱い ④機械設備・物流機器整備 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
①飛行機の洗浄、客室床のカーペットや座席シートカバー交換など ③輸出入航空貨物の授受、 

保管、航空機機材への積込み・解体など ④機械設備や物流機器の定期点検、部品交換など 
有 

(職場見学・実習体験、他) 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 9 6 20 東京情報大学、明海大学、千葉商科大学、千葉工業大学、流通経済大学、他 

専修学校卒 13 18 40 国際ﾄﾗﾍﾞﾙ・ﾎﾃﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校、千葉情報経理専門学校、他 

高卒 11 7 40 県立清水高校、県立千葉工業高校、県立八千代西高校、県立市原緑高校、他 

研修制度 

新人研修 
新入社員研修（入社時）、フォローアップ研修（入社３ヶ月後） 

 入社前準備： 

資格、経験など 

③普通自動者免許(尚可) 

④普通自動者免許(必須) 

 

※経験は不要 社員研修 
中堅社員研修、管理監督者研修、メンタルヘルス研修 

世話役研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

独身寮完備（成田市本三里塚）、資格取得支援制度あり、世話役制度あり 

（入社後３ヶ月間先輩社員が相談役となり業務面・生活面をフォロー） 公的認定 ・特になし 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ サンリツ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 サンリツ 
八千代市・千葉市 

船橋市・流山市 
有 総務部 [   ] 中村麻衣 

HP アドレス http://www.san-g.com/index.html 連絡先電話番号 047-487-2882 連絡先メール m-nakamura@san-g.com 

当社が求める人物像 
・笑顔で挨拶ができる元気な人 

・何事にも積極的にチャレンジできる人 

事業概要 

千葉県を中心に、関東圏内で臨床検査事業を営んでいます。メインは血液検査や尿検査などの検体検査ですが 

グループ会社では食品環境検査や動物検査、動物医薬品卸、動物用ワクチンまで幅広く事業を展開しています。 

サンリツグループが一丸となり、地域医療や健康的な生活づくりに貢献しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

お客様は医療機関から学校、市役所など多岐にわたり、千葉県内では臨床検査センターとして No.1 のシェア率を 

誇ります。役職や年齢関係なく和気あいあいとした雰囲気であり、この社風に惹かれて入社を決める学生も少なく 

ありません。今の医療にかかせない臨床検査は、必ず誰かの役に立つことができる仕事です。 

主な募集職種（名） 営業職・検査職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
営業職：検査物の回収や検査結果のお届けを行うルート営業または店舗の衛生点検 

検査職：臨床検査、食品検査、動物検査 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 14 15 15 千葉工業大学、敬愛大学、東邦大学、国際医療福祉大学 他 

専修学校卒 1 1  船橋情報ビジネス専門学校 

高卒     

研修制度 

新人研修 
入社後、約 2 週間の新入社員研修を実施します。社会人基礎教育や 

各部署での実務研修を通して医療人としての自覚を育みます。 入社前準備： 

資格、経験など 

営業職：運転免許必須 

    学部学科不問 

検査職：臨床検査技師が 

取得可能な学部 

または理系学部 
社員研修 

入社半年後と入社 1 年後に、それぞれフォローアップ研修を実施します。 

不安や悩みの解消、モチベーション UP を目的としています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

慶弔休暇・産前産後休暇・育児休業・介護休暇・裁判員休暇 完備 

社内での予防接種あり・企業内保育園あり・借上げ社宅制度 

健康診断受診項目数の充実（毎年 32 項目） 

公的認定 
 

 

 

カナ サンワテレム 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 三和テレム 松戸市 有 総務部 [副部長] 藤倉俊秀 

HP アドレス https://www.sanwa-telem.co.jp 連絡先電話番号 047-388-2255 連絡先メール recruit@sanwa-telem.co.jp 

当社が求める人物像 

地道に技術力をたくわえることのできる方、何かをつくりあげることに喜びを見いだせる方。人とのコミュニケーシ

ョンを大切にし、自ら考え、行動を起こすことのできる人を歓迎します。個人の力には限界があるが、多様な個性を

持った一人ひとりの力をかけ合わせることで、新たな力が生まれることを理解しており、人と共感し、協働すること

のできる人を希望します。 

事業概要 
「人をつなぐ」事業～街の情報通信インフラの発展に貢献しています：情報通信エンジニアリング事業、IT ソリュー

ション事業、ファシリティ事業、電気通信工事業、電気工事業、建物総合管理、ビル建物の IoT 化事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

事業そのものが社会貢献です。創業 50 年。情報通信技術ならびにファシリティソリューションが生み出す新たな価

値を通じて、お客様に安心と喜びを提供し、豊かな社会の発展に貢献しています。最近は、地震と建物のモニタリン

グシステム構築やスマートホーム化ソリューション（IoTele.jp）などの新規事業にも取組んでいます。 

主な募集職種（名）  総合職、技術職 ※出身学部に関わらず文系、理系ともに活躍できます！ 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
情報通信設備の施工、設計、保守に関わる実務スキルを身につけたのち、IoT に関する受注案件

のプロジェクトマネジメントを担当していただきます。将来の幹部候補です。 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 1 2 2 江戸川、聖徳、千葉経済、千葉工業、中央学院、日本、流通経済、麗澤、他 

専修学校卒 1 0 1 大原簿記公務員専門学校千葉校、船橋情報ビジネス専門学校、他 

高卒 2 2 2 
市川工業、市川東、市立松戸、清水、流山、流山北、松戸国際、松戸六実、拓殖大

学紅陵、他 

研修制度 

新人研修 
ビジネスマナー、社会人基礎力、技術研修等。詳細は下記 URL に掲載 

http://www.sanwa-telem.co.jp/recruit/hrdevelopment/ 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許（内定～入

社までに取得、AT 車は限定

解除） 

※他の資格は入社後に順々に

取得。奨励金制度有。 
社員研修 

・各種外部セミナーの受講 

・協力会社の社長たちと同席の、士業や専門家が登壇する勉強会 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・福利厚生施設として、全国の会員制高級リゾートホテルを利用できます

（リゾートトラスト社ベイコート倶楽部、エクシブ） 

・社員旅行（北海道、京都・琵琶湖、愛媛松山・道後温泉等、ただしコロナ

禍のため近年見送り中）。 

公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業、ちば SDGｓパート

ナー 

 

http://www.san-g.com/index.html
mailto:recruit@sanwa-telem.co.jp
http://www.sanwa-telem.co.jp/recruit/hrdevelopment/
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ ジャンガ テック 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ジャンガ・テック 千葉市美浜区 無 管理部 [採用担当] 松居朋恵 

HP アドレス https://www.janga.co.jp/ 連絡先電話番号 043-213-3501 連絡先メール jinji@janga.co.jp 

当社が求める人物像 
ジャンガから社会貢献するやる気のある方、自分の意見を言って実行できる出る杭、前向きにチャレンジしていける

方  

事業概要 

○ＡＩによる人事・労務業務自動化システム＆サービス提供 

○顔認証による入退管理・受付け管理システム提供 

○請負受託システム設計、開発、運用 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

○日本一早く個客識別マーケティングを実施、１０年以上の実績 

○日本初バックオフィスシステムクラウド化、２０年目のＩＴ企業 

○女性も活躍している企業です。 

主な募集職種（名） 提案営業、SE 補佐 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
【提案営業】オンライン等で資料説明にチャレンジできる方 

【ＳＥ補佐】既存のお客様へ進捗確認電話、マニュアル修正、テスト等 
○有  無 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 0 2 14 千葉工業大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 2 2 一宮商業高校、千葉商業高校 

研修制度 

新人研修 あり（ＯＪＴ） 
入社前準備： 

資格、経験など 

特にありません。 

必要なのは３年後もジャ

ンガではたらくというや

る気です。勉強会あり。 社員研修 あり 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・月 1 回の勉強会、トップによる勉強会 

・各種イベント（社員旅行、Ｚｏｏｍ飲み会、BBQ など） 

・新入社員による部活動 

公的認定 
 

 

 

カナ シンエイ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 新栄 船橋市 無 総務部 [ 部長 ] 金子 孝 

HP アドレス https://shinei-p.co.jp 連絡先電話番号 047-439-5211 連絡先メール takashi.kaneko@shinei-p.co.jp 

当社が求める人物像 

『モノづくり』に興味がある方であれば、文系・理系は問いません。現に、新卒入社の約 8 割は文系大学出身者です。

小さな部品を作るという地味な仕事ですが、当社のメンバーは明るくポジティブ！何故なら、『モノづくりで世界中の

人々を笑顔にする！』というロマンを掲げているから。同じ価値観を持っている方が、当社にピッタリです！ 

事業概要 
１． 各種 OA 機器・車両・インテリア・工業向け機器の特殊部品製造 

２． 各種機能性材料及び両面粘接着テープの総合加工販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

家電・OA 機器・自動車など、暮らしに密接にかかわる製品に使われる精密部品を、多品種少量生産による短納期対応

を行うことで、価格競争に巻き込まれないビジネススタイルを確立。小さな会社だからこそ One Team となり、国内

顧客のニーズを正確につかみ対応する、柔軟な適応力が魅力！ 

主な募集職種（名） 総合職(営業・営業事務、製造、品質管理、総務・経理等) 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
入社した最初の配属は、全て生産部門(製造・品質管理)での業務となります。当社のモノづくり

業務を経験したうえで、営業部門や総務部門への異動が可能になります。 

有 

(夏 5 日、冬 1 日) 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 2 1 3 千葉工業大学、千葉商科大学、東邦大学、和洋女子大学、聖徳大学他 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 入社前内定者研修、通信教育、社内外新入社員研修(Off-JT、OJT)ほか 
入社前準備： 

資格、経験など 

営業職希望の方は、普通

自動車免許(AT限定可)が

必須 

社員研修 フォローアップ研修、ステップアップ研修、スキルアップ研修ほか 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

リンパマッサージ(週 1 回)、福利厚生倶楽部加入、ドリンクサーバー設置、

賃貸住宅斡旋制度、社員懇親会(新年会、納涼会、納会等) 公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

ISO9001 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ シンワサンギョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 信和産業 株式会社 八千代市 無 総務課 [    ] 国分良子 

HP アドレス https://shinwa417.co.jp/ 連絡先電話番号 047-458-5811 連絡先メール r-kokubu@shinwa417.co.jp 

当社が求める人物像 

弊社の仕事はどの部署においても”チーム”で行います。よって「みんなで話し合い、仕事を進める協調性」がある方 

毎年のように新しい設備の導入などいろいろな事にチャレンジする社風なので、「今迄の方法よりも、より良い方法を

考える改善意欲」のある方 を求めております。 

事業概要 食品パッケージの製造・販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

平成 18 年 7 月に設立したまだ若い会社ですが、毎年のように新しい設備を導入し、技術力・生産力を向上させてお

ります。お取引先が大手食品メーカーなので、安定性が高く、転勤も基本ないので千葉県で長く・安定した仕事をす

ることが出来る会社です。 

主な募集職種（名） 生産職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
生産職：生産設備を操作し、フィルムの印刷や加工を行います 
 

有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 3 8 3～6 日本大学、國學院大學、千葉工業大学、獨協大学、亜細亜大学、専修大学 

専修学校卒 3 5 2～5 日本工学院、船橋情報ビジネス、大原簿記、国際理工情報デザイン 

高卒 7 10 4～9 八千代西高校、船橋二和高校、千葉工業高校、船橋高校、船橋古和釜高校 

研修制度 

新人研修 

入社後、約 2 週間社内にてほぼすべての部署を回り・研修を行います。また

同時並行で社会人としてのマナー・報連相、食品パッケージの基本を座学で

学んで頂きます。 入社前準備： 

資格、経験など 

特にございません。 

ただ出来ればアルバイト

や部活・サークル活動な

ど集団で物事に取り組ん

でほしいです。 社員研修 社内外の研修を積極的かつ計画的に実施しております。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

行事：毎年 新年会・ボウリング大会・バーベキュー大会、2 年ごとに社員

旅行を行っております。その他 半年ごとに部署ごとでコミュニケーション

会という食事会を会社負担で行っております。 

公的認定 

“社員いきいき！元気な会社”

宣言企業 

 

 

カナ スカイカーゴビジネス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 スカイカーゴビジネス 成田市 有 業務部 [ 部長 ] 星 祐一 

HP アドレス 
http://skycargobusiness.rexw.j

p 
連絡先電話番号 0476-90-5652 連絡先メール y.hoshi@skycargo.co.jp 

当社が求める人物像 
責任感があり、周囲の者と協調して作業を行なうことが出来る方。また、将来、業務の中心的なポジションを目指し、

リーダーシップを発揮したいと考えている方。 

事業概要 輸出入される航空貨物の仕分け、個数等の確認業務及び、フォークリフトを使用しての積みつけ、取り下ろし業務 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

輸出入される航空貨物は、人々の生活に欠かせない物ばかりで、日本と世界の国々との間で行き交う物を取り扱って

います。したがって、高価な物が多く、荷主様の要望を満たすべく、安全第一で作業を行なっています。 

主な募集職種（名） 航空貨物取扱い作業 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
航空貨物の行先、個数等の確認。航空機に搭載出来るよう、コンテナへ貨物を入れたり、到着し

たコンテナから貨物を取りだす作業 
 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 4  2 日本大学・東京成徳大学・江戸川大学 

専修学校卒  1  国際理工情報デザイン専門学校 

高卒   2 成田西陵高校・千葉玲眼高校 

研修制度 

新人研修 入社時、航空保安教育・危険品教育など 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車運転免許証 

社員研修 リーダー研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

湯沢にリゾートマンション 1 室利用可（規定内で補助金あり） 

互助会制度あり（年末年始・夏の懇親会、社員の祝金など） 公的認定 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ スドウデンキセイサクショ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 須藤電機製作所 浦安市鉄鋼通り 有 無 業務部 
[部長] 須藤 智二 

    須藤 昌彦 

HP アドレス http://sudo-ew.co.jp/ 連絡先電話番号 03-3769-6075 連絡先メール tomoji.sudo@sudo-ew.co.jp 

当社が求める人物像 

ものづくりに興味がある方 

受配電盤や制御盤はインフラ設備の一端を担う重要な製品で、多くの部品から構成されている為、 

非常に奥が深いです。ものづくりに興味がある方は是非一緒に働いてみませんか？ 

事業概要 

「受配電盤」や「制御盤」などの設計・製造・販売・現地改造他（全国各地に納入実績あり） 

■受配電盤とは：電力会社から供給された６６００V の電気を、電気機器で使用できる１００V や 

２００V などの電圧に降圧し、電気を安全に分配する設備です。 

■制御盤とは：ポンプやファンなどの機械を制御・操作するための設備です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 弊社は、２０２３年には創業１００周年を迎える老舗企業です。 

 従業員５０名ほどの小さい規模ではありますが、「受配電盤」や「制御盤」において高い技術力を持っており、 

安定的に成長して参りました。 

 次の１００年を目指し、今後も質の高い製品を世の中に提供し続けることで、社会に貢献致します。 

主な募集職種（名）  製造職（浦安市鉄鋼通り） ・ 設計職（港区芝浦） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

 ・設計職：客先や営業部門と、製品仕様の打合せ、図面作成（CAD 使用） 

      構成部品や板金を、製造部門に手配指示 

・製造職：図面を基に、用品取付、配線作業、既設製品の現地改造作業 

有  無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 0 0 1  

専修学校卒 0 0 1  

高卒 0 0 1  

研修制度 

新人研修 

製品・部材の知識習得、図面の読み方、機械や工具の使い方など 

覚えることが多いですが、先輩社員や上司を始め、 

会社全体でバックアップ致しますので、ご安心ください。 入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

不要 

社員研修 
技能検定資格の講座受講（電気製図、配電盤制御盤組立）、 

取引先の工場見学、また社内外の勉強会など 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

■健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金、退職金制度 

■社員旅行、草野球大会、町内会夏祭りの屋台出店等 
公的認定 

 

 

 

カナ ストラクス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ストラクス 
千葉市 

美浜区、花見川区 
有 

総務部 

総務課 
[採用担当] 小川・戸村 

HP アドレス https://www.stracks.co.jp/ 連絡先電話番号 043-270-3811 連絡先メール somu@stracks.co.jp 

当社が求める人物像 
自己成長と社会貢献に向け、何事にも前向きに挑戦していきたい方 

 チームワーク・コミュニケーションを大切にできる方、全学部全学科より募集！ 

事業概要 
『今あるものを活用し、今以上のものに生まれ変わらせる』 

建物を取り壊さず機能的な建物へ生まれ変わらせるリノベーション工事全般(施工管理) 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

「地元千葉で働きたい」を実現できます。 

 性別や出身学部に関係なく先輩社員が多数活躍している会社です！！ 

主な募集職種（名） 施工管理職、営業職、事務系総合職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 改修工事の監督業務、図面や書類作成など 
有 

夏 10 日、冬 1 日 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 7 2 
6 

神田外語大学、敬愛大学、日本大学、和洋女子大学 

専修学校卒 0 1 専門学校国際理工カレッジ 

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 
外部研修(ビジネスマナー等)、社内講義研修、現場同行研修など 

※外部研修は日帰り型、宿泊型を実施(状況により変更有) 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

(AT 限定可) 

社員研修 外部研修(自己啓発)、2 年次研修、若手社員研修など 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

各種社会保険加入、財形貯蓄制度、育児介護休業制度(実績有)、資格試験合

格祝金、各種表彰制度、慶弔見舞金、社員旅行、保養所、定年後再雇用制度、

退職金制度、確定拠出年金(企業型)401k、 

公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業！ 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ タケムラデンキコウジ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 竹村電気 工事株式会社 八街市 有 無 総務部 [課長]  山城啓生 

HP アドレス https://www.tden.jp 連絡先電話番号 043-440-1901 連絡先メール saiyou@tden.jp 

当社が求める人物像 明るくまじめで素直な人、千葉県内で働きたい人、野外が好きな人 

事業概要 東京電力パワーグリッド㈱の送電線の建設及び、保守工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

皆様の快適な暮らしを守る為の最重要インフラである送電線を維持している仕事です。 

自分の携わった仕事が各所にあり、記憶に残るとともに、やりがいと誇りの持てる仕事です。 

当社の技術力と安全への取り組みはお客様にも高く評価されています。 

主な募集職種（名） 送電線設備施工管理者 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 送電線工事の安全管理・品質管理・工程管理を行い、工事を完成まで管理をする 有  無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 ２ ０ ２ 敬愛大学、千葉経済短期大学、帝京平成大学 

専修学校卒 ０ ０ ０  

高卒 ０ ０ ３ 八街高校、成田西陵高校、千葉黎明高校、千葉工業高校、佐倉西高校 

研修制度 

新人研修 
雇入れ教育、電気取扱業特別教育、新入社員研修（外部）、 

フォローアップ研修（外部）、架空送電部門新入社員研修（外部） 入社前準備： 

資格、経験など 

 

普通自動車免許 

（ＡＴ不可） 

社員研修 中堅社員研修（外部） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険（健康・雇用・労災）、厚生年金、退職金（勤続 3 年以上）、 

社員寮有、ＧＬＴＤ保険加入済、定期健康診断（年 1 回） 

社内ＢＢＱ、社員旅行、クラブ活動（野球） 

公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

 

カナ タナベケンセツ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 田辺建設 株式会社 市原市 無 
本社 

管理部 
[採用担当] 大原 薫 

HP アドレス http://tanabe.biz/ 連絡先電話番号 025-544-3333 連絡先メール recruit@tanabe-kensetu.co.jp 

当社が求める人物像 
自ら考え、行動する人（自ら物事を考え、課題解決に向けて行動力をもって取り組む） 

責任感のある人（困難な課題に対しても辛抱強く取り組み、最後まで責任をもってやり遂げる） 

事業概要 
■公園・道路・鉄道・橋梁・港湾等 ■オフィス・商業ビル・マンション・工場等の設計施工、余暇関連事業の開発 

■工場の改修や商業ビル・住宅などのリフォーム  ■土地建物など不動産再有効利用の企画、資産形成への支援 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業以来、お付き合いのある企業様とのお取引が多い為、お客様からの信頼は絶大です。 

近年は、永年に亘る信用の積み重ねにより、新しいお客様をご紹介していただくこが多々あります。 

主な募集職種（名） 建築施工管理職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
建築施工管理の仕事。 

建築は工場内の現場で、新設より修繕工事がウエイトを占めています。 
有 

（1 日間・3 日間） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 2 3 1  

専修学校卒 1 2 1 千葉日建工科専門学校 

高卒 0 1 1 千葉経済高校 

研修制度 
新人研修 

会社概要、就業規則等の説明、現場見学会の社内研修。 

エチケット、マナー等の外部研修。 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

（マニュアル） 
社員研修 安全関連の外部講習等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

企業版 401ｋ、 

借り上げ社宅制度、永年勤続表彰制度、業績表彰制度等 公的認定  

 

 

https://www.tden.jp/
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ チバヨウギョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 千葉窯業 株式会社 
千葉市中央区・ 

柏市・横芝光町 
有 総務本部 [採用担当] 林 拓弥 

HP アドレス http://www.chibayogyo.co.jp/ 連絡先電話番号 043-221-7001 連絡先メール saiyou@chibayogyo.co.jp 

当社が求める人物像 

正直に真正面から向き合うことのできる誠実さ。自分の仕事を最後までやり抜く責任感。困難に直面してもポジティ

ブに考え、立ち向かい、突破する強さ。自分で考え、即実行のできる行動力。相手の話を聞き、自分の意見を伝え、人

の和を作ることが出来るコミュニケーション能力のある方を求めます。 

事業概要 

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。 

当社の製品は災害時の液状化対応、街の美観向上のための電線類地中化、自然にやさしい環境製品など安心・安全な

都市作りに貢献しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

大正 10 年の創業から今年で 100 年。安定した基盤のある会社で働きたい方にピッタリです。千葉を中心に関東各都

府県に事業展開をしており、これまで国土交通省や大手ゼネコンとタッグを組み、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、さまざまな都市開発、インフラ整備に関わってきました。 

豊富な商品ラインナップと顧客の多様なニーズに対応できる柔軟な発想が千葉窯業の強みです。 

主な募集職種（名） 大卒：営業職、技術職  高卒：製造係 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

・営業職：建設工事に使用する各種コンクリート製品の提案営業をします。 

・技術職：コンクリート製品の品質・生産管理を担当します。 

・製造係：コンクリート製品の製造を担当します 

有   

（12-2月 1day開催） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 5 3 10 国際武道大学・千葉工業大学・千葉商科大学・中央学院大学・東京情報大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 10 千葉経済大学付属高校、千葉商業高校 

研修制度 

新人研修 ビジネスマナー研修、工場実習、フォローアップ研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

不問 

社員研修 階層別研修、職種別研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・リゾート施設利用補助制度 

・社内表彰制度 

・資格取得奨励制度 

公的認定 
 

 

 

カナ ティーエスケー 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ティーエスケー 
船橋市 

千葉市美浜区 
有 社長室 [ 室長 ] 髙橋 純一 

HP アドレス http://www.kk-tsk.co.jp/ 連絡先電話番号 043－307-3311 連絡先メール saiyou@kk-tsk.co.jp 

当社が求める人物像 

社員全員が心がけているのが「誠実」という言葉です。その先達の教えを大事にして、何事にも「誠実」で、「素直」

で、「見てみて、聞いてみて、やってみて」の積極的な姿勢のもてる人財。自らを塗り替えることのできる挑戦する 

気持ちのもてる人財。 

事業概要 
建設業の中でも、商業ビル・大型マンション等の既存の建物の大規模修繕工事に特化した会社です。 

地図に残し続ける仕事をしています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業７7 年を超える歴史と伝統のある会社です。長年にわたり多くのお客様に守られ育てられて、これからも進化し 

続け成長する魅力たくさんの会社です。建設業でありながら、大規模改修工事に特化しており、その分野では千葉 

県内をはじめ関東圏内で大きな実績を残している。受注工事で８０％以上が元請工事、９０%以上が民間工事なのも 

当社の強みであります。 

主な募集職種（名） 施工管理職 他 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
入社後全員、大規模修繕工事現場の監督者のサポートとして、当社の仕事を覚えて頂きます。 

配属後は先輩社員と一緒に現場で経験を積み、自分に合った職務をみつける。 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 4 0 ７ 日本大学、千葉工業大学、芝浦工業大学、東京理科大学、敬愛大学、和洋女子大学 

専修学校卒 5 8 ８ 専門学校国際理工カレッジ、中央工学校、東北電子専門学校 

高卒 ０ ０ ０  

研修制度 

新人研修 
入社後一ヶ月の集合研修、入社後には半年試用期間内の現場研修や 

半年ごとに行われるフォローアップ研修の実施等 
入社前準備： 

資格、経験など 

改修工事にかかわる参考

書で用語の解説をよんで

もらえると役立ちます。 

多くの人と接する機会に

触れ経験が豊かになる 

試みをしてください 

社員研修 

全社員全協力会者対象の安全大会の実施・年間二回（７月・１２月） 

全社員全体会議の実施 資格取得のための学校入学、外部研修への参加 

内部フォローアップ研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

鴨川市（千葉県）、鳴沢村（山梨県）に保養所 

社員の親睦を図る場として野球観戦、新年賀詞交歓会（講習会を含む） 公的認定 
「地域未来牽引企業」を 

経済産業省より認定 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ ティーケーケー 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 TKK 株式会社 八千代市 無 総務部 [部長] 佐久間 

HP アドレス www,tkkcoltd.com 連絡先電話番号 047-485-1211 連絡先メール osamu.sakuma@tkkcoltd.com 

当社が求める人物像 ものづくりが好きな人。手に職を付けたい人、失敗を恐れず何事にも前向きにチャレンジ出来る人。 

事業概要 大規模建築用プレキャストコンクリートの鋼製型枠やプラント設備、大規模建築用金物建材等の製造 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創立 50 年を迎えた金属加工製造を行なっているメーカーです。全国で進められている開発・再開発事業に携わって

います。この度の東京オリンピック関連の建造物でも多くの採用実績があります。業界内でも注目の最先端加工機械

を取り揃えた自社工場があります。自社にてモデリング、製作、施工まで自社にて一貫して行うことが出来ることか

ら大手ゼネコンからの相談や依頼も多く、前例のない「ものづくり」にも積極的にチャレンジ可能な技術があります。 

主な募集職種（名） 鋼製型枠の製造スタッフ、CAD 設計スタッフ 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 金属部分の溶接・加工・穴あけ・組立、鋼製型枠・プラント設備・金物建材等の設計  無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 1  3  

専修学校卒 1 1 3  

高卒   5  

研修制度 

新人研修  
入社前準備： 

資格、経験など 

特になし 

社員研修 各種公的資格の取得 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

バーベキュー大会 

社内旅行（ハワイ） 
公的認定 

 

 

 

カナ トウヨウケイビホショウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 東葉警備保障 株式会社 千葉県柏市 有  総務人事部 新津 充久  

HP アドレス https：//toyo-security.jp 連絡先電話番号 04-7147-0110 連絡先メール soumujinji＠toyo-security.jp 

当社が求める人物像 自ら行動し最後まで成し遂げられる人（なんらかの答えが出せる人） 

事業概要  警備業（施設警備 交通誘導警備 イベント警備 セレモニー警備） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 60 代 23％ 70 代 37.6％ という比率で労働者がいます。若い力を必要とする会社です。社長も 41 歳と若く

若い人の大抜擢がある会社ですが創業 44 年の安定企業でもあります。 

主な募集職種（名）  総合職（警備・営業・管理・総務） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  警備職からスタートしていただき、本人の希望と適性を考慮し様々な職種に挑戦できます。   無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 6 5 10 江戸川大学 淑徳大学 麗澤大学  

専修学校卒 2 9 10  

高卒 20 11 20  多数 

研修制度 

新人研修  社会人としてのマナー、警備業に規定されている研修＋警備技術・知識 
入社前準備： 

資格、経験など 

無し 

社員研修  半年に 1 回警備業のフォローアップ研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 有給取得率 100％を目指しています。 

公的認定 

SDGS 健康経営推進による健

康な職場つくり宣言 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ トーホープラス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社  トーホープラス 千葉市中央区 無 管理部 [採用担当] 山口厚志 

HP アドレス https://toho379.co.jp 連絡先電話番号 
043-263-0033 

内線）無し 
連絡先メール ttk@toho379.co.jp 

当社が求める人物像 
人と接することが得意な人、資格取得でプロフェッショナルになりたい人、プロジェクトを動かすことに興味がある

人、管理・監督業務に関わりたい人、当社の業務に少しでも興味が湧いた人 

事業概要 
塗装工事の施工管理（現場監督）が主な事業の会社です。リニューアル・防水・防錆などを目的として、火力発電所・

モノレール・橋梁などの大規模なインフラ設備やマンション・学校の外壁や屋上などの塗装工事を管理します。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業以来、半世紀以上に渡る塗装工事管理の実績・経験・知識があります。そのノウハウを基に、常に最適な方法で工

事できるように取り組んでいます。官公庁案件の工事や、大きな発電所等の工事も継続して請け負っています。社員

が働きやすい環境になるように、働き方改革に取り組んでいるところです。 

主な募集職種（名） 施工管理士（現場監督） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
塗装工事についての書類作成、現場管理、工程管理、生産管理、安全管理、予算管理など、工事

の現場監督を行います。まずは、先輩現場監督の下でアシスタントから始めます。 
有・日程調整し、開催 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 ０ １ １～３ 千葉経済大学 

専修学校卒 ０ ０ １～３  

高卒 １ ０ １～３ 飛鳥未来高校 

研修制度 

新人研修 
社内研修：社会人の基礎について 

外部研修：建設業の基礎について 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車運転免許（AT

可） 

学生生活を精一杯楽しむ 社員研修 
社内外で講師を招き、工事に関すること、塗装に関することなどの勉強会を

実施しています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

千葉ロッテマリーンズの年間チケットが利用できます。 

公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

カナ トニカク 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 兎に角 松戸市、柏市他 有   [代表取締役]山田栄行  

HP アドレス  連絡先電話番号 080-6512-1722 連絡先メール info@tonikaku.co.jp 

当社が求める人物像 
全てに当てはまる必要はありませんが、素直な人・謙虚な人・誠実な人・思いやりのある人・相手の立場に立って考えるこ

とが出来る人・努力できる人・辛抱強い人 

事業概要 ラーメン店等飲食店の運営 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

経営理念「広げよう笑顔の輪を つなげよう兎に角の環で」、社是「ヒト・モノ・カネを大切にする」 

ウチはラーメン屋ではありますが、ラーメンをお客様に提供することが仕事ではありません。 

上記の真の意味が理解できるようになれば、商売の本質というものが肌身でわかるようになります。 

主な募集職種（名） 店長候補・幹部候補 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
店長候補⇒ラーメン店の運営を通じてヒト・モノ・カネの管理手法を習得して頂きます 

幹部候補⇒よりマクロな視点で会社を俯瞰し、会社の舵取りに必要な事柄を習得して頂きます 
 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒     

専修学校卒     

高卒   3 県立松戸南高、県立浦安南高 

研修制度 

新人研修 
自社作成の育成プログラムに沿って商売の心構えや業務を習得（店長昇格ま

で） 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

資格･経験は特に必要ありま

せん。 

社員研修 
自社作成の育成プログラムと並行して、必要に応じて外部講師を招いての研

修の実施 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・各種祝い金（結婚・誕生日・出産・奥様誕生日・永年勤続）規定（5 千円か

ら 5 万円） 

・サービス残業は一切なし（従業員就業規則で規定）、 

公的認定 
 

 

 

mailto:ttk@toho379.co.jp
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ トヨタレンタリースチバ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 トヨタレンタリース千葉 
千葉県内 23 店舗 

のうちいずれか 

（レンタル） 

有 総務部 [採用担当]髙橋・小田島  

HP アドレス 
https://www.trl-

chiba.co.jp/recruit/ 
連絡先電話番号 043-243-4811 連絡先メール saiyou@trl-chiba.co.jp 

当社が求める人物像 

・笑顔・笑声での接客や訪問時のあいさつなど、お客様に寄り添う応対ができる方 

・自分の考えに固執せず相手の意見を柔軟な心で素直に聞く事ができる方 

・常に前向きな姿勢を持ち、より高い位置を目指し続ける姿勢を持っている方                                                                                         

事業概要 

「自動車のリース・レンタル・中古車販売・損害保険代理業務等」 

車は所有することから借りる時代に変わりつつある中、レンタカーとカーリース（長期貸出）の 2 つの事業を通して

お客様の移動をサポートしています。安心のサービスでお客様に選ばれ続ける企業を目指しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

千葉県にレンタカー店舗は 23 店舗！ご自宅から 1 時間圏内の配属です。導入研修で基礎をしっかり学び、配属後は

OJT トレーナーが一人一人に合わせて丁寧に仕事を教え、成長をサポートします。産休育休制度を利用するスタッフ

も多く、長く働ける環境が整っています。笑顔あふれる社風で、幅広い年代のスタッフが活躍中です。 

主な募集職種（名） レンタルフロントスタッフ（他にリース法人営業スタッフも有） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
カウンターや電話での予約受付や貸出返却業務、クルマの手配、保険の説明、運行前点検、洗車、

車の配車など、店舗運営に関わるさまざまな業務を担当します。 
有（リース） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 9 9 10 千葉経済大学・敬愛大学・和洋女子大学・帝京平成大学・淑徳大学・千葉商科大学 

専修学校卒 1 1 5 船橋情報ビジネス専門学校・大原簿記公務員専門学校、 

高卒 7 3 3 東金商業高校、君津商業高校、千葉商業高校、若松高校、白井高校、松戸馬橋高校  

研修制度 

新人研修 
入社後 1 か月の研修を実施 ※5 月初旬より店舗配属                                     

（レンタカー研修・ビジネスマナー・保険資格取得講習等）    入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車運転免許 

（レンタルはAT限定可） 

※内定後入社までに取得 

社員研修 
e-Learning・フォロー研修・トヨタ自動車実施研修・                    

トヨタレンタカースタッフ認定 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

トヨタ車社員割引購入制度、千葉ロッテマリーンズシーズンシート 

産休育休制度、時短勤務、定期健康診断、交通費支給、各種社会保険完備 公的認定 
健康経営優良法人 

ちば SDGs パートナー 

 

カナ ナレッジシード 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ナレッジシード 
千葉市・佐倉市 

八千代市・成田市 
有  本社人事 [取締役専務]関戸千種 

HP アドレス https://knowledge-seed.jp 連絡先電話番号 043-371-6867 連絡先メール Info＠knowledge-seed.jp 

当社が求める人物像 
義務感や責任感だけで仕事をこなすのではなく自分の想いを形にしていきたい方。自分の可能性を信じて学び、行動

し私たちと一緒に経営理念実現に本気になってワクワク取り組む方を求めています。 

事業概要 
教育サービス事業を営む会社として、個別指導業界最大手「明光義塾」フランチャイジーとして教室運営事業を主軸

に、対話を通じて笑顔を創るカウンセリングアドバイザー事業、ワークショップセミナー事業の開発。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

固定観念に縛られず新しいことにどんどんチャレンジしながら、年輪のような日々確実な成長を創業から大切にして

います。互いを分かち合い、尊重する姿勢を持ったユーモア溢れる仲間が働いています。時間管理や接客等のビジネ

ススキル、物事の新たな見方、気づき等自分を次第で様々なことを身に付けられる環境があります。 

主な募集職種（名） カスタマーチーフ（教室運営責任者・教室長） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

教室運営の仕事です。授業をする仕事ではありません。教務に関わる資格や経験は一切不要。運

営に必要な事務全般（売上・シフト管理等）電話や接客対応。学びながら成長ペースに併せて仕

事を任せています。 

有   

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 1 ３ ３ 神田外語大学・明治大学・慶應義塾大学・日本大学、千葉商科大など 

専修学校卒 0 ０ ０  

高卒 ０ ０ ０  

研修制度 

新人研修 株式会社明光ネットワークジャパンでの新人研・定例研や OFF-JT 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許証（AT 限

定可）があると良いです

が、必須ではありません。 

社員研修 
事務・接客業務をはじめカウンセリングを身に付ける社内研修も実施。働く

モチベーションや人間力を高めるための学び場を定期的に開催しています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

「オモシロ手当 12」や「あぐら座談会」など当社独自のユニークな手当や

学び場があります。コロナ渦により対面での学び場は減らしていますが、オ

ンラインで実施できるよう形を変えて実施しています。 
公的認定 

千葉「社員いきいき！元気な会

社宣言」「ちば働き方改革共同宣

言企業」 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ ニッケイホアン 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 日警保安 千葉市花見川区 他 有  人財開発部 [課長] 川津 宗雄 

HP アドレス www.nikkeihoan.co.jp 連絡先電話番号 03-5817-1021 連絡先メール kawazu@nikkeihoan.co.jp 

当社が求める人物像 
気配り・心配りのできる方、明るく元気で素直な方、人と接するのが好きな方 

自分の考えをもって主体的に行動できる方、新しいことに挑戦する・挑戦したい意欲のある方             

事業概要 総合警備業（施設警備・マンション警備・駐車場警備・保安業務他）、ビルメンテナンス業、派遣業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・取引先は大手不動産管理会社・大型商業施設等で、安定的な受注があり、業績も好調に推移している 

・人材教育・育成に力を入れており、充実した研修制度により早期のキャリアアップを実現 

・社内キャリアコンサルトが新卒社員のキャリア育成をサポート 

主な募集職種（名） 総合職（警備業務含む）、警備専門職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 施設警備 有（８～９月） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 ２ 5 5 千葉商科大学、淑徳大学、帝京平成大学、和洋女子大学、川村学園女子大学 

専修学校卒  3 3 東京 IT 会計法律専門学校千葉校 

高卒     

研修制度 

新人研修 ビジネスマナー研修、フォローアップ研修、新卒集合教育 他 
入社前準備： 

資格、経験など 

特に無し 

社員研修 日警保安塾、資格取得支援研修、キャリア研修、リーダー研修 他 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社内交流行事（バーベキュー、映画鑑賞会 他）、新卒懇親会 
公的認定 

ちば SDGｓパートナー認定 

 

 

カナ ニッコウマシナリー 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 日工マシナリー 株式会社 野田市 無 総務部 [課長] 矢頭伸清 

HP アドレス https://nikkomachinery.co.jp/ 連絡先電話番号 04-7125-1311 連絡先メール 
nobukiyo.yato@nikko-

net.co.jp 

当社が求める人物像 

自分の仕事に誇りと責任を持ち、生涯にわたり当社で活躍していただける方。 

様々な年代（10 代～70 代）の従業員がいる環境で、だれとでも積極的にコミュニケーションをとり、会社の発展や

問題解決に取り組む意欲のある方。 

事業概要 水門・建設産業機械・防災関連製品（防水板）等の製造・販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社の取扱製品は、どれも社会性が高く、世の中になくてはならない製品ばかりです。親会社は、アスファルト・プラ

ントシェアＮｏ．１の日工㈱です。日工㈱の東の生産拠点として、安定した売上を持っています。また、水門や防災関

連製品（防水板）等、独自で扱う製品も堅調に売上を拡大しています。 

主な募集職種（名） 製造・技術・設計・営業 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 自社製品の製造、製品の設計、営業（入社後の研修期間を経て正式配属となります） 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 0 0 1  

専修学校卒 0 0 1  

高卒 0 1 1 清水高校 

研修制度 

新人研修 新入社員研修（社内・社外）：社会常識、マナー研修、電話対応 他 
入社前準備： 

資格、経験など 

機械図面が読めると、入

社後に業務が理解しやす

くなります。 

※必須ではありません。 社員研修 各種資格取得のための外部研修への参加 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

独身者住宅手当、家族手当、資格手当など、昇給年 1 回、賞与年 2 回、 

グループ持株会、財形貯蓄、子供のランドセル購入補助、 

地域福利厚生制度加入、夏と冬に行う会社主催の親睦会 

公的認定 
 

 

 

 

 

mailto:nobukiyo.yato@nikko-net.co.jp
mailto:nobukiyo.yato@nikko-net.co.jp
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ 二ホンクウコウサービス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 日本空港サービス 株式会社 成田市 無 人事勤労部 [ 係長 ] 阿波崎 旭 

HP アドレス https://www.jasco-ghs.co.jp/ 連絡先電話番号 0476-32-5881 連絡先メール jassaiyou@jasco-ghs.co.jp 

当社が求める人物像 礼儀正しく、コミュニケーションがとれ、向上心を持っている 

事業概要 空港グランドハンドリング業務（航空機内清掃、手荷物・貨物の取り扱い、手荷物・航空貨物の搭降載他） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
航空機が到着してから出発までのサポート。航空機を安全飛行、出発させるために必要な仕事。 

主な募集職種（名） ランプ業務部、貨物業務部、客室業務部 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 航空機の搭降載、貨物の組み付け、機内清掃、旅客手荷物の取り扱い  無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 3 0 10 明海大学、神田外語大学、城西国際大、千葉商科大学、千葉科学大学他 

専修学校卒 16 25 10 成田航空ビジネス専門学校、国際トラベルホテルブライダル専門学校他 

高卒 2 1 30 成田西陵高校、東金商業、下総高校、我孫子東高校、大網高校、八街高校他 

研修制度 

新人研修 １週間（座学他） 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通免許（MT） 

社員研修 中堅、管理者研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

寮有（成田市内）、寮から送迎バス有（男子寮のみ） 

年間休日＝115 日、完全週休２日、１日実働＝８時間（休憩１時間） 

フォークリフトの資格取得の費用は全額会社負担。 

公的認定 
 

 

 

カナ ニホントラフィックサービス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 日本トラフィックサービス 
成田市 

芝山町 
少ない 

東京支店    

総務部 

[部長] 松本明生 

［担当］對馬加奈  

HP アドレス 
https://jts-

jp.secure.idchosting.jp/ 
連絡先電話番号 

0473-32-7271 

（ＡＣＳ内） 
連絡先メール Jts3140@acsjp.com 

当社が求める人物像 

・会社とともに、自分も成長させていくという積極姿勢の人 

・チームワークを大切にする人 

・なんでもいいので、自分の強みや得意なことに自信を持って言える人 

事業概要 
航空貨物取扱業（航空貨物の荷捌き、輸入貨物の内容点検、動植物検疫補助業務、物流センターの管理・運営および物

流情報処理、梱包、貨物運送取扱） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・航空貨物業界において、安全・正確・迅速かつ効率的に、顧客の発展に寄与しています。 

・フォークリフト指導員や貿易実務のインストラクターを配置し、皆がスキルアップできる体制を整えています。 

主な募集職種（名） カーゴオペレーション（各種貨物チェック、特殊車両・機材操作） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 航空貨物の搬出入チェック、仕分、ラベリング、書類との確認、貨物情報入力など 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 0 4 2 明海大学、流通経済大学、秀明大学、国際武道大学 

専修学校卒 8 18 10 国際トラベルホテル・ブライダル専門学校、成田航空ビジネス専門学校 

高卒 0 0 8 東総工業高校、多古高校、八街高校、拓大紅陵高校、桜が丘特別支援学校 

研修制度 

新人研修 新入社員研修、グループ会社合同研修、配属前研修、マナー研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

特になし 

 社員研修 毎年１回テーマを決めたスキルアップ研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・独身寮：初年度 10.000 円+光熱費 

・資格取得支援制度（各種検定、国家試験の受験料を全額または一部補助） 

・年 1～２回 日帰りバスツアー、バーベキューなど ・リゾート施設割引 

公的認定 ＩＳＯ ９００１ 取得 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ ニホンハンダ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 ニホンハンダ 株式会社 船橋市習志野 有 松本 [ 部長 ] 松本幸治 

HP アドレス https://www.nihonhanda.com/ 連絡先電話番号 047-479-0611 連絡先メール k-matsumoto@nihonhanda.com 

当社が求める人物像 明るく積極性があり仕事に対して常に好奇心を持てる人 

事業概要 
電気・電子機器の接合に使用される、ソルダペースト、成形はんだ 等、各種はんだ製品の製造。 

☆当社の最先端技術及び開発力は 業界トップクラスです☆ 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社は、はんだを製造して創業１１１年を迎える老舗企業です。 

主要取引先は国内及び海 外の大手家電、自動車機器メーカーで安定しています。 

主な募集職種（名） 製造部員、品質保証部員、工場管理部員 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 はんだの製造業務、製品検査業務、購買や生産計画業務 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 0 1 1 日大生産工学部、日大理工学部、千葉工業大学、淑徳大学、東京理科大学 

専修学校卒 0 2 0 千葉職業能力開発短期大学 成田校 

高卒 1 1 0 市立船橋高校、市立習志野高校 

研修制度 

新人研修 
試用期間 2 か月。ビジネスマナー、専門スキル、資格取得、先輩社員による

ＯＪＴなど 入社前準備： 

資格、経験など 

特になし 

社員研修 資格取得支援制度、各種外部セミナーの受講、 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

資格取得支援制度、永年勤続表彰、創立記念式典、住宅手当、 

退職金制度、 公的認定 
ISO9001、ISO14001 

IATF16949、JIS 認定工場 

 

カナ ネクステージ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ネクステージ 千葉市中央区 無 人事部 [部長] 古川兵庫 

HP アドレス https://www.nextage.co.jp/ 連絡先電話番号 043-216-4621 連絡先メール recruit@nextage.co.jp 

当社が求める人物像 
好奇心が強く、新しい技術を楽しみながら習得できる方。 

表面的ではなく、正確に情報のやりとりができる、コミュニケーション能力のある方。 

事業概要 

情報システムの開発、設計。 

SES による大規模開発案件への参画から、県内中小企業向けの受託開発。 

公共事業入札案件における開発、運用。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

社員の成長を重視したキャリアプランを提案。風通しの良い社風。 

コンプライアンス重視の、働きやすい環境。 

主な募集職種（名） システムエンジニア、プログラマ。 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング、テスト。 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 7 3 5 千葉大学、千葉工業大学、千葉経済大学、日本大学、敬愛大学 

専修学校卒 1 0 0 中央学院大学、東京情報大学 

高卒 1 0 0 国際理工情報デザイン専門学校 

研修制度 

新人研修 

自社作成の教材を用いておよそ 3 ヶ月から 6 ヶ月間（個人の進捗度合いに

よる）の導入教育を実施。 

内容はノイマン型コンピュータ概論から C 言語まで。 入社前準備： 

資格、経験など 

特にありませんが、基本

情報処理を取得している

か、学習していれば尚可。 

社員研修 
フォローアップ研修として言語、アーキテクチャ等の講習を任意に実施。 

研修内容は公募による決定。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社員旅行を年一回、二泊三日で実施。社員旅行とはいえ集団行動はほぼなく、

一般ツアーのような内容。 公的認定 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ ノーザンミツワ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 ノーザンミツワ 株式会社 
千葉市中央区若葉

区、成田市 
無 人事 [課長] 松山雅彦  

HP アドレス 
http://www.mitsuwa-

shokai.co.jp/4-07group.html 
連絡先電話番号 043-488-5757 連絡先メール 

masahiko.matsuyama@ms-gr.jp 

 

当社が求める人物像 
ワークライフバランスを重視したい方 新しいことに挑戦したい方 安心して長く働きたい方 明るく元気な方 

「食」に興味のある方  

事業概要 
千葉県内でハンバーグレストラン「びっくりドンキー」を 5 店舗、常設型物産店舗「北海道うまいもの館」を 4 店舗

運営しております。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

びっくりドンキーは 2021 年度顧客満足度 Nｏ１（JSCI 第 4 回調査飲食部門）を獲得いたしました。北海道釧路市

に本社をおく㈱三ツ輪商会のグループ企業です。充実した教育研修制度で全員のスキルアップを目指しております。 

主な募集職種（名） 店舗運営総合職 店長候補  店舗運営職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
店舗責任者として接客業務、運営業務、販促イベント活動企画提案、スタッフの教育トレーニン

グをおまかせします。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒  ２ ４  

専修学校卒  １ ４  

高卒 ２ 2 ４  

研修制度 

新人研修 入社時ビジネスマナー研修 新人研修 新入社員 12 か月カリキュラム 
入社前準備： 

資格、経験など 

学部学科不問 

 

社員研修 ハラスメント研修 サービストレーナー研修 店長ライセンス研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

関東手当 20,000/月 住宅手当 関東 40,000/月自己負担 5 千～/月 

赴任旅費支給 転勤にかかる引越費用移動負担をします。 

健康診断オプション補助  

公的認定 
 

 

 

カナ ノザキケンコウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 ノザキ建工 株式会社 千葉市美浜区 無 事務統括部 [担当部長] 齊藤秀明 

HP アドレス http://www.nozakikenkou.co.jp 連絡先電話番号 043-243-0185 連絡先メール jimu@nozakikenkou.co.jp 

当社が求める人物像 
積極的に新しい知識・経験の吸収に努められる進取の気性のある人。また、様々な場面でいろいろな人と素直な意見

交換ができる協調性のある人。 

事業概要 

建設構造物の各種杭基礎工事を行っています。 

杭基礎工事には既製杭を地中に埋設する既製杭工法・地中に穴を掘りコンクリートや鉄筋等を建て込んで造る場所打

ち杭工法があります。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

大手ゼネコンとの取引も多く幕張メッセ・さいたまスーパーアリーナ等有名な構造物も数多く手がけており、長年の

研究開発の成果として多くの特許や国土交通大臣の「認定工法」などを取得しています。また、令和 4 年 10 月には 

創立 50 周年を迎えます。 

主な募集職種（名） 施工管理者（見習い） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
先輩の下で、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。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 0 0 2  

専修学校卒 0 0 2  

高卒 0 1 2 千葉県立京葉工業高等学校 

研修制度 

新人研修 
全基連主催 1 か月合宿研修・外部新入社員研修 

 入社前準備： 

資格、経験など 

資格・経験不問 

社員研修 フォローアップ研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

新潟県湯沢に保養所有 

インフルエンザワクチン補助 

 

公的認定 

ちば SDGｓパートナー 

登録企業 

 

 

mailto:masahiko.matsuyama@ms-gr.jp
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ ハクユウカイ ミドリガオカエキシカイイン 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 
医療法人社団博雄会  

緑が丘駅歯科医院 
八千代市 無 

総務・人事担

当 
[ 採用担当 ] 内田 

HP アドレス 
http://midorigaokaeki-

shika.com/ 
連絡先電話番号 080-9291-8805 連絡先メール 

midorigaokaekishika@gmail.co

m 

当社が求める人物像 
医療に真摯に向き合える方、スタッフや患者様とのコミュニケーションを大切にできる方。 

はじめは勉強をしていただかなくてはなりませんが、それでも歯科医療に携わってみたいという方、大歓迎です。 

事業概要 歯科医業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

地域に密着した歯科医院です。駅改札出てすぐのため、お子様からお年寄りまで幅広い年齢層の方が通院されていま

す。処置～予防までスタッフ一丸となって、患者様にとって良いと思われる方向をしっかり説明し、ご納得いただい

たうえで寄り添っています。 

主な募集職種（名） 歯科助手・受付 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 歯科診療における診療補助や準備、在庫管理等、また受付業務  無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒     

専修学校卒     

高卒  1 1 千葉県立犢橋高等学校 

研修制度 

新人研修 
スタッフが付き、座学から実習、見学も行っていきます。自分なりのノート

（マニュアル）を作成しながら実技を身に着けていきます。 入社前準備： 

資格、経験など 

特になし 

（資料をお渡しします。

事前に目を通しておかれ

ることをお勧めします） 社員研修 同上 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

TC（トリートメントコーディネーター）資格所得支援 

 公的認定 
 

 

 

カナ ハナビシ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 花菱 八千代市 無  [代表取締役]小野木和尊 

HP アドレス  連絡先電話番号 047－489-6650 連絡先メール hanabishi@ia9.itkeeper.ne.jp 

当社が求める人物像 約束をしたことを守れる、守るために一生懸命になれる人。説明書を読み理解し説明書通り作ることができる人。 

事業概要 住宅のシステムバスルーム、システムキッチンの施工 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

システムバス、システムキッチン、メーカーの指定施工店。個人業、一人親方が多い業界です。小規模ですが 6 人で

業務を行っており、社会保険、厚生年金などの福利厚生完備、職人集団ですが週休 2 日制を目指しております。 

主な募集職種（名） 組立作業員及び、現場監督 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 システムバスルーム、システムキッチンの組立、工程管理及び現場調査をする現場監督   無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒     

専修学校卒     

高卒 ０ ０ ２  

研修制度 

新人研修 元請メーカー主催の施工研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許、準中型

自動車免許 

社員研修 OJT による技術向上研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 
公的認定 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ ホリキリ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ホリキリ  八千代市 無 管理部総務課 [総務課長]三浦義光  

HP アドレス http://horikiri.co.jp/ 連絡先電話番号 047-484-1112 連絡先メール saiyo@hrk.nhkspg.co.jp 

当社が求める人物像 
先輩の意見を聞ける素直さ、常に創意工夫できる発想力、目の前の仕事を改善し継続できる忍耐力。そしてなにより

元気で明るい人を求めています。 

事業概要 懸架用スプリング、機械用スプリングの開発設計、製造、販売の業務 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業 85 周年を迎えた大型車用サスペンション（ばね）専用メーカーです。高い技術力で国内のみならず海外の顧

客にも信頼されており弊社のスタビリンカは国内シェア独占、世界シェア№1。困った時には助け合える家庭的な

雰囲気の職場でチームワークの良さと抜群の有給取得率が自慢です。  

主な募集職種（名） 技能職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
 大型ばねの生産ラインでの材料加工･製品塗装･組立･品質検査･耐久実験・出荷などの業務｡ 

 
有  

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 3 1 1  千葉工業大学、日本大学、東京理科大学、神田外語大学 

専修学校卒 0 1 1  成田職業技術専門校 

高卒 4 2 2  市川工業高校、千葉工業高校、佐倉東高校、古和釜高校、鎌ヶ谷西高校 

研修制度 

新人研修 
1 週間の座学、外部の安全講習等を出張受講。本配属までの３か月間で職場

をローテーションし適性職場をみきわめます。 入社前準備： 

資格、経験など 

特にありません。 

必要な学習、資格ともに

入社後会社負担で取得し

ていただきます。 社員研修 安全衛生、職長研修、資産形成セミナー、ハラスメント研修等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

各部活動（野球、サッカー、ゴルフ、釣りなど）、グループ持ち株制度有、

組合共催ボウリング大会、ＴＤＲ補助制度等 

 

公的認定 

社員いきいき！元気な会社宣言

企業/千葉元気印大賞受賞 

 

 

カナ ミヤコシ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社ミヤコシ 
千葉県八千代市 

大和田新田 
無 管理本部 [係長] 西崎勝也 

HP アドレス https://miyakoshi.co.jp/ 連絡先電話番号 047-493-3854 連絡先メール mk.saiyou@miyakoshi.co.jp 

当社が求める人物像 

チャレンジ・・・失敗を恐れず、新しい事に積極的に挑戦するチャレンジ精神のある人 

既存の知識・経験や過去の成功事例にとらわれることなく、新たな視点で仕事に取り組む柔軟性のある人 

自ら考え、主体的に考働する自立性のある人 

事業概要 産業用印刷機及び加工機の製造・販売・保守メンテナンス 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社は、印刷産業に関連する機械を幅広く手掛け、開発～製造～販売～保守に至る一貫したワンストップ体制でお客

様の要望に合わせた「オーダーメイドのものづくり」を行っています。近年は「紙」だけでなく、ラベル、パッケージ

（軟包装フィルム）、布、建材等、生活産業分野にも開発領域を広げ、国内外に事業を展開しています。 

主な募集職種（名） 
・設計開発職（機械設計／電気制御設計） 

・保守メンテナンス職（機械／電気） 

インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

・設計開発職（機械/制御） 

機械設計：CAD を使用して、装置本体から各部品に至る構造検討及び製図を行います。 

制御設計：電気・回路・制御・プログラミング等、制御システムの開発を行います。 

・保守メンテナンス職：お客様に納入した機械の修理・メンテナンスを行います。 

※「機械担当」と「電気担当」の 2 部門に分かれます。 

有  無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 ２ ０ ４ 千葉工業大学、日本大学、神田外語大学、麗澤大学、国士舘大学、東京電機大学 

専修学校卒 １ ０ ４ 国際理工情報デザイン専門学校、千葉職業能力開発短期大学校 

高卒 ０ ０ ２ 市立船橋高校 

研修制度 
新人研修 工場研修、ビジネスマナー研修、OJT 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

（AT 限定可） 社員研修 階層別研修、通信講座 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

リゾートホテル契約、全国に保養所あり（健保組合主催） 

社員旅行、サマーパーティー、忘年会、社内親睦イベント ほか 公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業、くるみん認定 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------ 

カナ メイセイコウギョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 明正工業 株式会社 千葉市緑区 有 総務経理部 [採用担当] 大野・今井 

HP アドレス http://meiseikougyou.co.jp/ 連絡先電話番号 043-268-3388 連絡先メール kyuujin@meiseikougyou.co.jp 

当社が求める人物像 
「創造力」「プレゼン力」「行動力」に自信がある方。新規事業の立ち上げに携わりたい方。 

真面目にきちんと自分の役割を完遂できる方。失敗を恐れずに挑戦できる方。 

事業概要 産業・環境・化学プラントのメンテナス。建築設備工事。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
創業 56 周年目を迎える安定企業。高い技術力とお客様の信頼が弊社の強みです。 

主な募集職種（名） 1.経営企画 2.施工管理。 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 1.新規事業の企画・立案・実行。 2.工事全般を取り仕切る監督補佐。 有（8/22～26） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 

大卒 2 0 4 千葉工業大学、日本大学、千葉経済大学 等 

専修学校卒 0 0 0 国際理工情報デザイン専門学校 等 

高卒 ７ 2 6 千葉工業高校、京葉工業高校、茂原樟陽高校 等 

研修制度 

新人研修 
入社から 3 か月間はビジネスマナー、安全教育、技術研修、イベント研修 

を行います。その後、仮配属 1 か月後に正式配属となります。 入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車免許 

社員研修 
入社から 5 年目まではポータブルスキルやアンポータブルスキルの研修を

実施します。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

資格取得報奨金制度 

公的認定  

 

カナ メモリアルアートノオオノヤ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 メモリアルアートの大野屋 
千葉市中央区   

千葉県市川市 
有  総務部 [採用担当] 戸村 

HP アドレス https://www.ohnoya.co.jp/ 連絡先電話番号 042－８４７－４１１１ 連絡先メール jinzai@ohnoya.co.jp 

当社が求める人物像 
業界に興味がある方、お客様に寄り添い商品やサービスを提供し続けていきたい方  

こころ優しく誠実で、思いやりのある方 

事業概要 墓所・墓石の企画提案および販売、仏壇・仏具の販売、 葬儀の企画提案・施行、手元供養商品販売、保険代理店業務 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

「こころの豊かさ、こころのやすらぎ」を社会に提供し続ける墓石業界最大手企業です。創業 80 周年を超える実績

に裏付けされた仏事と供養のプロとして、お墓・お葬式・仏壇・手元供養・保険のコンビネーションサービスを実現。

“その時”を意識したことで起こる不安や戸惑いを感じた人へ、その不安や戸惑いを軽減することによって得られる

安心感を提供し「遠くの親戚より近くの大野屋さん」をキャッチコピーに、世の中の方々にとって、身近で一番頼り

にされる会社です。 

主な募集職種（名） 総合職（営業 サービス）、総合職（事務） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
（営業系）お墓のコンサルティングパートナー、葬祭ディレクター、手元供養商品ルート営業 

（事務系）商品企画、墓所墓石デザイナー、Weｂデザイナー、営業事務 
有   

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 ０ １ ５  

専修学校卒 ２ ０   

高卒 0 ０   

研修制度 

新人研修 新入社員研修・フォローアップ研修・マナー接遇研修・OJT 研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普 通 自 動 車 運 転 免 許 

（AT 限定可） 

社員研修 階層別研修・マナー接遇研修・ビジネス実務研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険（健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険） 

社内行事（経営計画発表会 中間発表会） 公的認定 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ ヤナン 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 八楠 
千葉県市原市八幡海

岸通り 2-3 
有 管理部 

[ 執行役員 総務部長 ] 

佐藤 伸教 

HP アドレス http://www.yanan.co.jp/ 連絡先電話番号 045-211-2887 連絡先メール n-satoh@yanan.co.jp 

当社が求める人物像 誠実で、自分を高めていくことが出来る前向きな方を求めます 

事業概要 一般港湾運送事業及び倉庫業、埠頭業、通関業、構内作業他 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

大正８年創業、八楠の強み 1、 京浜港・千葉港において、一般港湾運送事業第一種元請免許を所持しております。 

2、 千葉県市原市の八幡埠頭事業所には、プライベートバースを所持しております。岸壁は直線で 300M。 

事 業 所 面 積 約 ７ ７ ， ０ ０ ０ ㎡ （ 東 京 ド ー ム 約 ６ 個 分 で す 。）、 ４ 万 ト ン の 船 が 着 岸 可 能 。                                        

この 1、2、項を合わせ持つ会社は、日本全国に１０社程度です。その１社が弊社です。 

主な募集職種（名） 総合職（４名）輸出入業務全般、通関業務、倉庫管理業務 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 輸出入貨物の取扱い業務・管理業務、通関業務、倉庫取扱い保管・管理業務、フォアマン     無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 1 3 4 武蔵野大学、清泉女子大学、駒澤大学、千葉商科大学、早稲田大学他 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 1 0 1 横浜市立みなと総合高校 

研修制度 

新人研修 

新入社員研修、社会人マナー（会話の基本、報連相、電話対応、ビジネスメ

ール）研修、ロジカルシンキング研修、仕事ができる人・自律型人材の考え

方、仕事の進め方研修、通関従業者業務研修、安全研修他多数 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車運転免許、 

“やなん“HP を見ておい

て下さい。 

社員研修 

中堅社員（コンプライアンス基礎知識、リーダーの役割と実務、チームマネ

ジメント他）研修、管理職（ハラスメント、労務管理、PDCA、優先順位と

問題解決他）研修、自己啓発、安全衛生関係研修、レベルアップ研修他多数 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

ハマふれんど会員、横浜港湾福利厚生協会会員、勝浦保養所、 

横浜港運健康保険組合（木更津潮干狩り、ぶどう狩り、さくらんぼ狩り等、

ウォーキングイベントあり）、ソフトボール、フットサルチームあり 

公的認定 
 

 

 

カナ ユアサモビリティサービス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 ユアサモビリティサービス 株式会社 
松戸市、千葉市、船

橋市、市川市、成田

市など 10 拠点 

有  総務人事部 [採用担当] 福田かりん  

HP アドレス https://ymobi.jp/ 連絡先電話番号 047-700-5622 連絡先メール k-fukuda@ymobi.jp 

当社が求める人物像 
・自分の考えや想いを伝える努力ができる人 

・興味のない事や知らない事にも挑戦する意志のある人 

事業概要 

当社は千葉県を中心にオリックスレンタカーの FC 店舗を 16 店舗運営しています。レジャーを楽しむためのお手伝

いや、クルマの故障や事故で困っている方へのレンタカー手配、コロナ禍での安心・安全な移動手段の提供などを通

じ、”人と社会をつないでいく”ことがわたし達の使命です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・他社では解決できなかった案件を引き受けるなど対応力は県内トップクラス。 

・上司との距離が近い社風のため相談しやすい環境 

主な募集職種（名） 店舗運営スタッフ（総合職） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 レンタカーの予約受付・車の手配などの内勤業務 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 0 0 2～5 麗澤大学、成徳大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 教育店舗にて６か月間マンツーマン研修。外部の新入社員研修を予定。 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

普通自動車免許（AT 可） 

※その他資格や経験は問

いません。 社員研修 
外部・オリックス共通のフォローアップ研修を適宜実施。 

（リーダーシップ研修・中堅社員研修・接客理念研修など） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・企業型確定拠出型年金 

・慶弔金（結婚・出産・死亡・入院・災害） 

・レンタカー社員割引 

公的認定 なし 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 4 年度  -----企業情報------- 

カナ ローレル 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ローレル 我孫子市 無 
事業管理 

グループ 
[採用担当] 小林鮎美 

HP アドレス https://www.laurel.co.jp/ 連絡先電話番号 04-7181-9191 連絡先メール info@laurel.co.jp 

当社が求める人物像 

・IT の技術を身につけたい方 

・コミュニケーションをとることが好きな方 

・リーダーシップをとることが好きな方 

事業概要 

主に通信事業者向けソフトウェアの開発、および様々な通信サービスの提案・設計・構築・運用・保守を行って 

います。みなさんが普段何げなく使われている携帯電話/一般電話と IP 電話を接続させる為に必要な通信基幹 

システム、携帯電話の留守番電話サービスなどのシステムを企画・開発・運営・保守まで一貫して手がけています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創立 50 周年の老舗企業です。大手通信メーカー向けの案件中心に、上流工程からシステムインまでトータルに 

関われます。仕事はグループで経験豊かなメンバーが支援します。 

また進歩の著しい業界ですので、常に新しい技術を学ぶことができます。 

主な募集職種（名） プログラマー・システムエンジニア 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

システムエンジニア：ユーザが抱えている問題を発見し、本質的な課題を解決するまでの 

プロセスを考え、新しいサービスを提案していただきます。 

プログラマー：開発については仕様検討段階～サービスインするまでの工程をトータルして 

経験していただきます。（※職種については入社時にどちらか確定しなくても問題ありません） 

有   

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 5 4 5 千葉工業大学、江戸川大学、中央学院大学、神田外語大学、麗澤大学 

専修学校卒 0 1 (専修)  

高卒 2 1 1 千葉県立成田西陵高校、柏の葉高校 

研修制度 

新人研修 
社内のビジネスマナー研修と、4/5/6 月の 3 か月間は外部の IT 研修（イ

ンフラ・Java）を受講していただきます。 入社前準備： 

資格、経験など 

内定者研修として下記の

どちらかの取得を目指し

て勉強して頂きます。 

・IT パスワード 

・LinuC 
社員研修 

毎年教育計画を立て、それに沿った授業等を受講して頂きます。 

また資格取得支援制度（資格取得祝い金）があります。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

健康保険・労災保険・雇用保険・厚生年金、確定給付年金・退職金制度、ス

ポーツ施設・アスレチック施設・契約ゴルフ場 など 
公的認定 

 

 

 

カナ ワンズネットワーク 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ワンズネットワーク 船橋市 無 人事課 [採用担当] 山本枝里 

HP アドレス 
http://www.ones-

network.co.jp/ 
連絡先電話番号 047-496-3235 連絡先メール 

e.yamamoto@ones-
rent.com 

当社が求める人物像 
コミュニケーション能力が高く、人と接することが好きな方。 

失敗を恐れず、チャレンジ精神がある方。 

事業概要 

車買取販売のガリバー、全国 300 店舗展開中のワンズレンタカーのフランチャイズ本部として運営する他、飲食やコ

ンビニエンスストアなど様々な事業を展開。 また、新規事業としてキャンピングトレーラーを利用した新たなビジネ

スモデルの提案や法人向けリース車両の提供。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

車の買取販売ガリバーとワンズレンタカーのフランチャイズ本部を行っておりますので、車関係に大変強く、売る・

買う・借りると地域のかかせない存在になれるよう、また車を大切にすることで、SDGｓにも注力しています。 

このほか、飲食事業やコンビニエンス事業、新規事業部などもありますので、色々なことにチャレンジできる環境が

整っています。 

主な募集職種（名） ガリバー事業部（カーライフプランナー）レンタカー事業部（店舗運営や新規開拓）他 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

ガリバー事業部：お電話での問い合わせや来店いただいたお客様の接客、車の買取・販売。 

レンタカー事業部：レンタカーの出発帰着対応や店舗運営、また新規店舗開拓のための営業など

様々な業務がございます。 

無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2021 年 2022 年 2023 年 

大卒 1 0 3  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 
すべての事業部で、挨拶から名刺交換などの基礎は勿論、接客方法、システ

ムの使い方などの丁寧な研修がございます。 

入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

（AT 限定可） 

社員研修 

自動車保険に関する社内研修及び、損保保険募集人一般資格（基礎単位・自

動車保険単位）取得制度。 

ガリバー事業部では上記と共に、カーライフプランナーとしてのレベルに応

じた研修と資格取得制度がございます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

通勤手当（月上限 3 万円）、家族手当、従業員割引 

ガリバー事業部に関しては、固定の給与のほかインセンティブあり 
公的認定 

 

 



 

 

 


