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1 ITS株式会社 小売・飲食

携帯電話・スマートフォンの専門

ショップ運営(ドコモ・au・UQモバイ

ル)

https://www.its-g.co.jp/

千葉県柏市・松

戸市・香取市、東

京都葛飾区・足

立区・台東区、埼

玉県越谷市

柏駅、松戸駅、新松戸

駅、新八柱駅、佐原

駅、亀有駅、金町駅、

綾瀬駅、越谷駅、一部

店舗では車通勤可

販売職(携帯電話・ス

マートフォン専門店ス

タッフ)

3
会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する

私達ITSは、千葉県内を中心に千葉県・東京都・埼玉県に19店舗の携帯電話・スマートフォン専門店(ドコモショップ・au

ショップ・UQスポット)を運営する会社です。生活必需品と呼ばれるスマホをお客様の為、地域の為にサポートするお仕事に

なります。人の為、地元の為に働きたいと思っている方、是非会社説明会に参加してみませんか？

総務部 課長 蛭川 寛之 04-7167-7373 hirukawa@its-g.co.jp

2 明日教育株式会社 その他サービス 学習塾
https://sites.google.com/asuky

o.com/info

千葉県内船橋

市・流山市・柏市

江戸川台・柏たなか・

東船橋・塚田・津田沼
運営スタッフ 2

会社説明会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

「コロナ下で従業員を守った中小企業」に選んで頂きました。社員同士つながりのある社風やノウハウを共有する事を推奨し

ており、TTP（徹底的にパクる）事で新人の方も安心して働ける職場を心がけています。また業務改善にも力を入れてお

り、ユースエール認証取得に向けて努力中です。ぜひ、一度会社説明に来てみてご自身に合うか感じてみて下さい！

代表取締役 村上 泰一 090-4227-0680 taichi.murakami@asukyo.com

3
株式会社

At Human Vision
その他サービス 営業コンサルティング業 https://human-vision.net/ 船橋市

JR　船橋駅　/京成船

橋駅　徒歩5分
営業コンサルタント 20

会社説明会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する, ご希望あれ

ば１Dayインターン（90分）、個別

面談も可

Check1◆年齢・社歴関係なし！「結果を出せば即昇格」そんな実力を重視するスタイルで、あなたの頑張りをきちんと評

価。最速で新入社員がなんと“半年”でリーダーに昇格したケースも！

Check2◆経験よりも気持ちを重視。当社が大切にしているのは一人一人の潜在能力や可能性を信じ、

最大限引き出すこと。そのため、どんな方でも裁量とチャレンジ精神を持って突き進むことができます。

Check3◆失敗は成功のもと。私たちはあなたのどんな挑戦や失敗も次に進むための重要なステップと捉え、称えます。

ここでは何も恐れるものはありません。あなたのひらめきや貪欲さを大切に育てていってくださいね。

人事部 課長 菅野 美穂 047-404-8762 m-sugeno@human-vision.net

4 新建設株式会社 建設・建築 建築、土木
https://www.facebook.com/pe

ople/新建設株式会社
市川市

最寄駅本八幡、原木

中山。車通勤可。市川

駅から京成バス市川警

察署前。

施工管理 2 すぐに選考（面接等）を実施する

街作りをいっしょにしませんか？建物、公園、道路などを作ります。公共工事を中心としていますので、保険などの福利厚生

がしっかりしています。初任給は月30万円（要普免）。普免無しは26万円。必要な資格はすべて会社負担で取得して

もらい、約2年で現場責任者となって管理業務ができるように育てます。社員寮あり。

総務 杉澤 智子 047-379-6901 tomoko.sugisawa@gmail.com

5
株式会社

加貫ローラ製作所
製造 各種ローラーの製造、販売

https://www.katsura-

roller.co.jp/

千葉県野田市、

東京都墨田区、

神奈川県厚木市

のいずれか

千葉：川間駅、東

京：小村井駅、神奈

川：本厚木。東京以

外は車通勤可

営業職（勤務地：

千葉、東京、神奈川

のいずれか）、製造

職（勤務地：千

葉）

1
会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する

私たちが日々何気なく使っている多くものはローラーがないと出来ません。例えばスマートフォンや各種印刷物、太陽光パネ

ルや住宅業界、様々な生活必需品の生産ラインで弊社のローラーが使われています。

総務本部

千葉総務課
小林 光 04-7196-1710 h3382kob@katsura-roller.co.jp

6 京葉工管株式会社 建設・建築 土木・設備工事の施工管理
https://www.keiyo-

koukan.com
千葉市

稲毛海岸、千葉みな

と、稲毛
施工管理 5

会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する

地元千葉県で創業60周年を迎えました。転勤もなく満員電車に乗る必要もありません。建設業では珍しい完全週休二

日制を導入しております。
管理部 課長 内田 好孝 043-248-1477 y-uchida@keiyo-koukan.co.jp

7 社会福祉法人健恒会 医療・福祉・介護 特別養護老人ホームの介護職 https://kenkohkai.org/ 船橋市

船橋駅からバスと徒歩

で３０分　　車通勤可

無料駐車場あり

介護職 3 すぐに選考（面接等）を実施する
日本は急速な高齢化が進み、介護業界は慢性的な人手不足です。また、介護業界には介護福祉士や社会福祉士、生

活相談員、ケアマネジャーといろいろな資格があり、自分にあった職種で幅広くキャリアアップできる将来有望な業界です。
本部 主任 坂本 清孝 047-429-4165 saiyou-kenkohkai@mbr.nifty.com

8
佐原三菱自動車販売

株式会社
その他業種

三菱自動車を販売・整備するデー

ラーです。お客様の所有する自動

車の整備入庫・保険販売を通して

カーライフのサポートをして頂きま

す。また、依頼のあった新車・中古

車の販売をして頂きます。

http://sawara-mitsubishi-

motor-sales.com/
千葉県香取市

電車で通勤する際は小

見川駅になります。車で

の通勤は可です。

営業職 1
職場見学会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

当社は、1978年（昭和53年）1月に、千葉県の佐原市（現在の香取市）に創業をして今年で44年目を迎えます。

香取市を中心に、地域密着型の活動をしていて三菱自動車製の車両販売・修理を中心に仕事をしています。

店舗は、佐原51店と小見川店の2店舗で運営をしています。現在従業員は25名になります。

昨年、新社長が就任し「仕事の進め方」「働きやすい環境作り」「社員満足の向上」を中心に、現在はたらき方改革を進め

ています。

会社訪問やSNSを見て頂ければきっと感じて頂けると思います(^^♪

総務部 部長 伊藤 寛 0478-79-7330 hiroshi.ito@mmcsawara.co.jp

9 サンアイパック株式会社 製造

紙・化成品の印刷、ラミネート、製

袋および紙器等の製造。これら及

び食品容器の販売

http://www.sanaipack.co.jp 千葉県市川市

北総線　秋山駅　徒歩

１０分、JR市川駅より

バス国分高校下車徒

歩１５分、車通勤可

可

営業（主にルート営

業、商品企画）
1 すぐに選考（面接等）を実施する

創業６０年を超える安定した企業です。

国内６事業所から全国のお客様へ袋や印刷巻取り等の製品を届けています。

「包む」ということに込めたお客様の願いを「カタチ」にする仕事です。製造部門や仕入先と協力して出来上がった製品が店

頭に並ぶのを見ると達成感を感じる社員が多いです。

お客様は、製パンメーカー他食品関係が中心ですので身近なコンビニ、スーパーで当社の製品を目にできます。

さあ、一緒に「包む」を目に見える「カタチ」にしていきませんか。

総務経理課

総務
山口 よしみ 047-322-6157 honsya-somu2@sanaipack.co.jp

10 株式会社サンリツ 医療・福祉・介護 営業職 http://www.san-g.com/ 千葉県、東京都

勝田台駅、東葉勝田

台駅、本千葉駅、西船

橋駅、三軒茶屋駅、北

千住駅

営業職 5 会社説明会を実施する

主な事業は血液検査、尿検査、新型コロナPCR検査などの臨床検査です。医療業界ですが、医療知識ゼロからスタート

し活躍している新入社員が多くいます。お客様（病院）を訪問し検査物のお預かりや検査結果のお届けをするルート営業

を経験したのち、営業所長やグループ企業の営業担当など、様々なキャリア形成が可能です。臨床検査は今やなくてはなら

ない存在となっているなか、千葉県内でのシェア率NO.1は当社です。

総務部 中村 麻衣 047-487-2882 m-nakamura@san-g.com

11 株式会社三和システム 建設・建築 電気通信工事業 https://en-gage.net/sanwa30/ 千葉市若葉区

JR総武線「千葉」駅よ

り千葉内陸バス「高品

第二公園」下車徒歩1

分　車通勤可

電気工事士・施工管

理
1

学生さんの希望に合わせて説明会・

職場見学・面接等のスケジュールを

調整致します。

日本最大手のセキュリティ工事会社より発注を受けて防犯カメラやセンサーなどの設置工事を行ったり、携帯の電波が入り

やすくなるようにアンテナ・基地局を建てたりしています！

5Gや各キャリアの基地局拡大などもあり、社会情勢が変化する中でも業績好調、右肩上がり。社会情勢が変化する中で

も業績好調。安心して働けます！

吉田 卓矢 043-284-1001 saiyo@sanwa-system.com

12 篠崎運輸株式会社 運輸・物流

物流センターでの商品保管と出

荷、自前の大型トラックで配送、

通関に関する業務、コーポレート

業務

http://www.nexus-

shinozaki.co.jp

柏市、野田市での

商品管理

柏営業所は最寄り駅は

柏の葉キャンパス駅、野

田市の野田第２セン

ターは七光台駅又は川

間駅、研修終了後は

車通勤も可能

商品管理 5 すぐに選考（面接等）を実施する
弊社は創業55年、売上８０億円以上、従業員600名超で全国展開、海外に２拠点を持つ総合部注企業です。新卒

採用された学生には丁寧に研修をお行います。パンフレットほしい方はお知らせください。
総務部 理事 長谷川 隆 048-788-8000

takashi_hasegawa@nexus-

shinozaki.co.jp

13
株式会社

スカイカーゴビジネス
運輸・物流

航空貨物取り扱い（グランドハン

ドリング）

http://skycargobusiness.rexw.j

p
成田市 車通勤のみ 航空貨物取り扱い 3

職場見学会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

生活に欠かすことの出来ないモノ（食料品・電子機器（PCやスマホなど）・衣料品など）は、世界各国で作られたり、製

造されたりしています。そのモノを運んでいるのが航空貨物です。近年では新型コロナワクチンの運送の際、空港に報道陣が

きて取材をしています。弊社の業務は、大きく言えば世界の人たちの生活を支えている仕事です。先ずは職場を見ていただ

き、航空貨物の最前線を見てください。

業務部 部長 星 祐一 070-5022-4443 y.hoshi@skycargo.co.jp

14 株式会社菅原建設 建設・建築 大規模基礎工事 http://www.sugahara-gts.com 千葉県市川市 技術スタッフ 3 すぐに選考（面接等）を実施する

創業から４０年近く「都市再開発・高層ビル・高速道路・鉄道等」後々まで残る建築物等の基礎工事に携わっておりま

す。大型重機の保有台数も業界屈指だと自負しております。現場の作業には色々な資格が必要ですので、資格取得を

バックアップする待遇を用意しております。

戸村 優 090-1434-5675 tomura@sugahara-gts.com

15 有限会社綜合電設 建設・建築
防犯防災システム工事、電気工

事
https://sogodensetu.co.jp

①千葉市緑区/②

東京都品川区(当

初)

車通勤(駐車場完

備)、外房線鎌取駅か

ら3km

①防犯防災、電気工

事の施工担当者/②

防犯システム設定担

当者

1

会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する, すぐに選考（面接

等）を実施する

カメラやセンサ、電気錠などの防犯工事や既設建物など電気工事の他、落雷抑制型避雷針や小型風力発電設備など

SDGsに向けた面白い工事に取り組んでいます。未経験、専門外の初心者でも資格取得費の会社負担など成長を支援

する仕組みを整えています。

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

16 株式会社タカシマ 卸・商社
ねじ等をはじめとする金属加工品

の商社
http://www.tksm.co.jp/ 千葉県松戸市 自転車通勤可 総合職（営業職） 3

会社説明会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

当社が取扱っているのは、様々な産業のモノづくりに欠かせないねじ類をはじめとした金属加工品です。現在では、関東を中

心に東日本に幅広い販売網を築き、専門商社ならではの豊富な知識とネットワークでお客様の抱える問題を解決していま

す。創業90年を超える伝統ある歴史と実績で信頼を得ています。

総務部

総務課
中込 有香 047-710-3180 yuka_nakagomi@tksm.co.jp

17 株式会社タムラカントウ 建設・建築 管工事 http://www.tamurakanto.co.jp 東京都千代田区 秋葉原 施工管理スタッフ 3
会社説明会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

建物を様々な業種の方が協力し合って作り上げていく事に携われます。

又、若手社員も多く社内のコミュニケーションも良好です。人との繋がりが実感できる職種だと思います。この先会社を共に

成長させていきましょう。

管理本部 本部長 林 良之 043-246-2128 y_hayashi@tamurakanto.co.jp
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18 社会福祉法人九十九会 医療・福祉・介護 障害福祉サービス事業 https://tsukumokai.org/ 長生郡睦沢町 JR上総一ノ宮駅
児童指導員、保育

士、生活支援員
1

職場見学会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

障害をもつ子どもや成人の方が地域で安心して暮らしていけるための支援をする仕事です。仕事をするなかで、「暮らす」と

いうことはどういうことなのか、暮らしには何が大切なのか、という理解を深め、その上で障害をもつ子どもや成人の方一人ひと

りに今、何が必要か、を考えて実践することの出来る法人です。

けやき 施設長 西 希仁 090-9369-6139 keyaki.nishi@gmail.com

19 ツルヤマテクノス株式会社 その他業種 金属加工業・建設業
http://www.tsuruyama-

tec.co.jp
千葉県市原市 JR内房線五井駅 施工管理 3

希望が有れば会社説明、職場見学

は随時行います

ライフワークバランスを大切にし、若手社員を積極的に登用しています。今後更に、働きやすい環境を整えるため福利厚生

などは大手企業並みに改善する予定です。
総務部 部長 石塚 伸之 0436-21-6522 n_ishiduka@tsuruyama-tec.co.jp

20 東葉警備保障株式会社 その他サービス 警備業 https://toyo-security.jp

千葉県柏市、さい

たま市大宮区、東

京都豊島区、横

浜市

柏駅、大宮駅、大塚

駅、高島町駅

総合職（営業・管

理・警備）
5

会社説明会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

警備業を営んでますが普通に営業・経理・総務・人事等募集しています。警備として経験はしてもらいますが、その後は適

材適所の配置になります。若くしての大抜擢や色々な仕事があるので一度、話を聞いてもらえればと思います。
総務人事部 マネージャー 新津 充久 04-7147-0110 soumujinji@toyo-security.jp

21
東洋ワークセキュリティ

株式会社
その他サービス セキュリティサービス https://www.tw-s.co.jp/ 東京都江戸川区 葛西駅 一般職 20

会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する, すぐに選考（面接

等）を実施する

『社会の変化に強く』、皆様の生活になくてはならない「安心」「安全」を警備サービスとして提供し、地域社会に貢献できる

素敵なお仕事です。「チャレンジ・成長」の志向が強い中でも、首都圏は特に若手社員が積極的な姿勢で各ポジションで活

躍中です！当社の事業の中核を担うセキュリティ事業では社員同士が連携し、お客様のニーズにしっかりと応えていくことで

今後もフィールドを拡大し、成長を続けます。社員一人一人が情熱を大切に働いています。成長していく環境を「一緒に」

創っていきましょう！まずは会社を見に来てください。お待ちしています！

採用部 主任 中里 亜希 080-8227-6941 a-nakazato@tw-s.co.jp

22 株式会社ナカオサ 製造
印刷紙器製造・包装資材販売・

印刷物受託
www.nakaosa.com 野田市

東武アーバンライン　愛

宕駅　車通勤可

総合職　営業・生産

管理
2 すぐに選考（面接等）を実施する

私どもナカオサは創業７３年野田市内を拠点に印刷紙器製造・パッケージプラザ・印刷受託の総合包装資材会社です。

スタッフ一同「こころを包む」を社是にしています。後継者問題で悩む会社が多い中、弊社は３６歳の次世代後継者がおり

ＳＤＧｓ的に言えば持続可能な職場を構築するためには若いスタッフの力が必要です。ここ数年で新卒学卒者の入社が

数人ありましたが、更なる発展を期して若い方との出会いを期待しております。新卒既卒は問いません。諸君に合った職種

を見つけに来ませんか！

本社 代表取締役 仲長 孝 04-7125-3101 tn3@nakaosa.com

23 株式会社日警保安 その他サービス 総合警備業 https://www.nikkeihoan.co.jp/
千葉県千葉市

他
総合職 3 会社説明会を実施する 教育・研修が充実しており、社内キャリアコンサルタントが入社後のキャリア形成をサポートします。

人財開発部

採用課
課長 川津 宗雄 03-5817-1021 kawazu@nikkeihoan.co.jp

24 日本企画株式会社 情報通信

システムソリューション、インフラソ

リューション、システム運用保守、セ

キュリティコンサルタント

https://www.nkcnet.co.jp
千葉県、東京都、

神奈川県

主に都内23区の弊社

取引先、または在宅勤

務

ITエンジニア 5
会社説明会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

設立50年目の独立系IT企業です。

取引先も金融系、流通系、物流系、製造、官公庁、メーカー等、幅広く活動しています。

入社から3ヶ月間みっちりITエンジニアとしての基礎を学べる環境があります。

人事部 マネージャー 桃澤 由美子 047-426-0026 e-saiyo@nkcnet.co.jp

25 日本空港サービス株式会社 運輸・物流 空港グランドハンドリングサービス https://www.jasco-ghs.co.jp 成田市 成田空港 専門職 3

会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する, すぐに選考（面接

等）を実施する

空港での業務はやりがいのある仕事です。 人事勤労部 部長 浦川 研治 090-1032-5355 urakawa@jasco-ghs.co.jp

26
株式会社

日本トラフィックサービス
運輸・物流

カーゴオペレーション（作業系）：

国際航空貨物のダメージチェック、

書類との照合、仕向地ごとの仕分

け、検量、貨物情報処理など

https://www.acsjp.com/group/

nihontrafficservice.php
成田市、芝山町

車通勤が便利です

（車通勤可）。鉄道

最寄り駅は成田空港

第２ターミナル駅

カーゴオペレーション

（作業系）
5

会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する

当社は、国際航空貨物を中心に実績を持つ安定企業（株）エアーポートカーゴサービスの中核となるグループ企業です。

スタッフが一丸となり、荷主からお預かりした大切な貨物を心をこめてお取り扱いし、グローバルに貢献しております。フライトに

予定どおり間に合わせたときの達成感が最高です。

東京支店

総務部
部長 松本 明生 0476-32-7271 jts3140@acsjp.com

27 ノーザンミツワ株式会社 小売・飲食 レストラン事業　リテール事業
http://www.mitsuwa-

shokai.co.jp/4-07group.html
千葉市 蘇我駅　車通勤可 マネジメント職 1 会社説明会を実施する

コロナ禍に大学生活を乗り切った学生さんの力を求めています。

時代に適応できた力を活用し、一緒に未来の会社をつくりませんか。
人事担当 課長 松山 雅彦 090-8899-4277 masahiko.matsuyama@ms-gr.jp

28 ノザキ建工株式会社 建設・建築 基礎杭打ち工事
https://www.nozakikenkou.co.j

p
千葉市美浜区

稲毛駅　（車通勤

可）
土木施工管理 3 すぐに選考（面接等）を実施する

我社は50年の杭工事の歴史を有しています。幕張新都心をはじめ大型ショッピングセンター、ホテル、高層ビル等を杭で支

えてきました。技術開発も積極的に行い技術施工の工法認定を受け「信頼と技術のノザキ」という評判を得て今日に至って

います。

事務統括部 係長 遠藤 宏美 043-243-0185 h.endou@nozakikenkou.co.jp

29 社会福祉法人光福祉会 医療・福祉・介護 保育 https://asahihikari.xsrv.jp/ 千葉県旭市 車通勤可 保育士・看護師 1
職場見学会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

厚生労働大臣認定のユースエール認定を取得しています。労働環境が良く、有給休暇取得実績昨年度平均20日。アマ

チュア全国クラスの職員が現在も在籍し活躍中。保育士・看護師資格が無い方は、就職後資格取得を前提に採用可。
ひかり保育園 園長 八田 泰 0479-57-2884 hikari@cd.wakwak.com

30
株式会社

ホソヤコーポレーション
製造 焼売、餃子、春巻きの製造・販売 https://ssl.hosoya-c.co.jp/ 千葉県佐倉市 ＪＲ佐倉駅 製造 2

会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する

弊社は、春巻や焼売の製造においては全国トップクラスの実績を誇る食品メーカーです。100年以上にわたり、一貫して肉

のおいしさを追求しており、常に革新的な取り組みを実践しています。自社内に基礎研究機関を持たず、各界の最前線で

活躍する食品研究員や機械設備等の専門家から直接アドバイスをもらうという独自の手法でノウハウを蓄積しています。顧

客のニーズにも細かく対応し、業界内でも高品質の企業として広く認知されています。

人事総務部 小川 裕司 043-484-2181 ogawa@hosoya-c.co.jp

31 マック株式会社 情報通信 建設業向けシステム開発 http://mac-net.co.jp/ 千葉県市川市
京成バス　国分高校バ

ス停　徒歩1分
技術系総合職 2

会社説明会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する, 動画説明

会あり、web説明会あり

トンネル工事現場で使われるICT重機や、環境完全のためのIOTシステムなど、次々に将来性のあるIT技術を工事現場

に取り入れてきた、 創業47年の安定企業です!

当社は建設業界にはなくてはならないレーザー計測装置からソフトウェア開発まで幅広い分野で活躍しています。その中でこ

だわっているのは「自社開発」というポイント。製品の企画から開発、製造、アフターまで、一貫して行っています。自らが開発

したシステムが、実際に稼動した時の喜びを、常に感じていられる会社です。派遣等は一切ありません。中でもトンネル掘削

用のシステムにおいては国内最大の実績があり、また世界5ヶ国において多数の特許を取得しています。中央リニア新幹線

実験線延伸工事では、75%の工区に当社のシステムが採用されました。

本社 代表取締役 宮原 宏史 047-371-3191 miyahara.h@mac-net.co.jp

32 株式会社みかわや 小売・飲食 呉服（着物）小売業 https://mikawaya.biz
東金市、茂原市、

夷隅郡大多喜町

JR東金駅、JR茂原

駅、いすみ鉄道城見ヶ

丘駅（全店舗車通勤

可/社員専用駐車場

完備）

販売営業職 4
会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する

今まで入社された先輩たちは9割以上が着物初心者です。一から「着物について」を学んでいくので、経験や性別関係な

く、全員が同じスタートラインに立てるのが呉服業界の面白いところです。伝統を扱う業種ですので、学びの幅は非常に深

く、「簡単に出来るようになりますよ」とは口が裂けても言えません。ですが、学びを掴んだスタッフは、お客様や取引先様、そ

して同僚から信頼され、慕われ、リーダーシップを発揮しています。学生の皆さんには、企業規模に関わらず、自分が成長で

きる企業選びをしていただきたいです。

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

33 明正工業株式会社 建設・建築
プラントメンテナンス業、設備工事

業
http://meiseikougyou.co.jp 千葉市、市原市

内房線「蘇我駅」「浜

野駅」「八幡宿駅」

技術職（施工管理、

現場スタッフ）
4

会社説明会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

資格取得・安全対策に力を入れています。また若手が多いので活躍の場が多くあります。

中小企業でありながら創業57年以上を誇る千葉の会社。100年企業を目指し攻守一体の堅実経営をしています。若手

に権限を持たせ、若手中心で進めているプロジェクトも発足。社員教育、研修に力を入れており入社１年目～５年目まで

フォローし技術力や社会人基礎力を磨きます！横のつながりも多く活気溢れる会社です。是非会社説明会にいらしてくださ

い。

総務経理部
課長 大野 一久

今井 美紀
043-268-3388

oonokazuhisa@meiseikougyou.co.jp

imaimiki@meiseikougyou.co.jp

34
株式会社

メモリアルアートの大野屋
建設・建築

お墓のコンサルティング営業職、葬

儀施行、仏壇仏具の販売、手元

供養商品の販売、保険

http://www.ohnoya.co.jp
千葉市中央区、

千葉県市川市

作草部駅もしくは西千

葉駅，市川大野駅か

らバス　いずれも車通勤

可

営業職 2
会社説明会を実施する, すぐに選考

（面接等）を実施する

私たちの使命は、故人への供養のお手伝いを通じて、お客様のこころを癒し続けることです。

“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、世の中の方々にとって、身近で一番頼りにされる会社になる「遠くの親戚より近くの大野屋さん」を目指しています。

総務部 部長 天野 淳子 03-6863-4111 jinzai@ohnoya.co.jp

35 株式会社ヤマナカゴーキン 製造

精密鍛造用金型の設計製作、解

析ソフトの販売サポート、DXに関

わる設備サービスの展開（モニタリ

ングソリューション、IoT、ICTソフト

ウェア）

https://www.yamanaka-

eng.co.jp/

千葉、大阪、栃

木、愛知

車通勤可（拠点は希

望をできるだけ考慮しま

す）

営業職 1

会社説明会を実施する, 職場見学

会を実施する, すぐに選考（面接

等）を実施する, できるだけ合わせま

す。ご希望をお聞かせください。

当社は創業６２年目の金型メーカーです。現在は金型に留まらずあらゆるものづくり産業に対して改善を提供できる製品

を持っています。チャレンジを重ねる社風で一緒にキャリアを作っていきませんか？少しでも興味をもっていただけましたら一度

カジュアル面談をさせてください。お待ちしています！！

管理本部

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

■千葉県採用力向上サポートプロジェクト2022(令和４）年度　✆ 043-222-8170


