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採用

予定数
大学のキャリアセンター職員の方へのメッセージをお願いします！

担当者

部署名
役職 氏名 電話番号 連絡先メールアドレス

1 アイケー物流株式会社 運輸・物流
倉庫での現場荷役（入出荷）業務、物

流事務業務、輸出入処理事務業務
http://www.ikeda-ik.co.jp

千葉県千葉市美浜

区、千葉県柏市、千

葉県山武郡芝山町

倉庫荷役作業、物流事務、

輸出入処理事務
3

同グループの（株）池田自動車運輸は、2024年に創業100年を迎えます。これまでも本社のある千葉県印旛郡栄町を始め、地元千葉県を中心に事業

を行って参りました。その（株）池田自動車運輸から分離独立したアイケー物流（株）は、まだ30年程度の歴史ではありますが、荷主様の物流倉庫内、

拠点で倉庫荷役作業、物流事務作業を行っている会社です。当社はこれまで中途採用での社員募集しか実施してこなかった企業でありますが、これからの

未来を見据え、若手の新卒採用を積極的におこなっていきたいと考えています。一般的に、物流業界は、働く環境が悪いイメージが先行していますが、現在、

社内では有給休暇取得率の向上、残業や休日出勤の抑制など、社員がいきいきと働きやすい職場づくりを進めています。ぜひ、職場見学やジョブシャドウイン

グを通して、当社を知っていただく機会も積極的に提供していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

総務部 取締役 二本柳 徹 070-6946-6798 t-nihonyanagi@ikeda-ik.co.jp

2 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

販売職(携帯電話・スマート

フォン専門店スタッフ)
7

私たちITS株式会社は、千葉県柏市に本社事務所を構え、携帯電話・スマートフォン専門店(ドコモ・au・UQモバイル)を19店舗展開している法人です。

内、11店舗を千葉県内に有しており、毎年多くの県内大学卒業生が入社しています。私たちのお仕事は、地元のお客様を中心として、じっくり・丁寧にコミュ

ニケーションを取りながら色々なお話をさせて頂きます。千葉県で働きたいや人のために役立ちたいと思っている学生様へ是非ご紹介して頂きますようお願い致

します。

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

3 株式会社赤門 小売・飲食 焼肉ファミリーレストラン https://akamon.co.jp/ 千葉市
総合職（店舗運営、製造、

企画、商品開発等）
10

【当社について】

焼肉ファミリーレストランとして千葉県内に展開し、もうすぐ創業50年。

千葉県より「社員いきいき！元気な会社宣言企業」認定を受けており、若手社員が活躍できる場がたくさんあります。

ご来店いただくお客様に「感謝・恩返し」の気持ちで、「焼肉を媒体とし“感動”を提供」し、当社で働く従業員には「赤門に入社して良かった」と思ってもらえる

ような社風づくりに「社長自ら」取り組んでいます。

コロナ禍においても安定的に経常利益10％以上出すことができ、逆境にも強い経営基盤があります！

赤門の強みは無借金経営、経常利益の高さ、家族のような関係性で働ける社風です。

【意気込み】

地域密着型を大切に千葉県で50年間お世話になってきました。千葉県はとても魅力の多い県です。

そこに気付けていない学生さんもいることだと思います。学生さんに千葉県の魅力を理解してもらいつつ、一緒に盛り上げていける仲間を見つけ

教育していきたいです！

【採用実績大学】

明海大学、明治大学、東京農業大学、東邦大学、東洋大学、東京情報大学、秀明大学、松蔭大学、城西国際大学、和洋女子大学、早稲田大学、

千葉大学、千葉経済大学、千葉商科大学、国士舘大学、駒澤大学、日本大学、二松学舎大学、帝京大学、帝京平成大学、立正大学、専修大学、

江戸川大学、麗澤大学、敬愛大学、目白大学、聖徳大学、大原学園

管理・総務部 チーフ 井越 健太 047-484-3301 k.ikoshi@akamon.co.jp

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

m/info

千葉県船橋市・柏市・

佐倉市
運営スタッフ 3

「人の話を聴くのが好き」「誰かの役に立ちたい」そんな方が活躍している会社です！企業理念を日常業務に落とし込めるように指針となる「社員の教科書」な

ど毎年作り直しをして研修に使用しています。また、社員の育成も「個性別」に行い研修内容も研修生に合わせてつくっています。「子どもに自信をつける」事

がしたいと思い、会社を設立しました。その想いで社歌をつくったくらいです。青臭い会社ですが、それこそが他にはない魅力だと思います。

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

5
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/ 千葉県船橋市 営業コンサルタント 20

◇今年3月で10周年の船橋発のベンチャー企業です！

　完成された会社ではないから、一緒に会社を創っていく楽しさがあります。／　社歴、年齢問わず、実力さえ身に付ければ評価される会社です。

◇失敗を称賛する会社です！

　チャレンジした上での失敗は、皆から賞賛されます。だから失敗も怖くない。　沢山チャレンジして失敗して、人間として成長していきます。

◇成長にこだわっている会社です！

　社員一人一人が自己成長のために努力をしている会社です。／　我々はメーカーではないので商品がありません。一人一人の社員が持っている「営業力」

「販売力」「コミュニケーション力」「問題解決力」が商品です。商品力を上げるために社員全員が全力で努力します。

◇お客様から感謝されることがやりがい。

　クライアント企業から売上を上げ感謝される、エンドユーザーから商品の魅力が良く分かったと感謝される、毎日いろいろな方から感謝され、

　それが我々のエネルギーであり、やりがいです。

弊社はとことん”人”にこだわって採用しているため、通年採用しています。時期問わず、弊社に合う方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介いただけると幸いです。

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

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

/新建設株式会社
市川市 施工管理 2

　人を育てることに力を入れています。現在は建設業は高齢者が多く、若い人材はとても貴重です。ですから、他社に行ってしまわないように好条件で迎えて

入れて大切に育てていきます。単なる労働者としてではなく、技術と資格を身につけるように万全のサポートをします。必要な資格取得にかかる費用は全額会

社負担で、勤務時間に勉強してもらいます。全くの未経験からの出発で大丈夫ですので、どうか貴重な人材をご紹介ください。よろしくお願いします。

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

7 株式会社エイシル 情報通信

■ソフトウェア開発（システムエンジニアリン

グサービス事業）

■受託開発事業

・コンサルティング、アプリケーション開発、

サーバネットワーク設計構築等幅広い分

野・業界でトータルソリューションを提供して

います。

https://asil.co.jp/ 千葉県内、東京都内 システムエンジニア 10

【会社概要】

当社は千葉を拠点に千葉～東京都内にて、BtoBでのシステム開発を行っている独立系システム開発会社です。まだ100名程度の規模ですが、近年は特

に自治体・官公庁関連などの公共性の高いプロジェクトに多数携わっており、売上高が12期連続で増収、新卒採用も積極的に行っております。

【当社の特徴】

ご入社後にIT基礎研修や、無期限OJTなどしっかりスキルを身につけるための教育制度を設けており、文系・理系を問わず幅広く採用活動を行っております。

一般的に離職率の高いIT業界において、業界平均の半分以下を維持するなど定着率には自信があります！

【求める学生様の指向性】

ITの知識は問いません。IT業界は技術トレンドの変化や新サービスの普及が速く、新しいことをどんどん覚える必要があるため、そういったことが苦ではない方で

あれば、十分にご活躍いただけると思います。また、チーム単位でシステム開発を行うため、メンバー間でコミュニケーションを取れる方は大歓迎です。

営業本部 川口 福美 043-216-2664 f-kawaguchi@asil.co.jp

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

千葉県八街市･木更

津市他埼玉､東京､長

野､茨城

事務系総合職 6

創業から50年以上の歴史を超えて､主力とする「建材物流」を軸に､一般貨物の運送･配送､倉庫業､通関業､3PLまで幅広い物流サービスを提供し､様々

な物流のニーズに変化を考えながら対応して輸送しています｡お客様の商品を運ぶ品質が高く､取引実績による信頼から､建材以外の食品､飲料､タイヤなど

の商品取引も増え､多くの評価をいただいています｡そして､社内SNS､さん付け運動､各種福利厚生など､従業員が働きやすい環境づくりに力を入れており､

風通しの良さが特徴です！！

経営支援部

人材戦略グループ
谷口 和美 048-987-2400 ktaniguchi@nbsnet.co.jp

9 エメラルドサポート株式会社 医療・福祉・介護 訪問介護 http://www.emerald-support.com/ 浦安市 訪問介護職員 1

当社は、訪問介護事業を基軸に、障害者向け相談支援事業やパソコン・スマホ教室、キッズプログラミング教室などのITスクール事業も展開しています。

今後も、時代や地域社会のニーズに合わせて新規事業を積極的に展開する予定です。

募集予定の人材は、訪問介護職員ですが、入社後は個々のスキルに合わせたキャリアチェンジが可能な会社です。

将来に悩む学生さんがいましたら、

「人から感謝される仕事から始めて、自分の得意分野を見つけながら働ける職場があるよ」

と、お伝えしていただけると幸いでございます。

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

10
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

営業職、製造職 2

弊社は創業120年を越えるBtoBの老舗ローラーメーカーです。スマートフォンや太陽光パネル、各種印刷物や私たちが日々使っている生活必需品はローラー

がないと出来ません。決して表に出るような企業ではありませんが、私たちの生活を陰から支えている企業です。

県内採用実績大学：千葉工業大学、東邦大学

総務本部

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

11 鎌形建設株式会社 建設・建築 総合建設業 https://www.kamagatakk.jp/
香取郡多古町、冨里

市、成田市、千葉市

施工管理（建築、土木、住

宅のいずれ）、設計
4

８０年以上、地元密着企業として総合建設業を営んでおります。官公庁工事が多い、安定した会社です。今後も知名度を上げて邁進する所存ですので

担当者の方々には、よろしくお願い申し上げます。
小出 080-8714-5218 k-koide@kamagatakk.jp

12 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 施工管理 5
弊社は創業60周年を迎え、公共工事をはじめ民間工事も多く受注しており、安定した経営を行っております。また、建設業ではまだ定着していない完全週

休2日制も導入しております。地元千葉で働きたい学生を募集いたします。採用実績のある県内の大学：千葉工業大学、千葉経済大学、敬愛大学、城

西国際大学、明海大学、日本大学　他

管理部 課長 内田 好孝 043-248-1477 y-uchida@keiyo-koukan.co.jp

13 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 介護職 3 船橋市では歴史の長い、老舗の総合介護福祉施設です。 本部 主任 坂本 清孝 047-429-4165 saiyou-kenkohkai@mbr.nifty.com

14
株式会社

広域高速ネット二九六
情報通信 放送業 https://www.catv296.co.jp/ 佐倉市、酒々井町

営業職、技術(ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ)

職、事務職、放送制作職
15

千葉県内15市町を事業エリアとするケーブルテレビ局です。弊社採用は職種別採用となっております。千葉県内の大学/短大/専門学校に在学中の学生さ

んや、都内在学県内在住の学生さんを積極採用しております。学内合同説明会は対面・ＷＥＢともに積極的に参加させていただいております。是非、宜しく

お願いいたします。

総務部 部長補佐 木場 秀晃 080-3591-6860 h.kiba@catv296.co.jp

2024(令和6)年３月卒　学内合同会社説明会に参加希望の企業情報　（千葉県採用力向上サポートプロジェクト登録企業より　４６社）　橋渡し支援②　※50音順　　　　令和5年2月15日現在

■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
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15 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 営業職 17

臨床検査は、健康診断や病院で採取される血液や尿などを使って行う検査です。私たちの身近に存在しており、医療が無くならないことから比較的安定した

事業と言えます。

千葉県を中心に関東圏内で活動しており、千葉県内でのシェア率はNO.1です。

募集職種である営業職は、既存顧客を訪問するルート営業です。飛び込み営業ではないのでノルマはありません。ルート営業を経験したのち、営業所長や顧

客獲得、グループ企業の営業担当など幅広いキャリア形成が可能です。

営業職は、入社時に医療知識のない新入社員が9割ですが、数年後には役職についたりグループ企業の営業をしております。

採用実績校は、国士舘大学・敬愛大学・千葉商科大学・千葉工業大学・中央学院大学・東邦大学などがございます。

説明会は随時開催しておりますので、ぜひ一度お越しいただきたいと思います。

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

16 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・横浜

市緑区
電気工事士、施工管理 1

電気工事士をはじめとする当社の仕事を通して取得できる資格のニーズは年々高まっており、「資格を持っている」「実務経験がある」ということが価値になって

います。当社の社員にはどこに行っても胸を張れるような人材になってほしいと考え、資格取得支援制度や面談を通したキャリア支援を実施。また、取得資格

に応じた月3000円～1万円の資格手当の支給や、スキルに応じた昇給、4～5ヶ月分の賞与支給（2022年度）など、頑張りへの還元もしっかりとしていま

す。評価においては、成果だけでなく過程の“頑張り”も見逃しません。一人ひとりが自分のペースで成長できるようサポートしています。

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

17 株式会社三和テレム 建設・建築 電気通信工事業、電気工事業
https://www.sanwa-telem.co.jp

https://iotele.jp

松戸市、埼玉県越谷

市、川越市、東京都

世田谷区、江東区

技術系総合職 5
情報通信設備工事で50年間の長きにわたり営業している会社です。次の50年、「100年企業」を見据えて、ビル建物のスマートホーム化事業、地震と建物

のモニタリングシステム構築事業などの新規事業への積極的な取り組みをすすめております。
総務部 副部長 藤倉 俊秀 047-388-2255 t-fujikura@sanwa-telem.co.jp

18 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
千葉県柏市の柏営業

所、野田第２センター

総合職（商品管理、事務、

乗務員、コーポレート部門）
5

強みは新入社員育成が充実で丁寧、通関業を持つ物流企業、物流センターで商品管理業務を頑張りたい学生は優先的に検討して参ります。先ずは詳し

くお話を聞きたいので、もし可能でしたら日程調整をさせて頂き、お伺いすることも可能です.よろしくお願いいたします。
総務部 理事 長谷川 隆 048-788-8000 takashi_hasegawa@nexus-shinozaki.co.jp

19 株式会社新栄 製造 精密部品製造 https://shinei-p.co.jp 船橋市
総合職(営業・営業事務、製

造、総務等)
2

千葉県内でプレス加工技術を用い、PCや自動車など様々な製品に使われる精密部品を作っています。社員数28名の小さな会社ですが、毎年新卒採用を

行い全正社員の半数が新卒採用入社となっている、若いメンバーが活躍できる会社です。県内大学としては、千葉工業大学、東邦大学、日本大学、聖徳

大学、和洋女子大学など、多くの大学のOBOGが在籍しております。文理男女関係なく採用を行っておりますので、宜しくお願い致します。

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

20
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.jp 成田市

航空貨物取り扱い（グランド

ハンドリング）
5

航空貨物業界は、インフラの下支えをしている分野になり、なかなか認知されにくい点がありますが、弊社の業務によって、日本と世界の架け橋となり、生活基

盤を作っていると考えています。ぜひ、航空貨物業界を知っていただき、学生様に職場を見ていただきたいと考えております。
業務部 部長 星 祐一 070-5022-4443 y.hoshi@skycargo.co.jp

21 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 大手ゼネコンの協力業者として全国展開で工事を受注しておりますので、安定した基盤のもと働くことが出来ます。 戸村 優 090-1434-5675 tomura@sugahara-gts.com

22 株式会社ストラクス 建設・建築 リノベーション工事の施工管理 https://www.stracks.co.jp/
千葉県千葉市花見川

区、東京都中央区

施工管理職・営業職・事務系

総合職
6

株式会社ストラクス採用担当の小川でございます。

弊社は千葉県千葉市でリノベーションの専門会社をしております。地球環境に優しく、今ある建物を今以上のものに生まれ変わらせる施工管理会社として、

千葉や東京をはじめ首都圏の様々な建物を施工し、街やそこに住む人々の暮らしを守り輝かせます。

特徴は20代・30代の社員が半数以上を占め、若手が活躍できる職場。施工管理者としてマネジメントに関わり、やりがいを感じられる仕事です。

学部学科を問わず募集をしております！建築の知識がなくても問題ありません。入社後、3ヶ月間の新入社員研修(OJT含)で建築の知識を徐々に身につけ

ていただきます。配属後も年齢が近い先輩がフォロー担当となるためいつでも相談しやすい環境です。

また、資格取得のための勉強会、合格祝金の支給など嬉しい制度もご用意しております。地元千葉で働きたい方、首都圏エリアで働きたい方を応援！是

非、ストラクスをご紹介くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

【新入社員ブログで日常の様子を発信中】※毎月更新　　https://www.stracks.co.jp/publics/index/44/

総務部　総務課 採用担当 小川 美紀 043-270-3811 somu@stracks.co.jp

23 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

京都目黒区(当初)

①防犯防災、電気工事の施

工担当者/②防犯システムの

設定担当者

1 以前、新卒で親カクにより内定辞退がありました。魅力が伝えきれないですね。 代表取締役 宮下 賢一 043-291-2242 join_us@sogodensetu.co.jp

24 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 総合職（営業職） 3
歴史の長い会社であること、離職率が低く働きやすい会社であることが強みです。

また、景気の変動に左右されにくい商材であることから比較的安定した業界です。

コミュニケーションが活発に行われ、業務時間内もにぎやかです。世話焼きの社員が多く、新入社員はたくさん質問しながら知識を得て活躍しています。

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

25 田辺建設株式会社 建設・建築 土木・建築工事業 http://tanabe.biz 千葉県市原市
建築施工管理職又は建築施

工管理・AD職
6 専門課程を学んでいない方も積極的に採用しています。転勤は原則ありません。遠方の現場の場合、出張で対応致します。 管理部 管理部長 大原 薫 025-544-3333 ohara@tanabe-kensetu.co.jp

26 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、千葉県 施工管理スタッフ 3
学部不問でやる気のある人材を求めています。ダクト工事の業界では大手の規模ならではの営業ノウハウ、高品質の提供、技術の継承をしています。

実績としては、千葉工業大学、千葉経済大学、敬愛大学、神田外語大学、東京情報大学、清和大学等です。
管理本部 本部長 林 良之 043-246-2128 y_hayashi@tamurakanto.co.jp

27 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 施工管理 5
エネルギー供給会社よりダイレクトに受注。実績が評価され水素分野にも進出しています。

千葉商科大学、中央学院大学、千葉工業大学、千葉科学大学、国際武道大学、清和大学、日本大学生産工学部、二松学舎大学、明海大学、敬愛

大学

総務部 部長 石塚 伸之 0436-21-6522 n_ishiduka@tsuruyama-tec.co.jp

28 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

総合職（営業・管理・警備） 34 不人気業界の為、希望される生徒さんが少なく、入って頂ければチャンスがゴロゴロしてます。麗澤大学・淑徳大学・江戸川大学 総務人事部 マネージャー 新津 充久 04-7147-0110 soumujinji@toyo-security.jp

29
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 一般職 50

県内大学卒業生採用実績／千葉商科大学・帝京平成大学・中央学院大学・江戸川大学

社会情勢の変化に強い、警備業界。「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。社員が

「まずはやってみよう！」精神で一人でも多くの皆さんに会社の魅力を伝えていくことと自分のプライベートを両立していくことを大切に日々協力して会社を創って

います。「若いうちの前向きな失敗と反省は成長するための財産」です。皆さんと一緒に「会社を創る」喜びと楽しさを共有していきたいと思います！

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

30 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 営業　営業内勤　生産管理 2

弊社は典型的な中小企業です。社員７０名　現在２代目の社長７１才ですが４年後に事業承継を目指しています。ＳＤＧｓ的に持続可能な職場の

構築には若いスタッフが必要です。職種は主に営業職ですが、適材適所を考えています。

中央学院大学　神田外語大学　県外（東京経済大学　日本大学　立正大学）

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

31 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・東京都・埼玉

県　他
総合職・警備専門職 5 採用実績：千葉商科大学、帝京平成大学、麗澤大学、江戸川大学、千葉経済大学、和洋女子大学、川村学園女子大学

人財開発部

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

32 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
ITエンジニア 50

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

33
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 総合職 30 地元企業となります。 人事勤労部 部長 浦川 研治 090-1032-5355 urakawa@jasco-ghs.co.jp

34
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/niho

ntrafficservice.php
成田市、芝山町

カーゴオペレーション（作業

系）
40

〔当社の強み〕社員一人ひとりが当社の理念と品質方針を理解し、有事の際には職域の壁を越えて、全国をサポートできる体制となっており、また、それが社

風となっております。人財育成に主眼を置き、入社後も定期的に研修を行い、スキルアップとキャリアアップをめざします。

〔県内大学採用実績〕明海大学、流通経済大学、秀明大学、城西国際大学、国際武道大学、敬愛大学、淑徳大学

東京支店総務部 部長 松本 明生 0476-32-7271 jts3140@acsjp.com

35 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 マネジメント職 4

2022年4月に入社した新卒大学生はすでに、会社の戦力になっています。

安心して業務に臨めるよう研修やフォローも万全です。
人事担当 課長 松山 雅彦 090-8899-4277 masahiko.matsuyama@ms-gr.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
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https://www.jasco-ghs.co.jp/
http://www.mitsuwa-shokai.co.jp/4-07group.html
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36 ノザキ建工株式会社 建設・建築 基礎杭打ち工事 https://www.nozakikenkou.co.jp 千葉市美浜区 土木施工管理 3 創業50年の歴史を有し、杭工事における工法開発を積極的に行い多くの工法認定を取得しています。 事務統括部 係長 遠藤 宏美 043-243-0185 h.endou@nozakikenkou.co.jp

37 社会福祉法人光福祉会 医療・福祉・介護 保育 https://asahihikari.xsrv.jp/ 旭市 保育士・看護師 2 労働環境 ひかり保育園 園長 八田 泰 0479-57-2884 hikari@cd.wakwak.com

38 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 製造職 6
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

39 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 技術系総合職 3
自社開発100％の当社は、客先常駐型の開発とは異なり、システムの企画設計段階からメンテナンスまで、すべての開発工程に関われるのが魅力です。県

内採用実績校：千葉大学、木更津工業高等専門学校、千葉工業大学、東京情報大学、千葉商科大学、帝京平成大学など
本社 代表取締役 宮原 宏史 047-371-3191 miyahara.h@mac-net.co.jp

40 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
販売営業職 6

今まで入社された先輩スタッフたちは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、優劣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だと思います。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」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たちは、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活躍をしているのが弊社の

特徴です。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。

［県内大学卒業生採用実績］

城西国際大学、敬愛大学、千葉経済大学

［県外大学卒業生採用実績］

武蔵大学、法政大学、東海大学、龍谷大学、京都造形芸術大学　他

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

41 株式会社ミヤコシ 製造
産業用印刷機及び加工機の製造・販売・

保守
https://miyakoshi.co.jp/

千葉県八千代市、千

葉県習志野市

設計開発職（電気、機械、ソ

フトウェア）、保守メンテナンス

職（電気、機械）、営業職

（国内、海外）

6

ミヤコシは、産業用（アナログ・デジタル）印刷機及び特殊加工機の開発・製造・販売・保守メンテナンスまで一貫したサービスを展開し、お客様一人ひとりの

ニーズにあわせたオーダーメイドのモノづくりを行っている機械メーカーです。

国内、海外に数多く納められている当社の印刷機械では、一般的な「紙」の印刷製品だけでなく、シール・ラベル、フィルム、布、外壁に使われる建材など、

様々な基材に印刷する機械開発も手掛け、ワールドワイドに事業領域を拡大しています。

採用実績校（千葉県）＜大学院＞　千葉工業大学、東邦大学、日本大学　　＜大学＞神田外語大学、千葉工業大学、東京電機大学、日本大学、

麗澤大学　　＜短大・高専・専門学校＞専門学校神田外語学院、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（ポリテクカレッジ千葉）

※採用担当者との1対1の面談、説明会も対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。

管理本部 係長 西崎 勝也 047-493-3854 kat.nishizaki@miyakoshi.co.jp

42 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
技術職（施工管理、現場ス

タッフ）
4

若手の活躍できる場が多く、ベンチャーマインドで企業運営しています。

社員教育・研修に力を入れており、入社１年目～５年目までしっかりとフォローし、技術力や社会人基礎力を磨きます。

研修期間中に資格を取得でき、その後もやる気次第で国家資格などもチャレンジできる環境です。資格取得に係る費用は全て会社でバックアップします。

【採用実績】日本大学・千葉工業大学・千葉経済大学・城西大学など

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

43 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

千葉県市川市（お

墓）、千葉県千葉市

中央区（葬祭）

お墓のコンサルティング営業

職、葬祭ディレクター
6

メモリアルアートの大野屋は創業83年以来、お墓・葬儀・仏壇とメモリアルトータルサービスを実現している企業です。

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。

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。

千葉商科大、明海大学、和洋女子大学、千葉経済短期大学、流通経済大学、秀明大学、淑徳大学、江戸川大学、神田外国語大学、中央学院大

学、千葉工業大学

卒業式ギリギリまで応募受付しております。　　宜しくお願いいたします。

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

44 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：佐倉市（入社

後面談を通じ配属を

決めています）

千葉、大阪、栃木、愛知 5
当社は、ものづくりの中のBtoB企業です。主に自動車産業との関わりが深いですが、昨今はものづくり産業全般にフィールドを広げていっています。経営者の

人を大切にしたいとの思いから、面談であったりフォローを強化しており、2021年2022年入社の社員は1人も退社しない実績もできました。安心して任せてい

ただける環境をより強化して参りますので、何卒よろしくお願いいたします。

管理本部

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

45 株式会社ライフランド その他サービス 冠婚葬祭 http://www.lifeland-group.jp/

千葉県（千葉市・松

戸市・柏市等）/茨城

県（土浦市・取手市

等）/福島県（いわき

市）

接客スタッフ・営業スタッフ・事

務スタッフ
18

千葉・茨城・福島で55年以上にわたり、地域に根ざし「フューネラル（葬祭）」のトータルサポートを行って参りました。例年多くの千葉県やその近隣に在住の

学生様にご入社いただいております。葬祭業と聞くと専門知識が多く大変そうというイメージを持たれることも多いのですが、研修制度が充実しており、イチから

丁寧にレクチャー致しますので安心して葬祭のプロを目指していただけます。地元に貢献できる仕事がしたい方、人と関わる仕事がしたい方、人から感謝される

仕事がしたい方にはぜひ一度弊社の説明会にご参加いただきたいと考えておりますので、ぜひ学内説明会の機会を頂けますと幸いです。お待ちしております。

人財管理チーム 服部 志穂 043-221-4490 saiyo@e-lifeland.com

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

八千代市
小売業 4

当社は千葉県習志野、船橋、八千代エリアでドコモショップを3店舗運営している会社です。若いスタッフが多く、チームワークを活かしてお互いをサポートしなが

ら働いています。

自社独自のしっかりとした研修制度も整っておりますので、一人で仕事が出来るようになるまでフォローしています。社会人としての基礎作りに力を入れている

会社ですので、まずは一度会社を見に来て頂きたいです。

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

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


