
（平成 24 年度補正 地域中小企業の人材確保・定着支援事業） 

第２回 2013 合同企業説明会 in 幕張 
◆日 時 ◆場 所 ◆参加対象 ◆その他 

平成２５年１０月１２日(土) 

（受付 １３：００～１６：００） 

1 回目 １３：３０～１４：００ 

2 回目 １４：１０～１４：４０ 

3 回目 １４：５０～１５：２０ 

4 回目 １５：３０～１６：００ 

5 回目 １６：１０～１６：４０ 

ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ベイ幕張ホール 

千葉市美浜区ひび野２－３ 

TEL:043-296-1112 

・平成２６年３月卒業予定の大

学院生・大学生等 

・既卒者は卒業後３年以内の方 

 

・参 加 無 料・履歴書不要 

・入退場自由・当日参加可 

（企業の人事担当者による面談も

出来ます。） 

 

◆参加企業 

企業名 業種 / 募集職種 

株式会社アクアテック 
業  種：サービス：その他 

募集職種：総合職 

石井工業株式会社 
業  種：建設業：総合（土木・建築） 

募集職種：現場監督、現場事務 

株式会社石川商会 
業  種：商社：その他の製品 

募集職種：営業 サービス 商品管理 

株式会社石山 
業  種：流通：自動車販売・自動車部品 

募集職種：営業・営業事務・保険（適性を判断して配属） 

ウッドテック株式会社 
業  種：建設業：設備工事･ﾌﾟﾗﾝﾄ･内装 

募集職種：施工管理 

浦安電設株式会社 
業  種：建設業：設備工事･ﾌﾟﾗﾝﾄ･内装 

募集職種：エネルギー基盤技術系 

株式会社エーピーシーメンテナンス 
業  種：建設業：建築･建設 

募集職種：施工、調査、設計等 

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 
業  種：情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ 

募集職種：システムエンジニア・プログラマー 

株式会社岡本組 
業  種：建設業：土木･橋梁･造園･鉄骨 

募集職種：技術系土木 

株式会社川島屋 
業  種：メーカー：食品･食料 

募集職種：パン製造及び米飯製造 

北日本石油株式会社 
業  種：流通：ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・燃料 

募集職種：営業職・販売職 

株式会社キャッツ 
業  種：建設業：住宅 

募集職種：営業職・技術職・事務職 

株式会社金鳳堂 
業  種：流通：その他(ﾒｶﾞﾈ･薬局･書籍・ｽﾎﾟｰﾂ等） 

募集職種：総合職 

株式会社キンレイ 
業  種：流通：ﾚｽﾄﾗﾝ･外食･給食 

募集職種：外食事業に関わる職種 

株式会社くすりの福太郎 
業  種：流通：その他(ﾒｶﾞﾈ･薬局･書籍・ｽﾎﾟｰﾂ等） 

募集職種：総合職 

京葉測量株式会社 
業  種：建設業：ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ･設計事務所 

募集職種：測量技術職・土木設計職・システムエンジニア職 

株式会社コスモネット 
業  種：情報通信：通信業･同関連 

募集職種：携帯電話の販売・サービス 

サコス株式会社 
業  種：サービス：物品ﾚﾝﾀﾙ･物品ﾘｰｽ 

募集職種：営業職・技術職・フロント業務職 

三栄メンテナンス株式会社 
業  種：サービス：ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･保守･修理 

募集職種：総合職（営業、設備管理、情報処理） 

株式会社山九海陸 
業  種：輸送：倉庫･物流・運輸附帯ｻｰﾋﾞｽ 

募集職種：総合職【現場管理全般】 

株式会社三光マーケティングフーズ 
業  種：サービス：その他 

募集職種：総合職 

社会福祉法人神聖会 
業  種：サービス：福祉・福祉施設 

募集職種：特別養護老人ホーム 介護職員 

株式会社新昭和 
業  種：建設業：住宅 

募集職種：総合職（営業職・施工管理職・設計職など） 

セコムジャスティック株式会社 
業  種：サービス：警備保障 

募集職種：常駐セキュリティスタッフ 

綜合警備保障株式会社 
業  種：サービス：警備保障 

募集職種：企画・営業・警備・技術 

大栄フーズ株式会社 
業  種：メーカー：食品･食料 

募集職種：製造、営業、商品開発、品質管理、事務 

株式会社タイヨー 
業  種：流通：飲食料品・食品スーパー 

募集職種：販売職 

大和冷機工業株式会社 
業  種：メーカー：一般機械･産業機械 

募集職種：営業職 



株式会社タムラカントウ 
業  種：建設業：設備工事･ﾌﾟﾗﾝﾄ･内装 

募集職種：施工管理職 

千葉宇徳株式会社 
業  種：輸送：倉庫･物流・運輸附帯ｻｰﾋﾞｽ 

募集職種：総合職、現業職、技術職 

千葉窯業株式会社 
業  種：メーカー：窯業･土石･ｾﾗﾐｯｸｽ･ｶﾞﾗｽ 

募集職種：営業職、技術職 

株式会社銚子丸 
業  種：サービス：その他 

募集職種：総合職（店舗管理者） 

株式会社ティーエスケー 
業  種：建設業：建築･建設 

募集職種：施工管理 

株式会社 D ダイニング 
業  種：流通：ﾚｽﾄﾗﾝ･外食･給食 

募集職種：総合職（店長以上の幹部候補） 

テンアライド株式会社 
業  種：流通：ﾚｽﾄﾗﾝ･外食･給食 

募集職種：総合職（店長候補・本部） 

デンタルサポート株式会社 
業  種：サービス：その他 

募集職種：■総合職（診療コーディネーター） 

冨田電機工業株式会社 
業  種：建設業：設備工事･ﾌﾟﾗﾝﾄ･内装 

募集職種：電気及び機械工事・設計・監理技術者 

トヨタカローラ千葉株式会社 
業  種：流通：自動車販売・自動車部品 

募集職種：営業スタッフ 

西尾レントオール株式会社 
業  種：サービス：物品ﾚﾝﾀﾙ･物品ﾘｰｽ 

募集職種：営業職・技術職・事務職 

株式会社日警保安 
業  種：サービス：警備保障 

募集職種：総合職（幹部候補）、一般職（警備職） 

日昇自動車販売株式会社 
業  種：流通：自動車販売・自動車部品 

募集職種：営業、仕入事業部、ＷＥＢ事業部、営業アシスタント他 

日本賃貸保証株式会社 
業  種：サービス：その他 

募集職種：営業職、事務職 

株式会社ノジマ 
業  種：流通：家具・建具・什器・家電・ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 

募集職種：企画販売アドバイザー 

ハンナン株式会社 
業  種：商社：農畜水産物･青果物･卸売市場 

募集職種：総合職 

ビジネスソフトサービス株式会社 
業  種：情報通信：ｿﾌﾄｳｴｱ･情報処理・情報ｻｰﾋﾞｽ 

募集職種：システムエンジニア・プログラマー 

ひらいグループ 
業  種：建設業：住宅 

募集職種：総合職（設計、加工、営業、配送、事務） 

福井電機株式会社 
業  種：商社：機械器具･ＯＡ製品 

募集職種：【営業】 【設計・施工管理】 

不二公業株式会社 
業  種：建設業：総合（土木・建築） 

募集職種：土木施工管理者 

株式会社丸幸 
業  種：サービス：その他 

募集職種：総合職、専門職（事務） 

株式会社緑川組 
業  種：建設業：総合（土木・建築） 

募集職種：技術職・事務職 

有限会社三平商会 
業  種：流通：自動車販売・自動車部品 

募集職種：①営業スタッフ ②保険業務 ③経理業務 ④ﾄﾞｺﾓスタッフ 

湯山建設株式会社 
業  種：建設業：建築･建設 

募集職種：リフォーム営業 

株式会社吉田屋 鴨川館 
業  種：サービス：ホテル･旅館 

募集職種：総合サービス職（ルーム・フロント） 

株式会社ライフランド 
業  種：サービス：冠婚葬祭 

募集職種：総合職（セレモニー、ブライダル、営業、事務） 

株式会社リエイ 
業  種：サービス：福祉・福祉施設 

募集職種：介護職員、生活相談員 

ロック技研工業株式会社 
業  種：メーカー：一般機械･産業機械 

募集職種：機械・電気設計職 

ワイ・エム・メンテナンス株式会社 
業  種：サービス：ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･保守･修理 

募集職種：設備管理、清掃、マンション管理、警備、子育て支援 

株式会社和光ケミカル 
業  種：メーカー：化学･医薬･化粧品 

募集職種：営業 

ハローワーク ハローワークの相談コーナーを開設します。お気軽にご利用ください。 

ジョブカフェちば ジョブカフェちばの相談コーナーを開設します。お気軽にご利用ください。 

◆主催：千葉県中小企業団体中央会・千葉県大学就職指導会 

◆協力：千葉労働局・千葉県雇用労働課・ジョブカフェちば 

◆問い合わせ先：千葉県中小企業団体中央会 （担当推進員：佐山、保坂、徳久、清水、古沢 ／ 工業連携支援部：東、山内） 

          電 話 ０４３－３０６－３２８３   ＦＡＸ ０４３－２２７－０５６６ 

          ＵＲＬ http://www.chuokai-chiba.or.jp メール azuma@chuokai-chiba.or.jp 
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