
（平成 26 年度地域中小企業の人材確保・定着支援事業） 

就職セミナー２０１４ 

合同企業説明会 in 幕張 
 

日  時：平成２６年６月１４日（土） 

         １３：００～１７：００（受付時間：12：30～16：30） 

 ・1 回目 １３：００～１３：２５  ・2 回目 １３：３０～１３：５５ 

 ・3 回目 １４：００～１４：２５  ・4 回目 １４：３０～１４：５５ 

 ・5 回目 １５：００～１５：２５  ・6 回目 １５：３０～１５：５５ 

 ・7 回目 １６：００～１６：２５  ・8 回目 １６：３０～１６：５５ 

場  所：幕張メッセ コンベンションホール 

         千葉市美浜区中瀬 2-1  ℡：043-296-0001 

参加対象：平成 2７年 3 月大学院・大学等の卒業予定者 

     及び既卒者（卒業 3 年未満の未就職者） 

参加企業：96 社（参加企業名等は裏面参照） 
◆企業の人事担当者による企業説明と面談会を実施予定。 

◆企業の他、ハローワーク、ジョブカフェちばの相談コーナーを設置します。 

 

※入場無料、履歴書不要、入退場自由、当日参加可 
 

◆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、ジョブカフェちば、千葉銀行 
 

＜問合先＞  

千葉県中小企業団体中央会 工業連携支援部 東 

     電話：０４３－３０６－３２８３ 

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

    千葉県大学就職指導会 事務局 海老澤（中央学院大学内） 

     電話：０４－７１８３－６５２０ 

    千葉銀行 法人営業部成長ビジネスサポート室 松井 

     電話：０４３－３０１－８１７６ 

 

このチラシは全国中小企業団体中央会補助事業「平成 26 度地域中小企業の人材確保・定着支援事業」の 

補助を受けて作成しました。 

  



 

参加企業一覧（五十音順） 
No 企 業 名 業 種 No 企 業 名 業種  

1 ㈱アクアテック 業務請負業 49 妙中鉱業㈱ 非鉄金属精錬 

2 (福)旭福祉会 福祉・介護施設 50 ㈱高品ハウジング 不動産業 

3 アシザワ・ファインテック㈱ 機械製造業 51 千葉グリーンセールス㈱ 外構・造園工事設計施工管理 

4 ㈱アヅマ 化学品製造業 52 千葉窯業㈱ コンクリート製品製造 

5 ㈱アドバンス 携帯電話販売 53 ㈱津田屋 小売業 

6 ㈱アメニテック 住宅ﾘﾌｫｰﾑ・太陽光発電ｼｽﾃﾑ 54 土谷ゴム化成㈱ 精密ゴム部品製造 

7 ㈱アラキ総産 プラント整備 55 ㈱ティーエスケー 建設 

8 ㈱イーエスケイ 情報処理 56 ㈱テクノプロ・エンジニアリング ソフトウェア開発 

9 石井工業㈱ 建設業 57 デンタルサポート㈱ 医療サポートサービス 

10 ㈱石山 自動車販売業 58 東京ガスライフバル千葉㈱ ガスサービス 

11 伊豆商事㈱ 住宅機器卸売 59 ㈱富井 菓子製造・販売・卸売 

12 岩代鋼材㈱ 鋼材加工販売 60 冨田電機工業㈱ 電気工事業 

13 岩渕薬品㈱ 医薬品卸売 61 トヨタカローラ千葉㈱ 自動車販売 

14 ㈱内山アドバンス 生ｺﾝｸﾘｰﾄ製造販売 62 ㈱とんでん 飲食 

15 ㈱ウッドストック 雑貨販売 63 ㈱成田デンタル 医療サポートサービス 

16 ウッドテック㈱ 管工事業 64 ㈱ナリタヤ 食品スーパー 

17 浦安電設㈱ 建設業 65 (福)南生会 高齢者福祉・保育 

18 ㈱ＡＨＣ 建設・不動産業 66 ㈱日警保安 警備業 

19 ㈱エーピーシーメンテナンス 電気工事業 67 日昇自動車販売㈱ 新車・中古車販売 

20 ㈱ＳＣミート 食肉卸売・小売 68 日本通信機㈱ 情報サービス業 

21 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ｼｽﾃﾑ技研㈱ ソフトウェア開発 69 野水鋼業㈱ 鋼材卸売 

22 ㈱エムエスデー ソフトウェア開発 70 ㈱ハウジング重兵衛 総合建設業 

23 上国興業㈱ 建設業 71 ㈱橋本電業社 電気工事・制御盤製造 

24 ㈱川島屋 食品製造・ﾊﾟﾝ等製造販売 72 ﾋﾞｲｰ･ﾄﾗﾝｾﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 旅客運送 

25 ㈱協和ハウジング 住宅建築 73 東日本エンジニアリング㈱ プラント設計・施工管理 

26 ㈱くすりの福太郎 ドラッグストア 74 ㈱ヒカリシステム レジャー・娯楽施設 

27 京設工業㈱ ソフトウェア開発 75 ㈱美光商会 携帯電話販売 

28 京葉測量㈱ 測量業 76 ビジネスソフトサービス㈱ ソフトウェア開発 

29 興栄燃料㈱ 石油製品販売 77 ㈱ビッグワンオート 自動車整備業 

30 三栄メンテナンス㈱ ビルメンテナンス業 78 ㈱ビップオート 自動車ディーラー 

31 ㈱山九海陸 千葉支店 運輸業 79 ㈱ビューティ花壇 生花卸売 

32 ㈱三共 建築・建設 80 広島建設㈱ 住宅・不動産・建設 

33 ㈱ＣＮホールディングス 自動車販売 81 ㈱ファソテック ソフトウェア開発 

34 ㈱Ｊ．Ｃ．Ｏ．Ｓ 通信・引越請負 82 フィデス㈱ 建設業 

35 ㈱ジェーソン ディスカウントストア 83 不二公業㈱ 建設業（土木・管工事） 

36 式田建設工業㈱ 建設業 84 ㈱藤屋 種類卸売 

37 ㈱システムイオ ｼｽﾃﾑｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 85 ㈱ブロンコビリー 飲食業 

38 しのはらプレスサービス㈱ 製造業 86 ㈱ボーソーテック 測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業 

39 ㈱昭和瓦斯実業 ＬＰガス販売 87 ㈱堀江商店 石油製品販売 

40 ㈱シルバーとっぷ 福祉・介護用品販売・ﾚﾝﾀﾙ 88 ㈱ホンダベルノ市川 自動車販売 

41 ㈱新昭和 住宅・建設 89 ㈱マイスターエンジニアリング ﾒｶﾄﾛ事業・ﾌｧｼﾘﾃｨ事業 

42 (福)神聖会 介護老人施設 90 ㈱前川製作所 ﾒｰｶｰ･一般機械・産業機械 

43 ㈱セイミヤ 食品スーパー 91 ㈲三平商会 自動車修理・販売 

44 セコムジャスティック㈱ サービス業（ｾｷｭﾘﾃｨ） 92 ミヤコシ㈱ 産業用印刷機製造 

45 (福)泉寿会 福祉・介護施設 93 ㈱ヤマナカゴーキン 金型製造 

46 ㈱大黒屋 小売業・金融業 94 ヤマモトホールディングス㈱ 塗装・内装工事 

47 ㈱大同ポリマー 防水工事業 95 ㈱リエイ 福祉・介護施設 

48 ㈱タイヨー 食品スーパー 96 ロック技研工業㈱ 製造業 

 

 


