
（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１０月２５日（土） 

         １３：３０～１６：４０（受付時間：12：30～16：00） 

 ・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   

場  所：アパホテル＆リゾート 東京ベイ幕張ホール 

         千葉市美浜区ひび野 2-3  ℡：043-296-1112 

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：64 社（参加企業名等は参加企業一覧参照） 
◆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 
 

 

＜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 浅田（千葉工業大学内） 

      電話：０４７－４７８－０２３２ 

 

  

mailto:メールazuma@chuokai-chiba.or.jp


 

参加企業一覧（五十音順） 
No 企 業 名 業種・募集職種 

1 アースサポート㈱ 
業種：サービス業（介護・福祉サービス） 

募集職種：総合介護職・介護職 

2 アイディホーム㈱ 
業種：建設業（住宅） 

募集職種：総合職（施工管理・企画営業・設計） 

3 ㈱アクアテック 
業種：サービス業（業務請負業） 

募集職種：総合職（法人営業・労務管理） 

4 ㈱アメニテック 
業種：サービス業（リフォーム業、太陽光発電の提案・施工） 

募集職種：企画営業職、業務スタッフ 

5 石井工業㈱ 
業種：総合建設業 

募集職種：現場監督、現場事務 

6 ㈱石山 
業種：流通業（自動車販売及び修理） 

募集職種：営業・営業事務・保険（適性を判断して配属） 

7 ウッドテック㈱ 
業種：建設業（管工事業） 

募集職種：施工管理・CAD オペレーター 

8 ㈱エアリー 
業種：情報通信業（ＩＴ・システム開発） 

募集職種：システムエンジニア・プログラマー 

9 ㈱エーピーシーメンテナンス 
業種：建設業（電気工事業） 

募集職種：施工、調査、設計等 

10 ㈱キャッツ 
業種：建設業（住宅） 

募集職種：営業職・技術職・事務職 

11 ㈱金鳳堂 
業種：流通業（眼鏡及びその関連商品を取り扱うメガネ専門店チェーン） 

募集職種：総合職 

12 京成建設㈱ 
業種：建設業（総合工事業・建設業） 

募集職種：土木技術員（施工管理） 

13 京設工業㈱ 
業種：情報通信業（ソフトウェア・情報処理・情報サービス） 

募集職種：ソフトウェア開発、機械・電気・製品設計、DTP 業務 

14 京葉測量㈱ 
業種：建設業（測量業） 

募集職種：測量技術者・土木設計職 

15 ㈱コーケン 
業種：建設業（測量設計業、建設コンサルタント） 

募集職種：技術職（土木関係技術者） 

16 ㈱サカエ 
業種：製造メーカー（工場用品、オート用品、研究所器具等の設計製作、全国販売） 

募集職種：企画営業 

17 櫻工営㈱ 
業種：建設業 

募集職種：現場監督及び付随した職務 

18 サコス㈱ 
業種：サービス業（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・経理職 

19 ㈱Ｇ－７ホールディングス 
業種：流通業（百貨店・総合スーパー） 

募集職種：店舗スタッフ 

20 ㈱シーネット 
業種：情報通信業（ソフトウェア開発） 

募集職種：プログラマー（システムエンジニア）又は営業 

21 ㈱システムシェアード 
業種：情報通信業 

募集職種：システム開発、営業、一般事務 IT サポート 

22 ㈱昭和瓦斯実業 
業種：小売業（ＬＰガス小売業） 

募集職種：営業職 

23 ㈱新昭和 
業種：建設業（住宅・建設） 

募集職種：総合職（営業職・設計職・施工管理職等） 

24 社会福祉法人神聖会 
業種：サービス業（介護老人福祉施設） 

募集職種：特別養護老人ホーム介護職員 



25 新明電材㈱ 
業種：商社（建材・木材・再生資源） 

募集職種：総合職（営業・業務・管理） 

26 杉田建設興業㈱ 
業種：総合建設業 

募集職種：施工管理（現場監督） 

27 鈴木測量㈱ 
業種：サービス業（その他専門サービス：補償コンサル・測量・登記） 

募集職種：補償調査担当 

28 セコムジャスティック㈱ 
業種：サービス業（セキュリティ） 

募集職種：常駐セキュリティスタッフ 

29 総合警備保障㈱ 
業種：サービス業（警備保障） 

募集職種：企画・営業・警備・技術・経理 

30 ㈱大黒屋 
業種：小売業（繊維製品・衣服・身の回り品（主に貴金属・ブランド品等の仕入販売）） 

募集職種：販売及び買取 

31 大和冷機工業㈱ 
業種：製造メーカー（一般機械、産業機械） 

募集職種：営業職 

32 竹森電設㈱ 
業種：電気工事業、消防設備工事 

募集職種：技術職、電気工事士、消防設備士 

33 千葉県勤労者医療協会 
業種：サービス業（医療・福祉） 

募集職種：事務職、看護職、薬剤師、PT・OT 

34 千葉県中古自動車販売商工組合 
業種：サービス業（その他：中古車業界団体）） 

募集職種：事務職 

35 ㈱千葉薬品 
業種：流通業（その他（ドラックストア・薬局・スーパーマーケット等）） 

募集職種：店舗販売スタッフ 

36 千葉窯業㈱ 
業種：製造メーカー（コンクリート製品製造） 

募集職種：営業職、技術職 

37 ㈱津田屋 
業種：流通業（その他（コスモ石油 15 店舗、イエローハット 19 店舗の運営）） 

募集職種：販売職 

38 ㈱ティーエスケー 
業種：建設業（建築・建設） 

募集職種：施工管理 

39 ㈱富井 
業種：菓子製造販売 

募集職種：営業職、企画営業職、事務職、菓子製造職 

40 トヨタカローラ千葉㈱ 
業種：流通業（自動車販売・自動車部品） 

募集職種：営業スタッフ、ショールームスタッフ 

41 西尾レントオール㈱ 
業種：サービス業（物品レンタル・物品リース） 

募集職種：営業職・技術職・事務職 

42 ㈱日警保安 
業種：サービス業（警備業） 

募集職種：総合職（幹部候補）、一般職（警備業） 

43 二宮産業㈱ 
業種：製造メーカー（一般機械・産業機械） 

募集職種：技術職（設計、生産管理、電気設備管理） 

44 日本賃貸保証㈱ 
業種：サービス業（その他（賃貸保証事業）） 

募集職種：営業職、事務職 

45 ニューポート産業㈱ 
業種：運送：倉庫・物流・運輸附帯サービス業 

募集職種：相互職（入出庫業務：検品、仕分け、在庫管理） 

46 ㈱ハウジング重兵衛 
業種：建設業（住宅リフォーム、新築、不動産） 

募集職種：リフォーム・新築アドバイザー 

47 八紘測量開発㈱ 
業種：建設業（測量・設計コンサルタント業） 

募集職種：測量技術者、土木設計技術者 

48 ㈱萬国 
業種：製造業メーカー（金属製品、金属加工品） 

募集職種：営業職、機械オペレーター職 

49 ハンナン㈱ 
業種：商社（農畜水産物・成果物・卸売市場） 

募集職種：総合職 

50 ビジネスソフトサービス㈱ 
業種：情報通信業（ソフトウェア開発業） 

募集職種：システムエンジニア・プログラマー 



51 フィデス㈱ 
業種：建設業（設備工事・プラント・内装） 

募集職種：営業職、技術職（適性に応じて配置） 

52 双見通信工業㈱ 
業種：建設業（電気通信工事業） 

募集職種：技術（工事施工）、営業、海外（海外工場の管理） 

53 ㈱ブロンコビリー 
業種：飲食業（ステーキチェーン） 

募集職種：総合職（店長・エリアマネージャー候補） 

54 ㈱堀江商店 
業種：卸・小売業（ガソリンスタンド・燃料） 

募集職種：ENEOS サービスステーション運営スタッフ 

55 ㈱丸幸 
業種：サービス業（資源リサイクル、産業廃棄物処理、省エネ等環境コンサルティング） 

募集職種：総合職、専門職（事務） 

56 ㈲三平商会 
業種：流通・サービス業（自動車販売・修理全般、ドコモショップ） 

募集職種：営業スタッフ、保険業務、経理業務、ドコモスタッフ 

57 ㈱ヤマナカゴーキン 
業種：製造メーカー（一般機械・産業機械） 

募集職種：国内海外営業、設計開発、金型製作 

58 ㈱ユアサ園芸 
業種：総合造園業 

募集職種：造園、土木、石工、とび工、ブロック工、左官等 

59 ＵＴホールディングス㈱ 
業種：サービス業（建設設計・施工請負、ソフトウェア、ハードウェアの設計・開発等） 

募集職種：建設、設計開発、製造エンジニア及び総合職 

60 ㈱ゆで太郎システム 
業種：飲食業（日本そばチェーン） 

募集職種：総合職（店長候補） 

61 ㈱横打 
業種：建設業（補償コンサルタント、測量） 

募集職種：補償コンサルタント又は測量技術者 

62 ㈱与志建設 
業種：建設業・不動産業 

募集職種：施工管理、営業 

63 ロック技研工業㈱ 
業種；製造メーカー（一般機械・産業機械） 

募集職種：設計職（機械・電気）、製造職（機械・電気）、営業職 

64 ㈱和光ケミカル 
業種：製造メーカー（化学・医薬・化粧品） 

募集職種：営業 

65 千葉労働局（ハローワーク） 
求職者への就職相談 

 

66 ジョブカフェちば 
求職者への就職相談 

 

 

※参加企業の採用活動が終了した場合や募集職種が充足された場合は、欠席や募集職種の変更となることがあります。 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 


