
（平成 26 年度補正地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援事業） 

就職セミナー2015 

合同就職面談会 in 千葉 
 

日  時：平成２７年１０月１９日（月） 

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

 ＜３０分の企業説明会を下記のタイムスケジュールで 5 回転します。＞ 

 ・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：ホテルポートプラザちば 2 階「ロイヤル」 

         千葉市中央区千葉港 8-5  ℡：043-247-2877 

参加対象：平成 28 年 3 月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：74 社（参加企業名等は裏面参照） 
◆企業の経営者又は人事担当者による企業説明及び面談会を実施。 

◆各テーブルにおいて選考日程等のお話ができます。 

◆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 

◆協 力：千葉県大学就職指導会 

千葉労働局、ジョブカフェちば 
 

＜問合先＞  

  地域人材コーディネート機関千葉県事務局 

千葉県中小企業団体中央会 商業連携支援部 佐山、佐々木、古屋、加藤、金澤、里村、東 

     電話：０４３－２２１－５１６０ ＦＡＸ：０４３－２２１－５１６１ 

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

 

 

このチラシは経済産業省補助事業「平成 26 年度補正地域中小企業・小規模事業者人材確保等支援事業」 

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 39 ㈱津田屋 小売業 

2 伊豆商事㈱ 卸、商社（空調住宅設備） 40 ㈱ティーエスケー 建設業 

3 社会福祉法人市川会 老人福祉施設 41 東京鉄製㈱ 板金加工・販売業 

4 ウッドテック㈱ 管工事業 42 冨田電機工業㈱ 建設業（電気・機械工事） 

5 ㈱エアリー 情報サービス業 43 トヨタカローラ千葉㈱ 自動車販売業 

6 ㈱ＳＣミート 食肉卸売業 44 ㈱ナリタヤ 食品スーパーマーケット 

7 ㈱ＮＴＴﾃﾞｰﾀ・ｴﾑ・ｼｰ・ｴｽ 情報処理サービス業 45 ㈱ナレッジコミュニケーション 情報通信 

8 ㈱ＭＳＫ 警備業 46 二宮産業㈱ 生産用機械器具製造業 

9 ㈱エルピオ ＬＰガス小売業 47 日本通信機㈱ 情報サービス業 

10 ㈱オアシスグループ サービス業 48 ㈱日本都市 建設業（電気・機械工事） 

11 ㈱大城組 建設業 49 ハイテック精工㈱ 製造業 

12 ㈱川島屋 食品製造業 50 ㈱ハウジング重兵衛 建設業 

13 協進交通㈲ タクシー業 51 ㈱橋本電業社 建設業 

14 ㈱くすりの福太郎 小売業（ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ・調剤薬局） 52 ㈱パトリオット 情報通信業 

15 京成建設㈱ 総合建設業 53 ㈱美研 建設業 

16 京設工業㈱ ｿﾌﾄｳｪｱ開発、機械、電子回路設計等 54 ㈱美光商会 小売業 

17 京葉測量㈱ 測量業 55 ビジネスソフトサービス㈱ ソフトウェア開発業 

18 ㈱弘文社 印刷業 56 ヒラノ商事㈱ 自動販売機管理 

19 櫻工営㈱ 建設業 57 ㈱ファソテック ＩＴ・ソフトウェア 

20 ㈱三和テレム 電子通信工事業 58 ㈱ファミリー 輸入車の販売 

21 ㈱システムシェアード ＩＴ・ソフトウェア開発 59 ㈱冨士クラスター千葉 ＬＰＧ卸売・小売業 

22 ㈱清水メガネ 小売業 60 ㈱フジコー 住宅設備機器卸売・各種工事 

23 ㈱シルバーとっぷ 介護・福祉用具の販売・ﾚﾝﾀﾙ 61 不二精工㈱ 卸売業 

24 ㈱新昭和 住宅・建設 62 ㈱ベイキューブシー 情報・通信 

25 社会福祉法人神聖会 介護老人福祉施設 63 ㈱マスミフードサービス 飲食業 

26 新明電材㈱ 電設資材の専門商社 64 松川産業㈱ 各種ﾊﾟｯｹｰｼﾞ・文具製造・販売 

27 杉田建設興業㈱ 総合建設業 65 マック㈱ 情報通信 

28 鈴木測量㈱ 測量業 66 ㈱ヤマナカゴーキン 製造業 

29 セコムジャスティック㈱ サービス業 67 社会福祉法人ユーカリ優都会 社会福祉・介護事業 

30 ㈱セレクション スーパーマーッケット 68 ㈱与志建設 建設業 

31 ㈱創源 ソフトウェア業 69 ㈱吉田屋 鴨川館 旅館業 

32 ㈱ダイエックス 建設業 70 ㈱リエイ 福利厚生ｻｰﾋﾞｽ、介護総合ｻｰﾋﾞｽ 

33 ㈱大黒屋 小売業 71 ㈱レカムサービス 小売業 

34 大昌建設㈱ 土木建設業 72 ㈱レスパイトサービス 不動産業、建設業 

35 タイヘイ㈱ 食品製造・販売、印刷 73 ロック技研工業㈱ 製造業 

36 ㈱タムラカントウ 管工事業 74 ㈱和光ケミカル 化学製品卸売業 

37 千葉窯業㈱ コンクリート製品製造業 75 ハローワーク  

38 社会福祉法人長寿の里 老人福祉 76 ジョブカフェちば  

 

※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等となることがあります。 

 


