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専修大学 神田キャンパス

千葉県マスコットキャラクター
「チーバくん」



出展企業・自治体

【第1回】 3月4日（月）10：00～12：30

【第2回】 3月4日（月）13：30～16：00

No. 出展予定企業 業種 本社所在地

1-1 東京ガスライフバル千葉 株式会社 ガス設備サービス 千葉市

1-2 株式会社 千葉薬品 小売業 千葉市

1-3 株式会社 千葉マツダ 自動車販売 千葉市

1-4 スターゼン食品 株式会社 食肉製品加工 山武市

1-5 千葉県信用保証協会 金融付帯業 千葉市

1-6 株式会社 ＪＡＬカーゴサービス 空輸・物流 成田市

1-7 東京ベイ信用金庫 金融機関 市川市

1-8 株式会社 成田デンタル 専門商社 千葉市

No. 出展予定企業 業種 本社所在地

2-1 ユアサ・フナショク 株式会社 飲食料品卸売業 船橋市

2-2 銚子信用金庫 金融機関 銚子市

2-3 朋和産業 株式会社 製造業 船橋市

2-4 株式会社 広域高速ネット二九六 放送業 佐倉市

2-5 千葉信用金庫 金融機関 千葉市

2-6 新京成電鉄 株式会社 鉄道業 鎌ケ谷市

2-7 千葉トヨタ自動車 株式会社 自動車販売 千葉市

2-8 銚子商工信用組合 金融機関 銚子市

企業説明予定時間
①13:30～ ②14:00～ ③14:40～ ④15:10～

企業説明予定時間
①10:00～ ②10:30～ ③11:10～ ④11:40～



出展企業・自治体

【第3回】 3月5日（火）10：00～12：30

【第4回】 3月5日（火）13：30～16：00

No. 出展予定企業・自治体 業種 本社所在地

3-1 アシザワ・ファインテック 株式会社 機械製造業 習志野市

3-2 しのはらプレスサービス 株式会社 製造業 船橋市

3-3 株式会社 地域新聞社 広告・出版 船橋市

3-4 株式会社 ケーヨー 小売業 千葉市

3-5 市川市役所 自治体 市川市

3-6 三協フロンテア 株式会社 製造・建設・不動産 柏市

3-7 エムエルアイ・システムズ 株式会社 情報処理 柏市

3-8 佐原信用金庫 金融機関 香取市

No. 出展予定企業・自治体 業種 本社所在地

4-1 都機工 株式会社 機械工具商社 松戸市

4-2 エフピコインターパック 株式会社 商社 千葉市

4-3 岩渕薬品 株式会社 医薬品及び医療機器卸売業 四街道市

4-4 株式会社 スズキ自販千葉 自動車販売 千葉市

4-5 千葉市役所 自治体 千葉市

4-6 サンコーテクノ 株式会社 製造業 流山市

4-7 株式会社 ヤマナカゴーキン 東京工場 製造業 佐倉市※ ※東京工場

4-8 新日本建設 株式会社 総合建設業 千葉市

企業説明予定時間
①13:30～ ②14:00～ ③14:40～ ④15:10～

企業説明予定時間
①10:00～ ②10:30～ ③11:10～ ④11:40～



項目 時間

第1回説明 10:00～10:25

第2回説明 10:30～10:55

学内
移動時間

10:55～11:10

第3回説明 11:10～11:35

第4回説明 11:40～12:05

フリータイム 12:10～12:30

終了 12:30

項目 時間

第1回説明 13:30～13:55

第2回説明 14:00～14:25

学内
移動時間

14:25～14:40

第3回説明 14:40～15:05

第4回説明 15:10～15:35

フリータイム 15:40～16:00

終了 16:00

合同企業説明会 タイムスケジュール
【3月4日（月）/3月5日（火）両日共通】

午前の部 午後の部



東京ガスライフバル千葉株式会社

事業概要
千葉市・印西市・木更津市・成田市・佐倉市・八千代市を中心
に、千葉における「東京ガスの顔」として、安全第一に、幅広い
サービスを提供している会社です。
【暮らしのコンビニ宣言】を掲げ、ガス設備のみではなく住宅設備
全般でのお客さまのお困りごと解決を行い、エネルギーのスペシャリ
ストとして信頼をいただいています。

問合せ先

部署名
担当者

企画総務部
小山田 健人（おやまだ けんと）

電話番号 043-204-4126

E-mail K-oyamada@tg-lifeval.com

企業基本情報

本社所在地 千葉市美浜区幸町1-6-8

事業所所在地 千葉市など千葉県内９か所

業種 ガス設備サービス 設立年月 2009年4月

資本金 9,000万円 従業員数 450名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 62名

上記採用者のうちの離職者数 12名

有給休暇の平均取得日数 6.4日

入社後の待遇（2018年実績）

基本給
大学卒： 201,000円
短大・専門卒：172,000円

昇給 年1回（4月）

諸手当
通勤手当 時間外手当 資格手当
家族手当 住宅手当 役職手当

賞与
年2回（6月 12月）
全社の業績により期末賞与、臨時手当支給の場合有
（2010年より8年連続で期末賞与支給）

勤務時間
8:30～17:30  
（休憩 1時間）

休日・休暇
年間休日110日（当社カレンダーによる）
休暇/年次有給休暇・特別休暇など

福利厚生
社内制度

社会保険/厚生保険 健康保険 労災保険 雇用保険
社内制度/退職金制度 育児休業 健康診断 資格取得支援制度など

研修・教育制度 新入社員研修 階層別研修 社内・東京ガス・日本ガス協会・公的資格取得研修（東京ガス研修所にて）

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学 、茨城大学 、 江戸川大学 、 桜美林大学 、 川村学園女子大学 、 学習院女子大学 、 敬愛大学 、 慶應義塾大学 、 国学院大学 、 国際
武道大学 、 国士舘大学 、 駒澤大学 、 順天堂大学 、 城西大学 、 清和大学 、 専修大学 、 拓殖大学 、 大東文化大学 、 千葉大学 、 千葉経済大学 、
千葉工業大学 、 中央大学 、 中央学院大学 、 帝京平成大学 、 東海大学 、 東京学芸大学 、 東京経済大学 、 東京農工大学 、 東邦大学 、 東洋大
学 、 日本大学 、 日本体育大学 、 文京学院大学 、 法政大学 、 武蔵大学 、 武蔵野大学 、 明治大学 、 立正大学 、 立命館大学 、 麗澤大学、大妻
女子大学短期大学部 、 大原簿記公務員専門学校千葉校 、 国際理工情報デザイン専門学校 、 千葉情報経理専門学校

採用情報 (2020年卒）

募集対象・学部・学科
文系大学院生、文系学部生、理系大学院生、理系学部生、短大生
全学部 全学科

募集職種 総合職

内容

営業職
技術職

ガスサービス職
事務職

採用数 20～25名

さまざまな職種がありジョブローテーションも可能です！
営業系職種
一般家庭向け営業、新築営業、空調営業

技術系職種
修理技術、設備技術、ガス工事、設計

ガスサービス系職種
ガス開閉栓使用説明、安全点検、料金収納

事務系職種
コールセンター、店口スタッフ、総務、経理、イベント企画
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株式会社 千葉薬品

事業概要
ドラッグストア、調剤薬局、スーパーマーケット、釣具アウトドア用品
専門店、予防事業、介護事業

問合せ先

部署名
担当者

人事部 吉田・森・齊藤

電話番号 043-248-0030

E-mail saiyo@yacs.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉市中央区問屋町1-35 ポートサイドタワー28階

事業所所在地 千葉県・茨城県の110店舗、千葉市本社

業種 小売業 設立年月 1960年

資本金 4億9,100万円 従業員数 3,500名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 61名

上記採用者のうちの離職者数 2名

有給休暇の平均取得日数 4.1日

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給 208,300円 昇給 年1回（7月）

諸手当
資格手当（登録販売者） 住宅手当 家族手当
時間外手当 通勤手当

賞与 年2回（6月 12月）

勤務時間
原則1日8時間
（休憩 1時間）

休日・休暇

休日/平均月9日 年間休日111日以上 （2018年
実績）
休暇/特別休暇 アニバーサリー休暇 慶弔休暇
育児休暇 介護休暇 有給休暇

福利厚生
社内制度

社会保険/健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険
社内制度/確定拠出年金 退職一時金制度 財形貯蓄制度 育児支援（短時間勤務制度・看護休暇など） 借上げ社宅制度

研修・教育制度 新入社員研修 登録販売者研修 OTC会議

採用実績のある
教育機関名

亜細亜大学・神田外語大学・国士舘大学・駒澤大学・城西大学・城西国際大学・専修大学・大正大学・
大東文化大学・拓殖大学・千葉工業大学・帝京大学・東海大学・東京情報大学・東京成徳大学・東洋大学・
二松学舎大学・日本薬科大学・法政大学・武蔵大学・武蔵野大学・立正大学・立命館大学・龍谷大学

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 全学部全学科

募集職種 総合職

内容
店長候補

（店舗販売スタッフ）

採用数 40名

創業58年の地域密着型の
ドラッグストアで一緒に
地域に貢献しませんか？

医療・介護・予防を
核とした新しいスタイル
のドラッグストア
として地域に密着した
事業展開を行っており
ます。キャリアアップの
ための教育研修制度も
充実し、たくさんの
人財が活躍できる場を
提供し続けてまいります。

千葉県で働きたい！という方、接客が好きな方など
ぜひお待ちしております。
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株式会社 千葉マツダ

事業概要
自動車ディーラー（新車販売、中古車販売、自動車の買取、整備、鈑金塗装、
レンタカー事業、部用品販売、自動車保険代理店他）

問合せ先

部署名
担当者

管理本部 管理グループ 採用チーム
宮本 賢次

電話番号 043-301-3939

E-mail rec@chiba-mazda.jp

私達は、商品だけではなく、「販売・サービス」
「人と人とのコミニュケーション」を通じて、お客
様に信頼され選ばれ続けるブランドでありたい
と思っています。お客様がお車をご購入するこ
とで、どんなことを叶えたいと思っていらっしゃる
のか。常に考えながらお話をお伺いし、お客
様に合った最適なご提案をすることで、お客
様のご期待に応えてまいります。

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市稲毛区長沼町３３３－３

事業所所在地 千葉県内マツダ26店舗フォルクスワーゲン5店舗メルセデス2店舗

業種 自動車販売 設立年月 1953年4月

資本金 6500万円 従業員数 582名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 89名

上記採用者のうちの離職者数 19名

有給休暇の平均取得日数 5.8日

入社後の待遇（2019年4月入社新卒者見込）

基本給 230,000円（研修手当て30,000円を含む） 昇給 年1回（4月）

諸手当 販売手当、車借手当、時間外手当、通勤手当、家族手当など 賞与 年2回（7月、12月）

勤務時間
9：30～18：00
（休憩1時間）

休日・休暇
休日/火曜日・指定休日2日/月・夏期・年末年始
休暇/年次有給休暇・慶弔休暇など

福利厚生
社内制度

社会保険/健康保険 労災保険 雇用保険 部活動/野球部・サッカー部
社内制度/退職金制度 育児休業 人間ドッグ受診補助 慰安旅行など

研修・教育制度 新入社員研修・配属後フォロー研修・階層別研修・営業力向上研修

採用実績のある
教育機関名

神奈川大学、神田外語大学、専門学校 九州総合スポーツカレッジ、敬愛大学、国際武道大学、城西国際大学、
清和大学、専修大学、拓殖大学、千葉経済大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中央学院大学、帝京大学、
戸板女子短期大学、東京経営短期大学、東京スクール・オブ・ビジネス、東京成徳大学、東洋大学、東洋学園大学、
日本大学、日本体育大学、法政大学、明海大学、山梨学院大学、立教大学、流通経済大学、和洋女子大学

採用情報（2019年入社予定新卒者）

募集対象・学部・学科
文系学部生、理系学部生、短大生、専門学校生
全学部 全学科

募集職種 総合職 整備職 ショールームスタッフ

内容 自動車の販売 自動車の整備 ショールームでの接客

採用数 30名 30名 1名
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スターゼン食品株式会社

事業概要
ハンバーグ、ハンバーガーパティを中心とした食肉製品の製造をし
ております。

問合せ先

部署名
担当者

総務人事室
青木 茂

電話番号 0479-86-3730

E-mail sutasyoku-saiyo@starzen-
group.com

〇経営ビジョン
「食を通して人を幸せにするグローバルな生活関連企業を目指
す」ために従業員一体となり業務に取組んでおります。

〇事業内容
・大手ハンバーガーチェーン向けハンバーガーパティの生産
・外食レストラン、ＣＶＳ、量販店、産業給食向けハンバーグの
生産とお客様のニーズに合わせた商品開発による安全・安心な
製品の供給を行っています。

〇衛生管理体制
・SQFシステム導入
(Safe Quality Foods)とは、食品の「安全性」と「品質」を確保するシステムです。

企業基本情報

本社所在地 千葉県山武市松尾町富士見台208-87

事業所所在地 千葉県山武市松尾町富士見台208-36及び208-87

業種 食肉製品加工 設立年月 2017年2月

資本金 １億円 従業員数 228名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 5名(2018年

上記採用者のうちの離職者数 o

有給休暇の平均取得日数 1年目のため

入社後の待遇 (2019年予定）

基本給 195,520円（大学新卒例) 昇給 年1回（4月)

諸手当
通勤手当(当社規定による)、時間外手当、休日出勤手当、
資格手当、家族手当、住宅補助(当社規定による)、役職手当等

賞与 年2回（７月、１２月）

勤務時間
・8:00～17:00(基本)
・3:00～26:00 
※職種によりシフト勤務あり

休日・休暇 年間120日(土日祝年末年始)、有給休暇(初年度10日)

福利厚生
社内制度

各種社会保険、産前産後休暇、育児介護休業制度、退職金制度、再雇用制度、グループ従業員持ち株会、死亡医療保険加入

研修・教育制度 新入社員研修、ＯＪＴ研修、各階層別研修、業務に必要な資格取得

採用実績のある
教育機関名

流通経済大学（1名)、日本獣医生命科学大学（1名)、関西大学（1名)、郡山女子大学（2名)    
※2018年4月入社(初年度)

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 不問

募集職種 総合職

内容
生産管理、商品開発、
品質管理、施設管理、
製販管理、事務

採用数 １0名
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千葉県信用保証協会

【事業概要】
千葉県信用保証協会は「信用保証協会法」という法律に
基づき中小企業の金融の円滑化を目的として設立された公
的機関です。

全国には５１の信用保証協会があり、それぞれが地域に密
着した活動を展開しています。

問合せ先

部署名
担当者

総務企画部 総務課
水橋

電話番号 ０４３－２２１－８１８１

E-mail soumu@chiba-cgc.or.jp

写真

企業基本情報

本社所在地 千葉市中央区中央４丁目１７番８号

事業所所在地 千葉市、松戸市

業種 金融付帯業 設立年月 昭和２４年４月

資本金（基本財産） 467億円 従業員数 155名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 ２３名

上記採用者のうちの離職者数 ０名

有給休暇の平均取得日数 17日

入社後の待遇（2018年実績）

基本給
四大卒、大学院了 211,848円
短大卒 179,306円

昇給 年１回（４月）

諸手当 通勤手当 時間外手当 住居手当 他 賞与 年２回（６月，１２月）

勤務時間
8:45～17:00
（休憩 1時間）

休日・休暇
休日/土曜日・日曜日・祝日・年末年始５日
休暇/年次有給休暇20日・夏期休暇6日、慶弔休暇など

福利厚生
社内制度

各種社会保険、住宅・厚生資金融資、医療費補助、カフェテリアプラン、各種クラブ活動（野球、サッカー、ゴルフ）

研修・教育制度
【階層別研修】 新入職員・係長・課長補佐・課長・部長とキャリアで必要とされる知識とスキルの習得を図ります。
【課題別研修】 審査・回収・法律・経営指導・顧客対応など専門知識とスキルの習得を図ります。

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学・神田外語大学・学習院女子大学・慶應義塾大学・國學院大学・駒澤大学・昭和女子大学・成蹊大学・聖心女子
大学・成城大学・専修大学・中央大学・東京女子大学・東洋大学・日本大学・日本女子大学・法政大学・明治大学・明治学院大
学・立教大学・早稲田大学・和洋女子大学 （５０音順） ほか、全国国公私立大学

採用情報（2019年実績）

募集対象・学部・学科 全学部、全学科

募集職種 総合職

内容
中小企業者に対する信用調査、保証審査、金融相談業務、経営支援業務、債権管理、回収業務、コンピュー
ター関連業務、総務、企画業務など

採用数 ６名

金融機関

信用保証協会

中小企業者

（保証申込）

（保証承諾）（代位弁済）

（弁済）

【返済が困難な場合】

＜返済＞

＜融資＞
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株式会社 JALｶｰｺﾞｻｰﾋﾞｽ

事業概要
日本航空及び受託する海外航空会社の航空貨物・郵便を取り
扱い、JAL CARGOの中核会社として人々の暮らしを支える業務
を行っております。

問合せ先

部署名
担当者

総務部 総務グループ
逢坂・岩崎・本田

電話番号 0476-32-8056

E-mail honda.jn8w@jal.com

企業基本情報

本社所在地 千葉県成田市成田国際空港内 日航貨物ビル5F

事業所所在地 成田空港、羽田空港、日本航空本社、海外空港他

業種 空輸、物流 設立年月 1982年10月14日

資本金 5000万円 従業員数
509名

(2018/11/1時点)

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 35

上記採用者のうちの離職者数 1

有給休暇の平均取得日数
13.4日

入社後の待遇（2018年実績)

基本給 209,000円 昇給 年一回

諸手当 シフト手当、深夜勤務手当、年末年始手当など 賞与
会社の業績により原則年２回
支給(昨年実績5.5か月)

勤務時間
現業部門 0:00～24:00までの交代制勤務(実働7:25h)
間接部門 8:45～17:39

休日・休暇

現業部門：季節休暇、創立記念休暇、年次
有給休暇、その他各種特別休暇

間接部門：土曜・日曜・祝日、年末年始
季節休暇、創立記念休暇、年次有
給休暇、その他各種特別休暇

福利厚生
社内制度

日本航空健康保険組合、雇用保険、厚生年金、退職金制度、労災保険など各種制度
独身寮、JAL地上職制服、JAL作業用制服貸与、JALグループ持ち株会制度、JALスタッフトラベル制度

研修・教育制度 JALフィロソフィ教育、各種基礎・専門教育、階層別研修

採用実績のある
教育機関名

首都大学東京、成蹊大学、清泉女子大学、専修大学、拓殖大学、津田塾大学、東海大学、東京外国語大学、東
京女子大学、東京農業大学、東洋英和女学院大学、獨協大学、日本大学、法政大学、武蔵野大学、明治大学、
明治学院大学、横浜国立大学、立教大学、早稲田大学などを含む全国の国公立・私立大学

採用情報(2020年予定）

募集対象・学部・学科 文系大学院生、文系学部生、理系大学院生、理系学部生、短大生 全学部 全学科

募集職種 -

内容 航空貨物取扱に係る業務

採用数 10

☆JALグループの一員として人々の暮らしを支えています☆

工業製品・精密機械等、生鮮品、動植物、危険物…など、様々な
航空貨物の輸出入に関わる取り扱いを行っております。限られた貨物
スペースの中でどの貨物を積むかといったプラン作成、到着貨物の蔵置
管理など、当社の仕事一つひとつが経済や人々の暮らしを支えていま
す。皆さまの能力を、物流の最前線で発揮してみませんか？物流に興
味のある方、空港で働きたい方…など、皆さまのご応募を心よりお待ち
しております。
JALグループの一員として一緒に働きましょう！
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東京ベイ信用金庫

事業概要
・金融機関業務全般（預金・融資・為替・保険募集業務等）

問合せ先

部署名
担当者

人事部人事課
小倉幸治

電話番号 047-703-2115

E-mail jinjika@bayshin.co.jp

写真

＜特長＞
・勤務地が店舗のある８市２区（千葉県北西部および
東京都東部）に限定されますので、「自宅から通勤」
できます。
・生まれ育った地元で働け、「地域に恩返し」でき、将来
の生活設計が立てやすい環境となります。
・「有給休暇の取得」や「ノー残業デー」の実施など福利
厚生面に積極的に取り組んでいます。

企業基本情報

所在地（本店） 千葉県市川市市川1-23-28

所在地（本部） 千葉県市川市新田4-9-2

業種 金融業 設立年月 1928年7月

資本金 133億円 従業員数 462

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 103

上記採用者のうちの離職者数 18

有給休暇の平均取得日数 11

入社後の待遇（2019年予定）

基本給
大卒（固定）200,000円
短大・専門卒（固定）175,000円

昇給 年1回（4月）

諸手当 通勤手当・役付手当・家族手当・食事手当・渉外手当 賞与 年2回（7月・12月）

勤務時間
平日/8：45～17：15
1か月変形労働時間制

休日・休暇
休日/土曜日、日曜日、祝日、12/31～1/3
休暇/年次有給休暇、長期連続休暇、慶弔休暇、夏期休
暇、出産休暇、育児介護休業、保存有給休暇

福利厚生
社内制度

各種社会保険完備・厚生年金基金加入・交通費全額支給・教育研修制度充実・職員融資制度（住宅・厚生）・退職金制度

研修・教育制度 入庫後約2か月間は集合研修、その後配属先でマンツーマン指導員による研修。集合研修後も定期的にフォローアップ研修を実施。

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学・亜細亜大学・江戸川大学・学習院大学・神奈川大学・敬愛大学・慶応義塾大学・国学院大学・国
士舘大学・駒澤大学・産業能率大学・淑徳大学・城西国際大学・上智大学・成蹊大学・清和大学・専修大学・拓
殖大学・大東文化大学・千葉大学・千葉経済大学・千葉商科大学・中央大学・中央学院大学・筑波大学・帝京大
学・東海大学・東京経済大学・東洋大学・獨協大学・二松学舎大学・日本大学・法政大学・武蔵大学・明海大学・
明治大学・立教大学・立正大学・流通経済大学・麗澤大学・早稲田大学ほか（50音順）

採用情報（2019年予定）

募集対象・学部・学科 学部、学科は問いません。金融の専門知識よりも人物を優先し、選考します。

募集職種 事務職（3年経過後、総合職コースと事務職コースのどちらかを選択）

内容 預金・融資・為替・保険募集業務ほか

採用数 33名
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株式会社 成田デンタル

事業概要
歯科技工物（インプラントやマウスピース、入れ歯、差し歯など）の専門商社
として歯科医院と歯科技工所を繋ぎ、より良い歯科技工物で患者様に笑顔を
提供しています。

問合せ先

部署名
担当者

幕張本社 採用グループ
田辺 輝明

電話番号 043-213-8788

E-mail recruit@narita-d.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGビルマリブウエスト21F

事業所所在地 関東を中心に全国20ヶ所

業種 専門商社 設立年月 1983年3月

資本金 9,000万円 従業員数 305名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 39名

上記採用者のうちの離職者数 6名

有給休暇の平均取得日数 2.9日

入社後の待遇（2019年）

初任給
営業職 236,500円
（短大・専門卒） 221,500円

昇給 年１回（４月）

諸手当 通信手当、通勤手当、家族手当、住宅手当（上記に込み） 賞与 年２回（７月・１２月）

勤務時間
9:00～18:00
（当社基本就労時間）

休日・休暇
日曜・祝日、木曜(月に１～２回)、パーソナル休暇(８連休
制度＋年間７日)、夏期・年末年始・GW・有給 など

福利厚生
社内制度

各種社会保険完備(健康、労災、雇用、厚生年金)
交通費全額支給、ジョブリターン制度、積立共済会、財形貯蓄、退職金制度、社員旅行、保養所、サークル活動 など

研修・教育制度 新入社員研修、１・２・３年目フォローアップ研修、各営業所での勉強会、全社員研修(年２回)、社内独自の等級制度 など

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学、亜細亜大学、桜美林大学、神奈川大学、国士舘大学、駒澤大学、芝浦工業大学、専修大学、
創価大学、大正大学、拓殖大学、大東文化大学、中央大学、帝京大学、帝京平成大学、東海大学、東洋大学、
二松学舎大学、日本大学、日本体育大学、武蔵野大学、明治学院大学、目白大学、立教大学、立正大学 他

採用情報（2020年予定）

募集対象・学部・学科
大学・院・専門・短大
全学部・全学科（文理不問）

募集職種 営業職

内容
担当歯科医院への
法人ルート営業

採用予定数 15名程度

歯科技工物の流通を効率化し、歯科医院・歯
科技工所ともにメリットになるシステムを
構築しました。
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ユアサ・フナショク株式会社

事業概要
＜商事部門＞各種食品の卸売り、＜ホテル部門＞ビジネスホテ
ルの経営（パールホテルズ）、＜不動産部門＞不動産の賃貸

問合せ先

部署名
担当者

管理本部 総務部 人事課 採用担当
山形 聡志

電話番号 047-433-1211

E-mail S-jinji@y-f.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県船橋市宮本4-18-6

事業所所在地 千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、兵庫県

業種 飲食料品卸売業 設立年月 1937年1月

資本金 55億9,923万円 従業員数 262名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 33名

上記採用者のうちの離職者数 2名

有給休暇の平均取得日数 5日

入社後の待遇（2019年予定）

基本給
商事部門：202,000円
ホテル部門：236,500円（ホテル部門は年俸制で賞与含む）

昇給 年1回（4月）

諸手当 通勤手当、時間外勤務手当、営業手当、家族手当 賞与 年2回（7月、12月）

勤務時間
9：00～17：30
（休憩1時間）

休日・休暇
休日／土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
休暇／有給休暇、慶弔休暇 など

福利厚生
社内制度

社会保険／厚生年金、健康保険、労災保険、雇用保険
社内制度／退職金制度、持株会制度、健康診断、予防接種、資格取得奨励制度 など

研修・教育制度 新入社員研修、階層別・職種別研修、海外研修、ｅラーニング など

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学、亜細亜大学、大妻女子大学、国士舘大学、駒澤大学、専修大学、大東文化大学、拓殖大学、
玉川大学、千葉経済大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中央大学、帝京大学、東京情報大学、東洋大学、
獨協大学、日本大学、法政大学、武蔵野大学、明治大学、明治学院大学、流通経済大学、麗澤大学 他

採用情報（2019年予定）

募集対象・学部・学科 大学院生、学部生、短大生（全学部 全学科）

募集職種 営業職 事務職 フロント職

内容
法人営業

（各種食品、ホテル）
総務、経理、営業事務

フロント業務
（ホテル部門）

採用数 5 2 3

＜取扱商品＞
加工食品、冷凍チルド食品、
菓子、酒類、米、食品原料、
業務用食材、飼料、畜産物
等

＜販売先＞
スーパー、ドラッグストア、
ホームセンター、食品メー
カー、惣菜メーカー、官公
庁、外食産業、畜産企業等

商事部門

＜パールホテルズ店舗＞
パールホテル

茅場町、両国、八重洲、葛西、
新宿曙橋、川崎、溝ノ口、太田

ホテルサンライト新宿

ホテル部門

＜不動産資産の活用＞
商業施設用地、店舗建物等

不動産部門

食品の卸売りを中心に
人・暮らし・街をつなぐ
トータルライフサービスを
提供しています

本社（船橋市）
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銚子信用金庫

事業概要
信用金庫法に基づく協同組織の地域金融機関

問合せ先

部署名
担当者

人事部
山口 剛志 鎌倉 佳彦

電話番号 0479-25-2110

E-mail person_dep@choshi-shinkin.co.jp

企業基本情報

本社所在地 銚子市双葉町5-5

事業所所在地 千葉県内24店舗・茨城県内4店舗

業種 金融業 設立年月 1910年

出資金 100億円 職員数 414名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 78

上記採用者のうちの離職者数 19

有給休暇の平均取得日数 10.9

入社後の待遇 (2019年実績）

基本給
総合職 190,000円
一般職 161,000円

昇給 年1回 4月

諸手当 奨励手当、資格手当、家族手当、通勤手当 等 賞与 年2回 6月、12月

勤務時間
8：45～17：30
（休憩1時間）

休日・休暇
休日/土曜、日曜、祝祭日、年末年始4日間（12/31～1/3）
休暇/年次有給休暇、特別有給休暇（慶弔休暇、マタニティ休暇
他）等

福利厚生
社内制度

社会保険/健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険、労災保険
諸制度/リフレッシュ休暇、公的資格取得奨励制度、職員融資制度 等
保養施設/熱海、蓼科、御宿

研修・教育制度
通信講座（必修・任意）、集合研修（階層別・職能別・トレーニー・セミナー）、外部派遣研修
自己啓発支援（通信講座、検定試験、公的資格取得）

採用実績のある
教育機関名

早稲田大学・明治大学・青山学院大学・日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学・千葉商科大学・千葉科学
大学・敬愛大学・東海大学・神奈川大学・城西国際大学・清和大学・中央学院大学・大原簿記公務員専門学校
他多数

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 不問

募集職種 総合職 一般職

内容
基幹的業務、企画、

立案等
定型的業務

採用数 20名 10名
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問合せ先

部署名
担当者

人事部 人事課
上村 詩穂

電話番号 047-456-5011

E-mail s-uemura@howa-s.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県船橋市習志野4丁目16番12号

事業所所在地 千葉県船橋市と旭市の2工場をはじめ、全国各地に拠点あり

業種 製造業 設立年月 1962年9月

資本金 5億円 従業員数 約1,600名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 38名

上記採用者のうちの離職者数 2名

有給休暇の平均取得日数 8.4日

入社後の待遇（2018年実績）

基本給
大卒 202,000円
大学院了 212,000円

昇給 年1回（4月）

諸手当 通勤手当、営業手当、役職手当、家族手当 他 賞与 年2回（6月・12月）

勤務時間
8:30～17:30
（部門によりフレックス勤務あり）

休日・休暇
・年間休日114日（当社カレンダーによる）
・週休2日制（月により0～2回土曜出勤あり）
・その他：有給、慶弔、育児休暇、看護休暇 等あり

福利厚生
社内制度

各種社会保険、財形貯蓄、永年勤続表彰（10・20年）、退職金制度、社員食堂（習志野工場・干潟工場・京都工場）、
独身寮、福利厚生サービス（飲食店・宿泊施設等の割引サービスあり）

研修・教育制度 新人社員研修 1年目フォローアップ研修、3年目フォロー研修、各階層別研修（管理職・一般職） 等

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学 、 神奈川大学 、 関西大学 、 近畿大学 、 工学院大学 、 国学院大学 、 国士舘大学 、 駒澤
大学 、 埼玉大学 、 千葉大学 、 千葉工業大学 、 筑波大学 、 電気通信大学 、 東京電機大学 、 東京理科
大学 、 東邦大学 、 同志社大学 、 長岡技術科学大学 、 新潟大学 、 日本大学 、 明治大学 、 山形大学 、
横浜市立大学 、 中央大学 、 立教大学 、 成城大学 、 立命館大学 、 早稲田大学 、 法政大学 など

採用情報 (2020年卒予定）

募集対象・学部・学科 文系学部生・文系大学院生・理系学部生・理系大学院生

募集職種 営業職 マーケティング職 技術職 事務職

内容
固定客を回り企画提案を

行うスタイル
デザイン・市場調査 電気、機械、化学 総務、人事、経理、ＳＥ

採用数 各職種ごとでの採用の目安もございますが、全体で20名前後を予定しております。

いまや当たり前となっているおにぎりの

“1.2.3の開封方法”を考案したのは朋和産業なんです！

おにぎりやサンドイッチを包んでいるプラスチックフィルムが「軟包装」。私達はその製造開発のパイオニアです。

素材から用途に合わせた商品まで、お客様や時代のニーズに応えた開発をしていく風土が根付いており、

現場から率先して新技術の開発に努めています。

美しく包み、優しく保護するために、フィルムの素材、色の再現など、『包む』技術を追求し続けています。

おにぎりやサンドイッチ等の食品パッケージを中心に
デザインから企画、提案、販売を一貫しておこなっている企業です
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株式会社広域高速ネット二九六
（ケーブルネット２９６）

事業概要
有線テレビ放送業 1986年4月 郵政大臣第12017号
登録電気通信業 1999年12月 郵政大臣第15号
建設業（電気工事業・電気通信工事業）2009年9月 千葉県知事第45759号

問合せ先

部署名
担当者

管理本部総務部
木場秀晃、丹野洋平

電話番号 043-497-0296

E-mail saiyou@catv296.co.jp

写真

企業基本情報

本社所在地 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1-1 スカイプラザサウスタワー2階

事業所所在地 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉415-2

業種 放送業 設立年月 1984年2月

資本金 21億円 従業員数 128名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 31名

上記採用者のうちの離職者数 6名

有給休暇の平均取得日数 6.2日

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給
営 業 職 大卒227,800円 短大/専門卒207,100円
営業職以外 大卒220,200円 短大/専門卒200,200円

昇給 年１回（４月）

諸手当
職位手当、家族手当、業務技能手当、時間外勤務手当、
通勤交通費全額支給

賞与
年３回（6月、12月、3月）
※3月の期末賞与は業績連動

勤務時間
9：00～17：00

（月曜日のみ8：30～17：00）
休日・休暇

年間休日109日
指定休日を各部シフトにて取得（月７日間以上）
夏期休暇、年末年始休暇、育児休暇、産前産後休暇、慶弔休暇、有給休暇

福利厚生
社内制度

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
日本ケーブルテレビ企業年金基金、資格取得支援制度、退職金制度、定期健康診断

研修・教育制度 指導員制度、新入社員研修、新入社員フォローアップ研修、階層別研修、各業務研修、外部研修、通信教育受講費補助

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学、亜細亜大学、江戸川大学、愛媛大学、桜美林大学、大妻女子大学、神奈川大学、学習院大学、京都精華大学、敬愛大学、国際武道大学、国士舘大学、
埼玉大学、実践女子大学、順天堂大学、駿河台大学、聖徳大学、大正大学、拓殖大学、大東文化大学、千葉大学、千葉経済大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中
央学院大学、帝京平成大学、東海大学、東京家政大学、東京工科大学、東京情報大学、東京成徳大学、東洋大学、二松学舎大学、日本大学、広島修道大学、文教大
学、法政大学、明海大学、明治学院大学、武蔵野美術大学、目白大学、立正大学、立命館大学、麗澤大学、和洋女子大学、青山製図専門学校、大原簿記公務員専門
学校千葉校、中央工学校、東京電子専門学校、東放学園専門学校、日本工学院専門学校、船橋情報ビジネス専門学校、千葉経済大学短期大学部、東京IT会計法律
専門学校

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 全学部全学科

募集職種 営業職 放送制作職 技術職 事務職

内容
ケーブルテレビやインター
ネットをはじめとした、当社
サービスの営業です。

番組やチャンネルガイドの制
作スタッフです。

CATV幹線の保守・管理及
び、お客様屋内・電話窓口で
の、保守・サポートを行います。

お客様担当として事務手続
きや課金入力業務、お支払
いの管理などを行います。

採用数 5 2 2 5

千葉県内１５市町を事業エリアとしているケーブル
テレビ局です。
当社は1987年10月に全国に先駆けて、千葉県佐倉

市ユーカリが丘に都市型ケーブルテレビとしてス
タートしました。通常番組にはない、映画・スポー
ツ・音楽・料理などの多彩な映像を提供するテレビ
サービス、ならびに大容量のデータ通信を可能にす
るインターネットサービスや、お得で便利な固定電
話サービスは多くの方に親しまれています。
現在では、ＦＴＴＨ化（光サービス）や、ＭＶＮ

Ｏ事業、光コラボレーション等の新規事業にも取り
組んでおり、今後ともブロードバンドのリーディン
グカンパニーとして躍進しています。
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事業概要
信用金庫法に基づく預金・融資・為替・その他付随業務

問合せ先

部署名
担当者

人事部 採用担当
杉田または酒巻

電話番号 043-221-3646または3627

E-mail jinji@chiba-shinkin.co.jp

写真

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市中央区中央2-4-1

事業所所在地 千葉県内49の本・支店

業種 金融業 設立年月 大正13年6月

資本金 187億98百万円 従業員数 829名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 143名

上記採用者のうちの離職者数 20名

有給休暇の平均取得日数 10.5日

入社後の待遇（2018年実績）

基本給
大学卒193,000円 短大卒172,000円
（2018年実績／上記には食事手当7,000円を含む）

昇給 年1回（4月）

諸手当 通勤手当、渉外手当、家族手当、時間外手当 賞与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8：30～17：15（休憩60分） 休日・休暇

休日／土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始4日
休暇／有給休暇初年度12日、積立傷病休暇、連続休暇、
慶弔休暇、ボランティア休暇、特別休暇、出産休暇、
裁判員制度休暇、育児休業・介護休業制度、他

福利厚生
社内制度

制度／社会保険、厚生年金基金、退職金制度、団体定期保険給付制度、職員融資制度、他
諸施設／契約保養施設、金庫所有グラウンド2カ所

研修・教育制度
入庫前研修、フォローアップ研修、若手職員研修のほか、職位・職務に応じた内部研修および外部研修への派遣
マンツーマン指導員制度、通信講座、各種検定試験、公的資格取得奨励制度 、他

採用実績のある
教育機関名

大学／亜細亜大学、跡見学園女子大学、茨城大学、桜美林大学、大妻女子大学、神奈川大学、神田外語大学、学習院大学、学習院女子大学、共立女子大学、敬愛
大学、國學院大學、国際武道大学、国士舘大学、駒澤大学、駒澤女子大学、産業能率大学、淑徳大学、昭和女子大学、城西大学、城西国際大学、清和大学、専修大
学、仙台大学、高千穂大学、拓殖大学、大東文化大学、千葉大学、千葉経済大学、千葉商科大学、中央大学、中央学院大学、帝京大学、東海大学、東京家政大学、
東京女子大学、東京理科大学、東洋大学、獨協大学、二松学舎大学、日本大学、日本女子大学、フェリス女学院大学、文京学院大学、法政大学、武蔵大学、武蔵野大
学、明海大学、明治大学、明治学院大学、横浜商科大学、立教大学、立正大学、流通経済大学、麗澤大学、早稲田大学、和洋女子大学
短大／千葉経済大学短期大学部、千葉敬愛短期大学、大妻女子大学短期大学部、東京経営短期大学

採用情報（2018年実績)

募集対象・学部・学科 大学卒、短大卒、学部・学科問わず

募集職種 総合職（コース区分なし）

内容
営業店で預金・融資係（窓口、後方事務）または営業係（渉外業務）
を担当。適性や経験により本部専門部署へ配属する場合もあり。

採用数 51名（2018年実績）

信用金庫は、地域の方々が利用者・会員となっ
て互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とし
た協同組織の金融機関です。営業地域は一定の
地域に限定されており、主な取引先は中小企業
や個人の方々です。
皆様とともに生まれ育った千葉の発展や事業の
繁栄、夢の実現に貢献できるのが私たちの仕事
です。社会人として、金融機関人として、やり
がいを感じることのできるフィールドがここに
はあります。
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新京成電鉄株式会社

事業概要
千葉県北総地域の足として1946年に創業し、鉄道業や不動産
業を通して街の発展を支えてきた、地域密着型の鉄道会社です。

問合せ先

部署名
担当者

総務人事部 労務・人事課
杉浦・橋本

電話番号 047-389-1114

E-mail saiyo@shinkeisei.jp

写真

千葉県を走るジェントルピンクの電車が
特徴的な鉄道会社

鉄道事業だけでなく、不動産業における街の開発やロケーション
サービス、沿線の旅客誘致のイベント企画までさまざまな仕事がで
きるフィールドがあります。

鉄道部門：旅客誘致、列車の運行管理、統計分析、
鉄道施設・電車車両の管理・工事計画立案等

開発部門：新規物件の開発、不動産の賃貸・管理等
広報部門：電車や駅等の施設を使用した撮影への協力

（ロケーションサービス）、広報誌の制作等

企業基本情報

本社所在地 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山4-1-12

事業所所在地 同上

業種 鉄道業 設立年月 1946年10月

資本金 59億円 従業員数 462人

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 8

上記採用者のうちの離職者数 0

有給休暇の平均取得日数 17.7日

入社後の待遇（2018年実績）

基本給 大卒・大学院卒 207,230円（2018年4月実績） 昇給 年1回（4月）実施

諸手当
時間外手当、家族手当、住宅手当、通勤手当（実費全額支
給）など

賞与
年2回（7月・12月）支給
（2018年度実績5.36カ月）

勤務時間
9:00～17:56（うち休憩1時間、
業務に支障がない場合は17:35
まで。）

休日・休暇
本社完全週休2日、年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔
災害休暇、永年勤続表彰時のリフレッシュ休暇、子の看護休
暇、介護休暇ほか

福利厚生
社内制度

制度＝各種社会保険、財形貯蓄、健保組合など 施設＝保養所、借り上げアパート（独身者用）など
その他＝社員食堂

研修・教育制度
入社時：新入社員研修、現場実習
配属後：階層別研修（1～3年目フォローアップ研修、中堅社員研修、管理候補者研修、新任課長補佐研修、課長補佐研修、
新任課長研修、課長研修、部長研修、役員研修他）、専門研修（接遇研修、コンプライアンス研修など）

採用実績のある
教育機関名

専修大学 、 日本大学 、 駒澤大学 、 東洋大学 、 東邦大学 、 獨協大学 、 国学院大学 、 大東文化大学 、
千葉商科大学 、 芝浦工業大学 、 千葉工業大学 、 東京理科大学 、 日本工業大学 、 日本女子大学 、 青山
学院大学 、 法政大学 、 明治大学 、 立教大学 、 早稲田大学 、 千葉大学等の全国国公立私立大学

採用情報

募集対象・学部・学科 学部学科不問（技術系総合職は建築・土木・電気・機械系の学部学生の方）

募集職種 事務系総合職 技術系総合職

内容
企画・立案業務

（鉄道・不動産・一般管理）
企画・立案業務

（鉄道施設・電気・車両）

採用数 若干名 若干名
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事業概要
『トヨタ車』の販売を通じて、千葉県内のお客様を中心に豊かな
カーライフのサポートとアフターサービスを提供しています。

問合せ先

部署名
担当者

人事部人事課 採用担当
川尻陽一郎 吉田 純

電話番号 043-302-8830

E-mail jinji-saiyou@chibatoyota.co.jp

企業PR
千葉県初のトヨタ販売会社としてスタートした千葉トヨタは、2016年
に創業70周年を迎え、トヨタ自動車のパートナー企業として足並み
を揃え、揺るぎない歴史を積み重ねてきました。
また、千葉トヨタでは、社員教育に力を入れています。まずは「入社
前研修」で社会人としての基本を学びます。入社後は「導入研修」を
3ヵ月間実施。商品知識、書類の扱い方、商談のすすめ方など、本
社での研修と店舗での体験実習を交え行います。配属後も定期的
な「フォロー研修」を行うほか、「トヨタ営業スタッフ検定」に向けた「ス
テップアップ研修」や「階層別研修」などを実施。特に新型車発表時
には、営業スタッフ全員が試乗体験する商品研修会を行い、実際に
試乗した感想をお客様に伝えられるようにします。綿密に計画された
プログラムと職場でのOJTにより、着実にスキルアップを目指せます。

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市中央区登戸２－２－７

事業所所在地 千葉県内６３ヵ所

業種 自動車ディーラー 設立年月 １９４６年１０月

資本金 ５０００万円 従業員数 １３０４名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 132人

上記採用者のうちの離職者数 15人

有給休暇の平均取得日数 ５日

入社後の待遇（2018年実績）

基本給
・総合職 220,250円 ・レセプションスタッフ 188,250円
・事務職 176,850円

昇給 年1回（6月）

諸手当 通勤手当 時間外手当 資格手当 子供手当 賞与
年2回（6月 12月）
業績により3月に業績賞与

勤務時間
９:３０～1８:２０
（休憩 1時間１０分）

休日・休暇
休日/月曜定休日・夏季休暇・年末年始（年間休日１１２日）
休暇/年次有給休暇・誕生月有給休暇・計画月有給休暇・慶弔休
暇・結婚休暇・産前産後休暇・育児休暇・介護休暇など

福利厚生
社内制度

社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、トヨタ団体共済保険）、確定拠出年金
トヨタ遺児育英年金制度、 法人会員（各種テーマパーク等）、保養施設（鴨川グランドタワー）

研修・教育制度 新入社員研修 階層別別研修 専門知識研修など社内研修規定に基づく研修

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学、 早稲田大学 、 慶應義塾大学 、 法政大学 、 明治大学、 中央大学 、 日本大学、 東洋大学、 亜細亜大学 、 駒澤大学、
専修大学、 立正大学 、 芝浦工業大学、 神奈川大学 、 神田外語大学、 国士舘大学 、 国学院大学 、 拓殖大学 、 大東文化大学 、
千葉大学、 帝京大学 、 東海大学 、 獨協大学 、 二松学舎大学 、 山梨学院大学

採用情報(2020年予定）

募集対象・学部・学科
文系学部生、理系学部生、短大生、専門学校生
全学部 全学科

募集職種 総合職(4大) レセプションスタッフ(4大) 事務職(短大・専門)

内容
・営業 ・企画
・総務 ・人事

・接遇及び一般事務業務
・一般事務
・接客応対業務

採用数 15名 3名 5名
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問合せ先

部署名
担当者

総務人事部
濱野・横田

電話番号 0479-22-5335

E-mail shoko@green.ocn.ne.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県銚子市東芝町1-19

事業所所在地 千葉県内 全22店舗

業種 金融業 設立年月 1953年11月

資本金 8億円46百万円 従業員数 278名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 54名

上記採用者のうちの離職者数 9名

有給休暇の平均取得日数 9日

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給
大卒 ：190,000円（食事手当5,000円含む）
短大・専門卒：170,000円（食事手当5,000円含む）

昇給 年1回（7月）

諸手当 通勤手当、家族手当、職務手当、営業係手当、時間外手当 他 賞与 年2回（6月・12月）

勤務時間
8：30～17：30
（休憩 1時間）

休日・休暇
休日／土曜、日曜、祝日、年末年始
休暇／年次有給休暇、連続休暇、慶弔休暇、特別休暇、
育児休業、介護休業

福利厚生
社内制度

設備／全店に給食施設あり 保険／厚生保険、健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金
制度／職員住宅融資、職員厚生融資、子弟育英融資、慶弔罹災見舞金制度、永年勤続表彰制度、公的資格取得援助制度

研修・教育制度 ■新入職員導入研修 ■階層別研修 ■職能別研修 ■若手職員活性化研修

採用実績のある
教育機関名

亜細亜大学、神奈川大学、敬愛大学、国学院大学、国士舘大学、駒澤大学、芝浦工業大学、城西国際大学、清泉女子大学、
専修大学、高崎経済大学、高千穂大学、拓殖大学、大東文化大学、千葉大学、千葉科学大学、千葉経済大学、千葉商科大
学、中央大学、中央学院大学、帝京大学、東海大学、東京経済大学、東京電機大学、東洋大学、日本大学、フェリス女学院大
学、文教大学、法政大学、明海大学、明治学院大学、横浜商科大学、横浜市立大学、立正大学、和洋女子大学

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科
文系学部生、理系学部生、短大生、専門学校生
全学部 全学科

募集職種 金融機関一般事務および営業

内容
預金業務、融資業務、
為替業務、代理業務 他

採用数 20名

「地域社会の幸せづくりに奉仕する」を経営理念とし、地域
のみなさまに信頼され、親しまれる身近な金融機関を目指
しています。

銚子商工は、地域との絆を大切にし、金融業務を通じて
中小企業者の方へのご支援、住民の皆様の豊かな暮らし
のお手伝い、地域活性化に全力で取り組んでいます。

2-8



問合せ先

部署名
担当者

人事総務課 採用担当
宮下 絢

電話番号 047-453-8115

E-mail recruit@ashizawa.com

企業基本情報

本社所在地 千葉県習志野市茜浜1-4-2

事業所所在地 同上

業種 機械製造業 設立年月 2002年

資本金 9000万円 従業員数 140名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 12名

上記採用者のうちの離職者数 0名

有給休暇の平均取得日数 14.1日

入社後の待遇 2020年予定

基本給
大学院： 222,000円 短大・専門： 180,000円
大学： 201,000円

昇給 年1回（6月）

諸手当 時間外手当、単身住宅手当（3年間）、子供手当 賞与 年2回（7月・12月）

勤務時間
平日：8:15～17:15
土曜：8:15～16:15

休日・休暇
年間休日：108日（毎月1回土曜を除く土日祝と年末年始）

有給休暇：初年度13日

福利厚生
社内制度

社会保険/健康保険、労災保険、雇用保険
社内制度/退職金制度、育児休業制度、リフレッシュ休暇制度、メンタ―制度、資格取得支援制度 等

研修・教育制度 新入社員研修、階層別研修、スキルマップに基づいたOJT 等

採用実績のある
教育機関名

千葉工業大学、日本大学、神田外語大学、千葉商科大学、東邦大学、大妻女子大学、千葉大学、
山形大学、長岡技術科学大学、法政大学、明治大学、東海大学、日本工業大学、神奈川工科大学、
東京電機大学、國學院大学 他

採用情報 2020年予定

募集対象・学部・学科 大学院・大学・短大・専門学校 ※学部・学科の指定なし

募集職種 営業職 技術職 技術職 ―

内容
コンサルタント型

の営業
機械･プラント

の設計
ナノテク材料
の開発

―

採用数 1 2 1 ―

事業概要
●粉砕機・分散機・ミキサー等の開発・設計・
製造・販売・メンテナンス

●ナノ材料の微細加工
●化学メーカーの機械設備の技術コンサルティング

【この技術で世界一！
千葉で最も歴史ある機械メーカー】

当社は世界最小の微粒子をつくるための粉砕
機のトップメーカーです。化粧品や医薬品な
どの生産工程で原料をナノメートル単位にま
で微細化する先端技術を誇ります。
この技術は様々な製品の高品質化・省エネな
どに用いられ、人類の発展や地球環境に貢献
しています。日本だけでなく世界のモノづく
りを支える会社です。
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問合せ先

部署名
担当者

人材開発・企画部
志賀 里沙

電話番号 047-410-7114

E-mail risa@shinohara-press.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県 船橋市 潮見町34-2

事業所所在地
【国内】 福岡・広島・岡山など 全国14営業所
【海外】 アメリカ オハイオ州 デイトン営業所

業種 製造業 設立年月 1973年 6月

資本金 9000万円 従業員数 200名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 ３０名

上記採用者のうちの離職者数 2名

有給休暇の平均取得日数 １０日

入社後の待遇(2020年予定）

基本給 大卒：212,000円 院卒：224,000円 昇給 年1回 2％

諸手当 通勤手当(全額支給)、家族手当、役職手当、時間外手当 賞与 年2回 (5ヶ月)

勤務時間
8:15～17:10
(休憩 55分)

休日・休暇
週休2日制(土日) 年間休日118日、3日間連続休暇
GW、夏季休暇・年末年始・慶弔・有給休暇

福利厚生
社内制度

男子寮・各種社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)・保養所あり・再雇用制度

研修・教育制度 新入社員研修(合宿研修・導入研修・マンツーマン研修)・プレス基本研修・ビジネスマナー研修・英会話研修・海外洋上研修

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学、大妻女子大学、神田外語大学、関西大学、芝浦工業大学、千葉工業大学、千葉商科大学、東
海大学、東京電機大学、日本大学、武蔵大学、明治大学、明治学院大学、麗澤大学、和洋女子大学、職業能
力開発総合大学校東京校、職業能力開発短期大学校(全国)、中日本航空専門学校…

採用情報(2020年予定）

募集対象・学部・学科 文系大学院生、文系学部生、理系大学院生、理系学部生、短大生 全学部・全学科、専門学校生

募集職種 設計開発 営業 一般事務 生産管理

内容
機械・電気制御・装置の
設計や新商品の開発

お客さまの工場でお話を聞き、
解決策をご提案します。

会社の内部を
支える仕事です

工事全体の工程管理(コスト、
人員、部品手配、他)

採用数 1 1 1 1

事業内容
・プレス機械のメンテナンス(点検・修理・改良)
・プレス周辺装置の開発・製造・販売

http://www.shinohara-press.co.jp/saiyo/
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株式会社 地域新聞社

問合せ先

部署名
担当者

人事総務部
大竹 勇人

電話番号 047-420-0300

E-mail recruit@chiikinews.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県船橋市湊町1-1-1 朝日生命船橋湊町ビル5F

事業所所在地
八千代支社・津田沼支社・成田支社・船橋支社・千葉支社・松戸支社
柏支社・市原支社・越谷支社・千葉配送センター・埼玉配送センター
編集センター

業種 広告・出版 設立年月 1984年8月28日

資本金 2億311万円 従業員数 302名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数

36名
2016年：19名
2017年：7名
2018年：10名

上記採用者のうちの離職者数

5名
2016年：4名
2017年：1名
2018年：0名

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給 213,730円 昇給 年2回（3月、9月）

諸手当
交通費全額支給
その他各種手当あり

賞与
年2回（6月、12月）
業績連動型

勤務時間 9:00～18:00（休憩1時間） 休日・休暇
休日：週休2日制（土日）、祝祭日、夏期休暇、年末年始休暇
休暇：有給休暇、特別休暇（結婚・出産・慶弔、永年勤続等）
年間休日/126～128日（過去3年間実績）

福利厚生
社内制度

各種社会保険完備、カフェテリアプラン（選択型福利厚生制度）、育児休業制度、従業員持株会、インセンティブ制度、
携帯電話貸与、ipad貸与、営業車貸与 等

研修・教育制度
新入社員は、入社後約1週間の「新入社員合宿研修」、約半年の「ベースアップ研修」の後、各事業所へ配属となります。その後は現
場で先輩社員に教わりながら実務を身につけていきます。配属後も1～2週間に1回の「フォローアップ研修」を実施、社員の成長をしっ
かりサポートしていきます。（※その他、外部のセミナー受講や社内勉強会等の機会も多数あります。）

採用実績のある
教育機関名

亜細亜大学 、 江戸川大学 、 桜美林大学 、 大妻女子大学 、 関西大学 、 関西外国語大学 、 神田外語大学 、 九州国際大学 、 九州産業大学 、 京都府立大学 、
群馬大学 、 国学院大学 、 国際武道大学 、 駒澤大学 、 埼玉大学 、 淑徳大学 、 尚美学園大学 、 高千穂大学 、 玉川大学 、 大東文化大学 、 筑紫女学園大学 、
千葉工業大学 、 筑波大学 、 帝京大学 、 東海大学 、 東京外国語大学 、 東京経済大学 、 東京成徳大学 、 東京理科大学 、 東北学院大学 、 東北福祉大学 、 東
洋大学 、 同志社大学 、 道都大学 、 獨協大学 、 日本大学 、 日本女子大学 、 日本体育大学 、 弘前大学 、 広島修道大学 、 文京学院大学 、 法政大学 、 北海
学園大学 、 北海道教育大学 、 武蔵大学 、 明治大学 、 明治学院大学 、 山形大学 、 立教大学 、 立正大学 、 立命館大学 、 麗澤大学 等

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 全学部・全学科

募集職種 営業職

内容 企画営業

採用数 10名

事業概要
経営理念は「人の役に立つ」。メイン事業は地域情報満載のフリーペーパー「ちいき新
聞」の発行です。地域の消費者が良い情報に出会い、それにより飲食・物販・サービス
などを営む地域企業が成長する、そんな好循環を生み出すことが目的です。

事業内容
●フリーペーパー「ちいき新聞」の発行
発行部数約200万部、千葉県No.1発行部数のフリーペーパーです！

●折込チラシ配布事業
デザイン制作～配布まで取り扱い

●コミュニティサイト「チイコミ！」の運営
千葉県を中心に、東関東に密着したユーザー参加型口コミサイト

●販促の大学
販促担当者のためのお役立ちサイト。経営者向けのセミナーも開催。

●折込求人紙 Happinessの発行
ちいき新聞と一緒に各家庭へポスティングでお届けする求人専門メディア

●その他
HP制作、イベント企画・運営、ランチパスポートの出版、LINE＠正規代理店 他
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株式会社 ケーヨー

事業概要 DIY用品、園芸、家庭用品、インテリア、レジャー用
品、ペット用品など普段の暮らしに役立つ住関連商品を販売する
ホームセンター事業を営んでおります。

問合せ先

部署名
担当者

人材開発部 採用課
林 昭司

電話番号 043-255-1113

E-mail saiyo@keiyo.co.jp

写真
企業PR

企業基本情報

本社所在地 千葉市若葉区みつわ台1-28-1

事業所所在地 千葉、東京、神奈川、埼玉、茨城、栃木、群馬 他

業種 小売業 設立年月 1952年5月

資本金 165億558万円 従業員数 正社員1,281名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 61名

上記採用者のうちの離職者数 13名

有給休暇の平均取得日数 4日

入社後の待遇(2019年予定）

基本給 198,000円 昇給 年1回

諸手当
住宅手当(一律8,000円)・家族手当・通勤手当・時間外手
当・管理職手当・各種資格手当・単身赴任手当

賞与 年2回

勤務時間
9:00～20:00の間で交代制勤務
(実働8時間)

休日・休暇

月間9日(ローテーション制) 年間休日118日(連続休日
を含む)
年次有給休暇、特別休暇あり

福利厚生
社内制度

社員割引、社宅、社員表彰、従業員持株制度、育児休業、介護休業、財形貯蓄等

研修・教育制度 新入社員研修、商品実習研修、各種資格取得研修、海外セミナー、通信教育など

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学、茨城大学、学習院大学、慶應義塾大学、国学院大学、駒澤大学、芝浦工業大学、首都大学東
京、信州大学、上智大学、専修大学、千葉大学、中央大学、筑波大学、都留文科大学、東海大学、東京電機大
学、東京理科大学、東北大学、東洋大学、法政大学、明治学院大学、明治大学、早稲田大学 他 多数の大学

採用情報(2019年予定）

募集対象・学部・学科 全学部・全学科

募集職種 総合職

内容
店舗販売業務
本部各部署

採用数 30名
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市川市役所

事業概要 市川市に住む全ての人々に安全でよりよい暮らしを
提供することが私たちの使命です。

市の特徴 都心から約20ｋｍと近く、県内では千葉市、船橋
市に次いで人口第3位です。
東京に隣接した住宅都市でありながら、自然にも恵
まれています。

問合せ先

部署名
担当者

総務部人事課
白井 裕介

電話番号 ０４７－７１２－８５７３

E-mail saiyo30@city.ichikawa.lg.jp

写真

企業基本情報

本社所在地 千葉県市川市八幡１－１－１

事業所所在地 千葉県市川市南八幡２－２０－２

業種 行政 設立年月 昭和9年

資本金 ー 従業員数 3,206人

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 248人

上記採用者のうちの離職者数 6人

有給休暇の平均取得日数 11.8日

入社後の待遇（2019年予定）

基本給 20万6千円～（大卒）地域手当込み 昇給 年1回

諸手当 期末・勤勉手当、通勤、住居、扶養、時間外勤務手当等 賞与 6月・12月

勤務時間
8時40分から17時25分
※ 配属先による

休日・休暇 土日祝・年末年始※配属先による

福利厚生
社内制度

保養施設の利用、住宅貸付等

研修・教育制度 新規採用研修、昇任者研修、派遣型研修、法令研修、職場研修等

採用実績のある
教育機関名

各大学や専門学校、高校等

採用情報 (2019年予定）

募集対象・学部・学科 全学部学科

募集職種
一般行政職

（事務・技術系）
専門職

（保育士・栄養士等）

内容
窓口や審査、計画など多

岐に渡ります。
専門職として勤務します。

採用数 ５７名 ４１名
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三協フロンテア株式会社

事業概要
ユニットハウス/トランクルーム/立体式駐車場/植物工場
各製品の製造・販売・レンタル

問合せ先

部署名
担当者

管理本部 人事部 新卒採用グループ

川上 博之

電話番号 04-7133-3366

E-mail shinsotsu@sankyofrontier.com

企業基本情報

本社所在地 千葉県柏市新十余二5番地

事業所所在地 国内47都道府県 直営562か所・海外4か国

業種 メーカー・建設・不動産 設立年月 1969年

資本金 15億4545万円 従業員数 1300名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 109

上記採用者のうちの離職者数 8

有給休暇の平均取得日数 5.4

入社後の待遇（2020年予定）

基本給 月21万程度(月給制) 昇給 給与改定：年1回(6月)

諸手当
通勤手当、時間外勤務手当、職掌手当、家族手当、
資格手当(1級建築士等)

賞与 年2回(6月・12月)

勤務時間
8時30分～17時00分
(昼休憩1時間)

休日・休暇
年間休日125日(2016年度実績)
【週休2日制(土日祝)、ＧＷ、夏季休暇、年末年始休暇】

福利厚生
社内制度

【住】社員寮(男性用、女性用あり、1万円/月)、借上社宅、住宅手当、家族手当(※利用規定あり)
【遊】自宅保養所(新潟、山梨)、会員制リゾート施設(全国各地)、クラブ活動制度(活動費支給)
【諸制度】退職金、社員持株、財形貯蓄、共済会、慶弔見舞金、保険団体割引、資格取得支援制度
【特別休暇】有給休暇、特別休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇
【保険】雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険

研修・教育制度 新人社員研修、ＯＪＴ研修、部門別能力ＵＰ研修 ※1～3年目は毎年研修あり

採用実績のある
教育機関名

千葉大学、早稲田大学、法政大学、東京理科大学、日本工業大学、神田外語大学、中央学院大学、大妻女子
大学、共立女子大学、国士舘大学、成蹊大学、専修大学、大東文化大学、拓殖大学、中央大学、東洋大学、
日本大学など

採用情報(2020年予定）

募集対象・学部・学科
文系大学院生、文系学部生、理系大学院生、理系学部生、短大生
全学部 全学科

募集職種 営業職 専門職 技術職 事務職

内容 営業・物流センター 企画・管理
開発・設計・生産・施工管理

情報システム
営業事務

採用数 17 7 16 5

仮設建築市場
建設現場の現場事務所や仮設住宅な
ど世の中になくてはならない存在で
す。

本建築市場
オフィスや店舗、最近ではイベント
での需要が増えています。皆さんの
身近な所でも活躍しています。

不動産市場
24時間出し入れ可能なトランクルー
ムの提供、作業員用宿舎やアパート
なども。

モバイルスペースが活躍する市場

オフィス コーヒーショップ(守谷)

仮設住宅(東日本大震災)トランクルーム(流山)
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【三井生命・日本IBMグループ】
エムエルアイ・システムズ株式会社

【事業概要】
三井生命のシステム開発・基盤開発・運用業務を一手に担ってい
ます。

問合せ先

部署名
担当者

人財開発室
茂木 俊明

電話番号 04-7162-3085

E-mail MLISAIYO@jp.ibm.com

【当社の魅力】
MLIは日本IBMと三井生命の共同出資によるIT戦略企業です。
日本IBMのIT技術と三井生命の保険・金融のノウハウを融合し、
三井生命のシステム開発・保守・運用サービスを円滑に遂行してい
ます。
MLIでは社員の業務知識とＩＴ知識の両方の強化を日々実践し、
「保険業界の情報システムをリードする会社」を目指しています。一
人一人が自分の目標を持ち、チャレンジできる制度環境と、オープ
ンに何でも話せて何でも聞ける闊達な企業風土です。
野球やフットサルなどのサークル活動も活発で、所属を越えて社員
同士がコミュニケーションを交わすことにより、社内のネットワーク作り、
チームワークの促進、一体感の醸成など、様々な効果をもたらして
います。
充実した研修制度により文系の方も多く活躍しています。

企業基本情報

本社所在地 千葉県柏市東上町8-18

事業所所在地 千葉県柏市（本社）、東京都文京区（早稲田事業所）

業種 情報処理 設立年月 2000年9月1日

資本金 1億円 従業員数 約373名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 60名

上記採用者のうちの離職者数 1名

有給休暇の平均取得日数 14..5日

入社後の待遇（2019年予定）

基本給
大卒：210,000円※固定手当40,000円を含む
院了：230,000円※固定手当40,000円を含む 昇給 年1回（4月）

諸手当
住宅手当(世帯主無扶養者：月額25,000円、世帯主有扶養
者：月額40,000円)、通勤手当（月額50,000円まで全額支
給）、時間外勤務手当、資格取得報奨金、通信教育奨励金他

賞与 年2回（6月と12月）

勤務時間
9時から17時20分
（休憩60分含む）

休日・休暇
完全週休2日制（土曜日・日曜日）、祝日、年末年始、
年次有給休暇（年間20日）、特別休暇（リフレッシュ休暇
等）、半日休暇、子の看護休暇

福利厚生
社内制度

確定拠出年金制度（401K）、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険完備、産前産後休暇制度、
配偶者出産特別休暇制度、短時間勤務制度、健康保険組合の割引保養施設有り

研修・教育制度 新入社員研修、年次研修、マネジメント研修、各種ＩＴ／業務スキル研修、ヒューマンスキル研修、社内セミナー 等

採用実績のある
教育機関名

愛知みずほ大学、会津大学、青山学院大学、宇都宮大学、川村学園女子大学、学習院大学、京都大学、共立女子大学、慶應義塾大学、工学院大学、神戸大学、
国学院大学、駒澤大学、埼玉大学、静岡大学、芝浦工業大学、昭和女子大学、実践女子大学、順天堂大学、上智大学、駿河台大学、成蹊大学、聖心女子大学、
成城大学、専修大学、大正大学、高千穂大学、大東文化大学、千葉大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中央大学、中央学院大学、筑波大学、筑波学院大学、
電気通信大学、東海大学、東京大学、東京工科大学、東京工業大学、東京工芸大学、東京情報大学、東京女子大学、東京電機大学、東京農業大学、東京福祉大学、
東京理科大学、東邦大学、東北女子大学、東洋大学、常磐大学、富山大学、同志社大学、獨協大学、名古屋大学、新潟大学、日本大学、日本女子大学、弘前大学、
文教大学、政大学、北海道大学、明治大学、明治学院大学、明星大学、立教大学、立正大学、流通経済大学、麗澤大学、早稲田大学

採用情報 (2019年予定）

募集対象・学部・学科 大卒、大学院了（全学部、全学科）

募集職種 ITエンジニア

内容
業務アプリケーション開発
システム基盤開発

採用数 20名程度
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会社名

事業概要
千葉県北東部や茨城県鹿行地域を主な事業地域とし、地元の中小企業や
個人のみなさまが会員となって、お互いに助け合い発展していくことを共通の理

念として運営されている相互扶助型の金融機関です。

問合せ先

部署名
担当者

総務部 人事課 採用担当
篠塚隆男・板垣陽子

電話番号 0478－54－2121

E-mail ssksaiyou@mbn.nifty.com

写真

企業基本情報

本社所在地 千葉県香取市佐原イ５２５

事業所所在地 千葉県内12か所、茨城県内3か所

業種 協同組織金融機関 設立年月 1929年３月

資本金 ８億２２百万円 従業員数 221名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 33名

上記採用者のうちの離職者数 １名

有給休暇の平均取得日数 12.5日

入社後の待遇（2018年実績）

基本給 大卒190,000円、短大卒169,000円 昇給 年1回（４月）

諸手当
通勤手当（全額）、営業手当、食事手当、家族手当、役職手
当、被服手当、時間外勤務手当 他

賞与
年2回
（6月 12月）

勤務時間
8：30～17：00（休憩1時間）

月末営業日8：30～17：30
休日・休暇

休日/土日、祝祭日、年末年始（12/31～1/3）
休暇/年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、連続休暇 他

福利厚生
社内制度

社会保険/厚生年金保険 厚生年金基金 健康保険 労災保険 雇用保険
社内制度/退職金制度 育児休業 健康診断 職員厚生融資制度 永年勤続表彰制度 弔慰金制度 資格取得援助 他

研修・教育制度
新入職員研修 新入職員フォロー研修 職場内実践訓練（OJT) 職能・階層別研修 外部機関への派遣研修 他
「自己啓発プラン」に基づく公的資格・各種検定試験・通信講座（受験料等の援助制度あり）

採用実績のある
教育機関名

亜細亜大、茨城大、桜美林大、大妻女子大、神奈川大、川村学園女子大、神田外語大、関東学院大、敬愛大、
國學院大、国士舘大、駒澤大、産能大、淑徳大、城西大、成蹊大、専修大、大正大、大東文化大、拓殖大、
多摩大、千葉経済大、千葉商科大、中央大、中央学院大、帝京大、帝京平成大、東海大、東京経済大、東洋大、
二松学舎大、日本大、法政大、武蔵野大、明海大、明治学院大、立正大、流通経済大、和洋女子大 他

採用情報 (2019年予定）

募集対象・学部・学科
文系学部生、理系学部生、短大生、専門学校生、既卒者
全学部 全学科

募集職種 事務職（信用金庫業務全般）

内容
預金・融資・為替等の
金融事務・営業

※総合職、一般職の区分けなし

採用数 10名程度

窓口担当は預金や振込の手続きの
ほか、お客さまと会話や情報提供を
通じ、ニーズにあった金融商品の提
案などを行います。
信用金庫の顔として、笑顔と親しみ
やすい接客でお客さまをお迎えします。

営業推進係は地域の企業やご家庭
を訪問し、預金や融資に関する相談
や手続きを行います。
お客さまの抱える課題の解決や夢の
実現に向けたお手伝いができるよう、
日々業務に取り組んでいます。

地域密着と健全経営の「さわらしんきん」です。
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都機工 株式会社

事業概要
産業機器、工作機械、工具、住宅設備機器の
専門商社です。ものづくりをしている工場をお客
様として、ものづくりのお悩み相談や問題解決を
行っています。

問合せ先

部署名
担当者

管理部総務部長 友常 正雄
管理部総務採用担当 村橋 裕美

電話番号 ０４７－３４８－８１１２

E-mail recruit@miyakokiko.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県松戸市西馬橋幸町１２２－１

事業所所在地 松戸市、柏市、成田市、習志野市、市原市、茨城県つくば市

業種 機械工具商社 設立年月 昭和45年9月

資本金 5,500万円 従業員数 112名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 26名

上記採用者のうちの離職者数 ８名

有給休暇の平均取得日数 5.67日

入社後の待遇 (2018年実績）

基本給
総合職（営業）230,000円
一般事務職（営業事務職）220,000円

昇給 年1回（4月）

諸手当 通勤手当、家族手当、住宅助成金、資格手当 賞与
年2回以上
（7月・12月ほか）

勤務時間
8:30～17:30（休憩1h）
通常土曜出勤:8:30～12:00

休日・休暇
日、祝日、年末年始、ＧＷ、夏季、慶弔、有休、ﾘﾌﾚｯｼｭ休
暇※月1回の土曜出勤と年8回の土日行事あり※年間休日107日

福利厚生
社内制度

社保完備、社員海外旅行（５年毎海外・積立なし・希望者家族同伴可）、社員国内旅行（2年毎・社員のみ）
契約保養所あり（リゾートトラスト）、10年目研修（海外研修への参加）

研修・教育制度 新人研修、HPC研修（年３回土曜全社営業研修）、富士教育センター研修、オレンジ博士検定、空気圧技能検定

採用実績のある
教育機関名

早稲田大学･日本大学･専修大学･千葉商科大学･中央学院大学･東京成徳大学・和洋女子大学･聖徳大学／
短期大学･立正大学･東京成徳大学・東洋大学・獨協大学･昭和女子大学･明海大学･日本大学・江戸川大学･
二松学舎大学・大東文化大学・麗澤大学・淑徳大学・大妻女子短期大学部・東京経済大学

採用情報（2019年実績）

募集対象・学部・学科 学部学科不問

募集職種 総合職（営業） 一般事務職（営業事務）

内容
営業アシスタント業務を経
て、2～3年後に営業とし
て活躍していただきます。

内勤営業のアシスタント業務
を経て、2～3年後には内勤
営業を目指していただきます。

採用数 内定者３名 内定者４名

❶千葉県内業界No.1の機械工具専門商社
初めて聞いた業界に会社名だと思われます。
しかしながら私たちは地場にしっかり根を
張り続ける、千葉県下業界No.1の会社です。

❷商社機能を超えた商社
国土交通省による建築業許可、グループ会
社の総力により、工場の土地探しから建屋
の建築、リフォームまで、工場のことなら

なんでも解決できるのが私たちの強みです。

❸アットホームで和気あいあいな会社
先輩,上司,後輩が身近に居り、相談しやす
く風通しの良い雰囲気です。

都機工の３つの特徴
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エフピコインターパック株式会社

事業概要
スーパーマーケットや飲食店に対し、当社グループ製品の食品トレーなど
食品包装資材の販売を行っています。

問合せ先

部署名
担当者

総務部 部長代理
鈴木 幸治

電話番号 043-380-2916

E-mail Koji.Suzuki@fp-interpack.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市稲毛区天台6-6-1

事業所所在地 木更津市・匝瑳市 他7か所

業種 商社 設立年月 1968年10月

資本金 4億円 従業員数 205名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 16名

上記採用者のうちの離職者数 4名

有給休暇の平均取得日数 7.9日

入社後の待遇（2019年実績）

基本給
営業職 215,000円（営業手当 6,000円 含）
事務職 189,000円

昇給 年１回 (4月)

諸手当
営業手当・通勤手当(全額)・資格手当・転勤手当
住宅手当(規程あり)

賞与 年２回 (7月・12月)

勤務時間
9:00 ～ 18:00
(休憩1時間)

休日・休暇
休日 / 土日祝日、年末年始(6日) 年間休日 120日以上
※部署によってシフト制有
休暇 / 年次有給休暇、夏季休暇(3日)

福利厚生
社内制度

各種社会保険加入、確定拠出年金制度(401K)、退職金制度、ベネフィット・ワン加入、定期健康診断、通信教育補助、
育児休暇、介護休暇、メモリアル休暇(有休3日間連続取得制度)、特別休暇(結婚・出産等)

研修・教育制度 新入社員研修、管理職研修、営業研修

採用実績のある
教育機関名

桜美林大学、神奈川大学、敬愛大学、国士舘大学、駒澤大学、駒沢女子大学、城西大学、成蹊大学、専修大
学、拓殖大学、 大東文化大学、千葉経済大学、千葉商科大学、中央学院大学、帝京大学、東京経済大学、東
京情報大学、 東京農業大学、東洋大学、獨協大学、日本大学、日本体育大学、法政大学、武蔵大学、武蔵野
大学、 立正大学、龍谷大学、流通経済大学、麗澤大学、早稲田大学、 他私大・専門学校・短大など

採用情報 (2019年予定）

募集対象・学部・学科
文系大学院生、文系学部生、理系大学院生、理系学部生、短大生、専門学生
全学部 全学科

募集職種 総合職

内容
法人向け
ルート営業

採用数 10名前後

食を彩るパートナー

安定した老舗企業
食品トレーシェアNo.1企業のグループ会社だから安定性◎
福利厚生や研修制度が充実しています。

商品数が豊富
食品トレーメーカーのグループ企業だからといってトレーばかりを販売
しているわけではありません。取扱いアイテムは800万点以上！
お客様が本当に欲しい商品を提案してお届けできます。

2019年4月
本社屋が
リニューアル

社風は”アットホーム”
堅い空気はまったくありません！新入社員にはOJTがつきますし、
新人研修もあるので１からゆっくりじっくり仕事を覚えられます。
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岩渕薬品株式会社

事業概要
創業105年を迎える医薬品・医療器機等の老舗医療用医薬品卸、医療機器、試薬、
衛生材料等の販売

問合せ先

部署名
担当者

経営企画部 採用担当
水迫（みずさこ）和博

電話番号 043-236-7707

E-mail soukei@iwabuchi-net.co.jp

写真

企業基本情報

本社所在地 千葉県四街道市鷹の台１－５

事業所所在地 佐倉市、千葉市、船橋市など県内計10か所、東京都内1か所

業種 医薬品・医療機器卸売業 設立年月 1948年6月

資本金 １億円 従業員数 460名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 １６名

上記採用者のうちの離職者数 ５名

有給休暇の平均取得日数 8.9日

入社後の待遇（201９年予定）

基本給 大卒:205,000円 薬剤師:225,000円 昇給 年１回（４月）

諸手当 通勤手当 時間外手当 職務手当 扶養手当 賞与 年2回（７月/12月)

勤務時間
午前8時30分～午後5時30分
（休憩 1時間）

休日・休暇
休日/土曜日・日曜日・祝日
休暇/年次有給休暇・夏季・年末年始休暇・慶弔休暇・

育児・介護休暇等

福利厚生
社内制度

社会保険/ 健康保険 労災保険 雇用保険 厚生年金
福利厚生/ 財形貯蓄 持株会 慶弔見舞金 日本オーナーズクラブ会員 永年勤続表彰
社内制度/ 退職金制度 確定拠出年金制度 健康診断 資格取得支援制度など

研修・教育制度 新入社員研修 階層別研修 専門知識研修など社内研修規定に基づく研修

採用実績のある
教育機関名

青山学院大学 、 亜細亜大学 、 九州大学 、 敬愛大学 、 慶應義塾大学 、 国士舘大学 、 駒澤大学 、 城西大学 、 上智大学 、 成城大学 、 清和大学 、
専修大学 、 千葉大学 、 千葉科学大学 、 千葉経済大学 、 千葉工業大学 、 千葉商科大学 、 中央大学 、 中央学院大学 、東海大学 、 東京情報大学 、
東京農業大学 、 東京薬科大学 、 東京理科大学 、 東邦大学 、 東洋大学 、 二松学舎大学 、 日本大学 、法政大学 、 立正大学 、
流通経済大学 、 麗澤大学 、 学習院女子大学 、 大正大学

採用情報（2020年予定）

募集対象・学部・学科 全学部全学科

募集職種 総合職

内容 営業職・薬剤師

採用数 ６～10名

地域社会の人々の健康と関わりあい
のある方々の幸せに貢献することを
目的としている企業です

医療の最前線と製薬メーカーとを結ぶ地場の医薬品卸として人々の健康と福祉
の為に活動しております。様々な商品、サービスの充実を図り人々の健康回復
や健康維持に貢献し続けるヘルスケア企業へとさらなる成長に向けて着実な歩
みを続けております。

医療の最前線をサポート コンサルタント業務に本格参入
病院や薬局等医療の最前線をサポート。医薬品の安定供給、品質管理等のノウハウを活
かし、最新の医療情報やマーケット情報を日々学び、ドクターや薬剤師等に情報提供。
クリニックの経営支援や開業支援等コンサルタント業務を積極的に行っております。

充実した研修・ＯＪＴ・サポート体制
医薬品の知識が全くなくても心配御無用。入社後のさまざまな研修、先輩社員のOJT、朝
礼等での日々の勉強会を通じて、創業以来100年超蓄積されたノウハウを余すことなく、
しっかりマスターして頂けますのでご安心下さい。

自由闊達・アットホームな雰囲気の中で、人々の健康をサポートする仕事を通じて社会貢
献、地域貢献、自らの人間的成長、仲間と切磋琢磨し合える当社で一緒に働きません
か？興味のある方は是非お問い合わせ下さい。

100年以上の歴史を誇る地場医薬品卸の千葉県ＮＯ．1企業です
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株式会社スズキ自販千葉
（グループ会社：スズキ自販京葉）

事業概要
千葉県内におけるスズキ四輪車の販売を中心に、自動車整備や損害保険代

理業等を行っています。地域密着でお客様のカーライフをサポートしています。

問合せ先

部署名
担当者

総務部 総務課
浅井 美江子

電話番号 043-273-2311

E-mail asai.mieko@j-chiba.sdr.suzuki

当社は『小さなクルマ、大きな未来』をキャッチフレーズに、地域
密着の販売を行っています。また、スズキ独自の販売体制【直
販営業】【業販営業】で着実に販売実績を伸ばしています。
車の販売は、購入いただいてからお客様との関係が始まり、そこ
から長くお付き合いのできる仕事です。人と関わる仕事がしたい
方、人の話を聞くのが好きな方に向いている仕事です。

◇◆こんな会社◆◇
・メーカーであるスズキ㈱100％出資の直営会社で安定しています。
・千葉県内での配属なので、他県に転勤することはありません。
・労働組合があり、社員の意見を反映できる風通しの良い会社です。
・子育てや介護と両立しながら働ける「両立支援制度」で、長く働くこ
とができます。

企業基本情報

本社所在地 千葉市花見川区幕張町5-417-262

事業所所在地 自販千葉：千葉県北部17拠点 自販京葉：千葉県南部14拠点

業種 自動車販売 設立年月 1971年5月

資本金 8,000万円 従業員数 284名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 45名

上記採用者のうちの離職者数 11名

有給休暇の平均取得日数 4.8日

入社後の待遇 (2019年予定）

基本給
【四年制大学卒】200,000円
【短大・専門卒】 176,000円

昇給 年1回（4月）

諸手当
仕事給、時間外手当、役職手当、住宅手当
子育て支援手当

賞与
年2回（7月・12月）
5.6ヶ月（2018年度実績）

勤務時間
9：30～18：10
（休憩60分）

休日・休暇
直販営業：定休日（毎週水曜日・第二火曜日）
業販営業：土日を中心とした休み

福利厚生
社内制度

保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働災害保険
財形貯蓄制度、車輌購入割引制度、定期健康診断、退職金制度、慶弔金制度、産休・育児休暇制度、介護休暇制度など

研修・教育制度
年次研修・職種別に応じた集合研修を行っています。
＜例＞１年目 ： 新入社員研修・営業基礎研修・接客マナー研修など

採用実績のある
教育機関名

亜細亜大学、神田外語大学、敬愛大学、国際武道大学、国士舘大学、国学院大学、淑徳大学、城西大学、城西国際大学、清和大学、千葉経
済大学、千葉工業大学、千葉商科大学、中央学院大学、帝京大学、帝京平成大学、東海大学、東京経済大学、東京情報大学、東洋大学、東
洋学園大学、日本大学、二松学舎大学、日本女子体育大学、日本体育大学、法政大学、武蔵野学院大学、目白大学、明海大学、立正大学、
流通経済大学、和光大学、和洋女子大学、獨協大学、川村学園女子大学など

採用情報 (2019年予定）

募集対象・学部・学科
文系学部生、理系学部生、短大生
全学部 全学科

募集職種 営業職

内容
直販営業（ショールームで

の販売）
業販営業（取引先へのルー

トセールス）

採用数 12名
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千葉市役所

【事業概要】
政令指定都市・千葉市では、市民生活に即した行政サービスから、都
道府県と同等の業務まで、幅広い仕事を行っています。

問合せ先

部署名
担当者

人事委員会事務局 任用班

電話番号 043-245-5870

E-mail jinji.PE@city.chiba.lg.jp

【政令指定都市・千葉市の魅力】
◆区役所等での窓口応対から、各種施策の企画立案・事業推進まで、
市政全般にわたる幅広い仕事を行っています。
◆さらに、都道府県と同等の権限を持つため、各区役所を中心としたま
ちづくりや、区域の都市計画の設定、児童相談所の設置など、市独自
の判断で、より市民生活に即した行政サービスを行うことができます。
◆千葉市では、職員が活躍できる様々なステージがあります。市民一人
ひとりが将来に明るい希望を持ち、千葉市が魅力と活力にあふれるまちと
してさらに発展するよう、千葉市の未来を一緒につくっていきましょう。

【業務内容の一部】 ※下記の他にも、幅広い業務を行っています！
戸籍／国民健康保険／国民年金／福祉に関する事務
危機管理・防災対策／税金の算定／子育て支援／学校教育／消防
環境保全・ごみ処理／公園緑地の整備／道路・上下水道の維持管理

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市中央区千葉港１番１号

事業所所在地 千葉市内

業種 自治体 設立年月 １９２１年１月

資本金 － 従業員数
（2018.4.1 現在）

１１，５６９人

職場情報

過去3年以内の採用試験最終合格者数
（2016～2018年度 上級・資格免許職
（行政））

387人

有給休暇の平均取得日数(2017年度) 14.9日

男性職員の育児休業取得率(2017年度) 22.9%

入社後の待遇（2018年度上級・資格免許職（行政）採用試験時）

初任給
（2018.4.1 現在）
※地域手当含む

事務・技術 204,700円 ／ 消防士 211,600円
資格免許職（行政）（獣医師・薬剤師） 228,045円
資格免許職（行政）（保健師） 204,700円
資格免許職（行政）（心理判定員） 220,800円

昇給 年１回（４月）

諸手当
通勤手当 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当
期末手当 勤勉手当 等

賞与 年２回（６月、１２月）

勤務時間
原則として8:30～17:15 又は
9:00～17:45（休憩1時間）
※職種、勤務場所により異なる場合あり

休日・休暇

【休日】原則として土日、祝日、年末年始（12/29～1/3）
【休暇】年次有給休暇 20日／年

病気休暇 90日／年
特別休暇 慶弔、妊娠・出産などの場合

※上記のほか、介護休暇、育児休業、育児短時間勤務 等

福利厚生
社内制度

職員互助会などによる各種給付事業（住宅・自動車購入のための資金貸付、保養所等の利用助成、結婚祝金、・出産費給付）
市町村職員共済組合、サークル活動 等

研修・教育制度
（採用1～4年目）

新規採用職員研修、問題解決力養成（基礎）研修、キャリアデザイン研修、セレクト制研修（複数科目から選択） 等

上記最終合格者
の最終学歴

国士舘大学、淑徳大学、千葉大学、千葉工業大学、中央大学、東京農業大学、日本大学、法政大学、明治大学、
立教大学、早稲田大学 等

採用情報 (2018年度採用試験実績【上級・資格免許職（行政）】）

募集対象・学部・学科 不問

募集職種 事務 技術 消防士 資格免許職（行政）

内容（試験区分） 行政A、行政B、福祉、情報
土木、建築、電気、機械、

化学、造園、畜産
消防士

（行政・建築・電気・化学）
獣医師、薬剤師、
保健師、心理判定員

最終合格者数 76人 40人 15人 17人
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事業概要
建設資材（金属製のコンクリート用釘「あと施工アンカー」・ドリルビット等）、複
合材、各種測定器の企画開発・製造・販売・施工および輸出入

問合せ先

部署名
担当者

経営管理本部 企画グループ
採用・人財開発チーム 瀧口 真之

電話番号 04-7192-6635

E-mail saiyo@sanko-techno.co.jp

企業基本情報

本社所在地 流山市南流山三丁目10番地16

事業所所在地 全国20拠点

業種 製造業 設立年月 1964年5月

資本金 768百万円 従業員数 301名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 26名

上記採用者のうちの離職者数 4名

有給休暇の平均取得日数 8.7日

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給
総合職 （営業系・工事系・開発系） 214,000円～233,000円
一般職 （スタッフ系） 182,400円～201,400円

昇給 年1回（4月）

諸手当
住宅手当 家族手当
通勤手当 時間外手当 等

賞与
年3回
（7月 12月 4月）

勤務時間
8:45～17:15  
（休憩 1時間）

休日・休暇
休日/土曜日（第5のみ出勤）・日曜日・祝日
休暇/年次有給・夏期・年末年始・慶弔・育児、介護など

福利厚生
社内制度

社会保険/厚生年金保険 健康保険 労災保険 雇用保険
社内制度/退職金 育児・介護休業 健康診断 資格取得支援 社員持株 保養所 福利厚生倶楽部会員（レジャー割引など）

研修・教育制度 新入社員研修 階層別研修 専門知識研修など社内研修規定に基づく研修

採用実績のある
教育機関名

亜細亜大学、茨城大学、駒澤大学、慶應義塾大学、国士館大学、芝浦工業大学、城西大学、成蹊大学、
早稲田大学、中央大学、東京電機大学、東洋大学、日本大学、立正大学、立教大学 他

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科
文系大学院生、文系学部生、理系大学院生、理系学部生、短大生
全学部 全学科

募集職種 総合職 一般職

内容 営業系
（主にルート営業）

開発系
（大手ゼネコンとの共同開発など）

工事系
（耐震補強、学校の増築など）

スタッフ系
（セールスアシスタントなど）

採用数 ４名 4名 1名 2名

～私たちの生活の中にどのように関わっているか～

◆ 主な事業内容
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株式会社ヤマナカゴーキン

事業概要
■精密鍛造金型の設計、製造、販売
■解析シミュレーションソフト「DEFORM」の販売、技術サポート

問合せ先

部署名
担当者

管理本部 経営管理部 総務Gr
藤岡 直也

電話番号 043-498-3492

E-mail fujioka@yamanaka-eng.co.jp

写真

企業基本情報

本社所在地 大阪府東大阪市加納4-4-24

事業所所在地 千葉県佐倉市大作2-11-2

業種 製造業 設立年月 1966年7月

資本金 8500万円 従業員数 223

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 21

上記採用者のうちの離職者数 5

有給休暇の平均取得日数 7.3

入社後の待遇（2020年予定）

基本給
大卒 210,000万円
修士卒 220,000万円

昇給 年1回 （7月）

諸手当
通勤手当 時間外手当 資格手当
家族手当 住宅手当

賞与 年2回 （7月 12月）

勤務時間
8:30～17:30
（休憩 1時間）

休日・休暇
休日/週休2日、年末年始、GW、夏季休暇
休暇/年次有給休暇・慶弔休暇など

福利厚生
社内制度

保険加入 / 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険
福利厚生 / 退職金制度、独身寮・社宅、共済会制度、自己啓発支援制度、ベネフィットステーション加入など

研修・教育制度 新入社員研修、職能別・職位別研修、エルダー研修、PTP研修、YCPなど

採用実績のある
教育機関名

日本大学、日本工業大学、成蹊大学、芝浦工業大学、千葉大学、千葉工業大学、神田外語大学、麗澤大学、
関西大学、京都産業大学、龍谷大学、近畿大学、甲南大学、九州工業大学など

採用情報（2020年予定）

募集対象・学部・学科 全学部 全学科

募集職種 営業職 技術職 製造職

内容
法人営業

（セールスエンジニア）

設計開発
CAE

新商品開発

生産管理
生産技術

採用数 3 5 1

当社は主に自動車部品の駆動系、エンジン、ミッションの部品生産に
は不可欠である「金型」を設計、製造、販売しています。お客様の約
9割は自動車メーカーおよび自動車関連産業であり、国内外関わら
ず、多くの自動車に当社の金型で作られた部品が使われています。

また、解析シミュレーションソフト「DEFORM」の総販売代理店として、
ソフトの販売から受託解析、アフターサポート、お客様への技術支援
なども行っています。
50年以上を誇る当社の技術力で、部品開発に携わるお客様のあら
ゆる困りごとに対して、さまざまなソリューションを提供しています。

B to B企業なので知名度こそ低いですが、業界では最大手に位置
しており「確かな技術で未来を形に」それが私たちの仕事です。
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新日本建設 株式会社

事業概要
総合建設企業として、マンション、オフィスビル、商業施設、スポー
ツ施設など様々な建物の設計・施工。

問合せ先

部署名
担当者

総務部
齊藤 眞路

電話番号 043-213-1111

E-mail saiyo@shinnihon-c.co.jp

写真

新日本建設株式会社は総合建設事業（ゼネコン）と
不動産開発事業（ディベロッパー）を併せ持つ独自のビジ
ネスモデルを構築しています。不動産開発事業では用地の
取得・建築の企画・設計・施工・販売・アフター管理までの
全プロセスを担当する「自社製販一貫体制」が特徴であり、
社員が社員に想いを引き継ぎながら建物を作り上げていきま
す。
現在は千葉駅周辺の再開発事業にも着手し、
千葉にもっと人が集まり、便利で安心で住み良い都市づくり
を担っています。

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市美浜区ひび野1－4－3

事業所所在地 東京都（日本橋）、千葉県（柏市）、宮城県（仙台市）

業種 総合建設業 設立年月 1964年10月

資本金 36億 従業員数 465名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 106名

上記採用者のうちの離職者数 9名

有給休暇の平均取得日数 3日

入社後の待遇（2019年実績）

基本給 大学院：250,000円 大学：230,000円 昇給 年1回（4月）

諸手当 通勤手当、資格手当、時間外手当など 賞与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8:30～17:30 休日・休暇
土曜・日曜・祝日・夏季休暇・冬季休暇・有給休暇
（年間休日 126日 2017年実績）

福利厚生
社内制度

社会保険：厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険 住居：社員寮あり 保養所：北海道、群馬県 社員旅行：隔年実施
社内制度：永年勤続表彰、資格取得表彰、退職金制度、確定拠出年金（401K）

研修・教育制度 新入社員研修、階層別研修、技術研修、資格取得研修など

採用実績のある
教育機関名

明治大学、早稲田大学、東京理科大学、千葉大学、千葉工業大学、日本大学など多数

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 全学部全学科（技術職は専門の学部学科）

募集職種 施工管理職 営業職 マンション販売職 設計職

内容
建設現場の現場管理
（現場監督）

建設工事の受注
建設用地の取得

自社ブランドマンションの
販売

建築物件の設計
（意匠・構造・設備）

採用数 30 5 8 7
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