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No. 出展予定企業 業種 本社所在地

1 岩渕薬品 株式会社 医薬品及び医療機器卸売業 四街道市

２ エフピコインターパック 株式会社 卸売業 千葉市

３ 高級アルコール工業 株式会社 製造業 成田市

４ 三協フロンテア 株式会社 製造・建設・不動産 柏市

５ 株式会社 サンコウ・トータル・サービス 空港内サービス業 富里市

６ サンコーテクノ 株式会社 製造業 流山市

７ 株式会社 CNホールディングス 自動車販売 千葉市

８ ジャパンフーズ 株式会社 飲料製造業 長生郡長柄町

９ 信和産業 株式会社 製造業 八千代市

１０ 株式会社 スズキ自販千葉 自動車販売 千葉市

１１ 株式会社 地域新聞社 広告・出版 船橋市

１２ 株式会社 千葉興業銀行 金融機関 千葉市

１３ 千葉信用金庫 金融機関 千葉市

１４ 銚子商工信用組合 金融機関 銚子市

１５ 銚子信用金庫 金融機関 銚子市

１６ 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

１７ 東京ベイ信用金庫 金融機関 市川市

１８ 日本製鉄 株式会社 君津製鉄所 製造業 君津市

１９ 広島建設 株式会社 建設業 柏市

２０ 古谷乳業 株式会社 乳製品製造業 千葉市

２１ 朋和産業 株式会社 製造業 船橋市

２２ 三井不動産リアルティ千葉 株式会社 不動産 千葉市

２３ 都機工 株式会社 機械工具商社 松戸市

２４ ユアサ・フナショク 株式会社 飲食料品卸売業 船橋市

※五十音順
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岩渕薬品株式会社

事業概要
創業106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

総務部 採用担当
小林 政之

電話番号 043-236-7707

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

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 15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 5.6日

入社後の待遇（2020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です。
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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

http://www.iwabuchi-net.co.jp/
mailto:soukei@iwabuchi-net.co.jp


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6か所

業種 商社 設立年月 1968年10月

資本金 4億円 従業員数 224名(パート含む)

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 2名

有給休暇の平均取得日数 7.2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 123日 (2019年)
※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、退職金制度(確定拠出年金制度)、ベネフィット・ワン加入(福利厚生サービス)、定期健康診断、通信教育補
助、資格取得制度、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)、プチ休暇(有給2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、専門学生（全学部・全学科）

募集職種 総合職

内容 法人向け 提案営業

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2万点以上！
お客様が本当に欲しい商品を提案してお届けできます。

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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2019年4月
本社屋が
リニューアル

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、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、法政大学、武蔵大学、武蔵野大学、龍谷大学、立正大学、流通経済大学、麗澤大学、早稲田大学、
法政大学、駒澤女子大学 他私大・専門学校・短大 他

https://www.fp-interpack.jp/
mailto:Koji.Suzuki@fp-interpack.jp


高級アルコール工業
株式会社

事業概要：化粧品原料、医薬品添加剤の製造、販売

問合せ先

部署名
担当者

業務管理室
杉山 浩

電話番号 03-3667-2801

E-mail sugiyama@kak.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県成田市吉岡641-6 大栄工業団地

事業所所在地 東京都中央区日本橋人形町1-7-7笠原ビル4F

業種 化粧品原料製造業 設立年月 1952年3月

資本金 37百万円 従業員数 96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 11.3日

入社後の待遇(2020年予定）

基本給 212,000円（学部卒）、231,000円（大学院卒） 昇給 年１回

諸手当 通勤手当、扶養手当 賞与 年２回(5月、11月）

勤務時間 8:30～16:50 休日・休暇
休日/週休二日制（令和２年度：年120日）
休暇/年次有給休暇・慶弔休暇 など

福利厚生
社内制度

健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、通勤手当、扶養手当、住宅手当、資格取得奨励制度 など

研修・教育制度 新卒社員には、入社後3か月間の社内研修を実施。その他に階層別研修、外部研修等を実施。

採用実績のある
教育機関名

千葉大学、千葉科学大学、千葉工業大学、東京理科大学、日本大学、山形大学、弘前大学、静岡大学、
静岡県立大学 他

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 理系大学院生、理系学部生

募集職種 製造職 環境・施設管理職 研究職

内容 当社製品の製造 工場設備の設計、管理
基礎研究(新製品開発)
応用研究（処方開発等）

採用数 2～3名 1名 １～2名
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https://www.kak.co.jp/
https://www.kak.co.jp/
mailto:soukei@iwabuchi-net.co.jp


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 04-7133-3361

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 直営約594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 15億4,545万円 従業員数 1,394名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 120名

上記採用者のうちの離職者数 14名

有給休暇の平均取得日数 5.6日

入社後の待遇（2020年予定）

基本給 210,000円 程度(月給制) 昇給 給与改定：年1回(6月)

諸手当
通勤手当、残業手当、深夜残業手当、休日出勤手当、職掌手
当、住宅手当、家賃手当、家族手当、資格手当（一級建築士
等）、昼食手当

賞与 年2回(6月、12月)

勤務時間
8:30～17:00
(昼休憩1時間)

休日・休暇
年間休日125日(2018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 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 事務職

内容 営業・物流・企画・管理開発・建築設計・生産施工管理・情報システム 本社部門・営業部門

採用数 30～35名 3～5名

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

イベント施設（スポル品川大井町） 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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株式会社サンコウ・トータル・サービス

問合せ先

部署名
担当者

人事総務部 採用係
富永・大竹

電話番号 0120-130-233

E-mail Tominaga.mi@sanko-total.co.jp

写真

企業基本情報

本社所在地 千葉県富里市日吉台2-19-13塚本ビル2階

事業所所在地 成田空港および東京都江東区・神奈川県横浜市・栃木県佐野

業種 警備・人材派遣業 設立年月 2001年

資本金 1,000万円 従業員数 120名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 3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 8.3日

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給 月給：220,000円（大学院）、195,000円（大学） 昇給 年1回

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

勤務時間 6時から24時の間の8時間 休日・休暇
休日/シフト制によりシフトに明示
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/厚生保険、健康保険、労災保険、雇用保険
社内制度/産休・育児休業、資格取得支援制度、NY・ハワイ等の研修旅行制度など

研修・教育制度 新入社員研修、警備業務研修、X線等専門知識研修、資格取得試験対策

採用実績のある
教育機関名

明治大学、東洋大学、亜細亜大学、神田外語大学、関西外国語大学、中央学院大学、敬愛大学、秀明大学

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 警備業務 総合職 手荷物カウンター業務

内容
成田国際空港貨物地区保税地区内の
保安警備・X線検査業務

本社・支店での総合職としての勤務・スタッ
フの労務管理業務・各種書類の作成等

成田国際空港にて、お手荷物のお預か
り業務・別送品申告の受付業務

採用数 5名 3名 5名
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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 千葉県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 303名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 28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 8.8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、
専修大学、拓殖大学、千葉工業大学、中央大学、東京電機大学、東洋大学、二松学舎大学、日本工業大学、
日本大学、立正大学、立教大学、早稲田大学 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 5名 3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

6

mailto:saiyo@sanko-techno.co.jp
http://www.sanko-techno.co.jp/index.html


株式会社CNホールディングス
（①千葉日産自動車・②日産プリンス千葉販売）

事業概要
●新車日産車全車種販売●ルノー車販売●各種中古車販売
●車検・点検及び加工修理●損害保険代理店業務 他

問合せ先

部署名
担当者

人事部 人事課 採用 担当
佐々木・高野

電話番号 043-231-4130

E-mail pcb003279@nissan-prince-chiba.co.jp

企業PR
【１】地元密着
千葉県が営業範囲ですので、突然他県へ転勤ということもなく、結婚や家の購
入など、計画的な人生設計を立てることが可能です。また親しくなったお客様と
長いお付き合いができるのも魅力のひとつです。

【２】出会いの中で感じる“人としての成長”
カーライフアドバイザーの仕事は、実に多くの人と関わります。先輩社員に「この仕
事をして一番うれしかったことは何？」と聞くと、「『〇〇さんだから他社じゃなく、日
産を買ったんだよ』と言ってもらえたことが一番うれしい」とのことです。
数百万以上もする商品を、商品自体の魅力だけでなく、お客さまへの誠実な対
応により自分から買っていただける、大きな喜びがあります。

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市中央区都町3-2-2

事業所所在地 千葉県全域 グループ計 新車93店舗 中古車10店舗

業種 自動車販売 設立年月 1942年9月

資本金 グループ計２億円 従業員数 1,700名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数
①59名
②32名

上記採用者のうちの離職者数
①19名
②11名

有給休暇の平均取得日数
①5日
②5日

入社後の待遇（201９年実績）

基本給 営業職 224,000円（営業関係手当含む） 昇給 年1回（４月）

諸手当
通勤手当・時間外手当・役職手当・自家用車手当
家族手当・販売報奨金 他

賞与 年2回（７月 12月）

勤務時間
9:30～18:30
（休憩 1時間30分）

休日・休暇
休日/毎週定休日１日+交代休日１日、長期休暇あり
休暇/年次有給休暇（計画付与制度あり）、慶弔休暇など

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・介護休業、健康診断、契約保養所有り、社員割引購入制度、従業員持株会制度、通信教育制度など

研修・教育制度 新入社員研修・入社３年目までのフォロー研修・年次別研修・店舗内でのブラザー制度、日産ビジネスカレッジでの研修など

採用実績のある
教育機関名

亜細亜大学、共栄大学、共立女子大学、慶應義塾大学、国学院大学、国士舘大学、駒澤大学、専修大学、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、日本大学、日本体育大
学、法政大学、武蔵野大学、明海大学、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 他

採用情報（201９年実績）

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 ｶｰﾗｲﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（営業）

内容 クルマに関わるお客さまの多様なニーズにお応えし、豊かなカーライフを提供する

採用数 グループ計24名
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ジャパンフーズ株式会社

事業概要
・清涼飲料・その他各種飲料の受託製造及び販売
・酒類飲料の受託製造及び販売
・給水機械装置等の販売、保守、ﾘｰｽ及びﾚﾝﾀﾙ
・その他上記に付随する業務

問合せ先

部署名
担当者

人事総務部人事チーム
風間 一郎

電話番号 0475-35-2705

E-mail kazamai@japanfoods.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県長生郡長柄町皿木203番地1

事業所所在地 （本社）上記 （東京事務所）東京都中央区京橋

業種 食料品 設立年月 1976年12月

資本金 ６億2,880万円 従業員数 263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 9.8日

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給
大学院了 210,000円
大学卒 206,000円

昇給
年1回
（4月、人事制度による）

諸手当 通勤手当、時間外手当、深夜勤務手当、資格手当 賞与 年2回（6月、12月）

勤務時間
8:00～17:00/20:00～5:00
等（昼夜2交替制）
※休憩60分、残業あり

休日・休暇
年次有給休暇、慶弔休暇、
産前産後休暇、育児休暇 他
※年間休日：127日（2019年実績）

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、雇用保険、企業年金基金加入
社内制度/退職金制度、従業員持株会、持株会奨励金、財形貯蓄、福利厚生倶楽部利用制度、通信教育補助、
伊藤忠連合健康保険組合の保養所等を利用可、両立支援金制度（がん保険）

研修・教育制度 新入社員研修、新入社員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修、通信教育講座、E-ﾗｰﾆﾝｸﾞ研修、技術研修 など

採用実績のある
教育機関名

佐賀大学大学院、拓殖大、玉川大、千葉商科大、東洋食品工業短期大学、千葉県立高校
（2019年採用実績）

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、高等専門学校生（全学部・全学科）

募集職種 総合職

内容 製造業務（製造ﾗｲﾝ、調合、品質保証など）

採用数 10名程度

■私たちは皆さんが良くご存知の大手飲料メーカーの清涼飲料水を製造
し43年。43年間培った技術力を元に新規ビジネスにもチャレンジする清
涼飲料業界のリーディングカンパニーです！

■東京証券取引所市場第1部上場
当社は飲料受託製造事業、海外事業、自社商品事業と事業を拡大し
ています。

■伊藤忠商事グループ
伊藤忠商事グループの基盤のもと、確かな技術と実績で大手飲料メー
カーブランド商品の製造を技術力で支えます。
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信和産業株式会社

事業概要 食品パッケージなど包装資材の企画･デザイン
印刷･加工･販売

問合せ先

部署名
担当者

総務課
小川裕司

電話番号 047-458-5811

E-mail y-ogawa@shinwa417.co.jp 

スーパーやコンビニでお馴染み､大手食品メー
カーのパンやお菓子などの有名商品パッケージ､
包装材(フィルム)の形やデザインから印刷に至る
までの企画･提案を行っています｡
若い方（20歳代～30歳代）が中心となって
活躍している、活気がある『元気印』の成長企
業です。
転勤もほぼなく、食品関連なので景気の影響を
受けにくい、安定している業界でのお仕事です。

企業基本情報

本社所在地 千葉県八千代市吉橋1077-14

事業所所在地 同上

業種 印刷業 設立年月 2006年7月1日

資本金 1,000万円 従業員数 192名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 34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 7.0日

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給 大卒 208,000円 、 短大・専門学校卒 198,000円 昇給 年1回（4月）

諸手当
通勤手当、扶養手当
交代手当：2,000円／日 ※技術職

賞与
年2回（7月、12月）
※上記とは別に、業績により

決算賞与あり

勤務時間
基本的な勤務時間

8:30～17:30
休日・休暇

週休2日（土日）※年間10日程度土曜日出勤あり
祝日、夏季休暇、年末年始 ※会社カレンダーによる
年間休日110日

福利厚生
社内制度

社員旅行（2年に1回）、1月新年会、5月 ボウリング大会、9月 バーベキュー
半年に1回 部署ごとでのコミュニケーション会（食事会）
誕生日月はプレゼント（3,000円分のクオカード）を全員に贈呈、結婚・出産など慶弔見舞金あり

研修・教育制度
入社後、1カ月は社内研修、その他、随時 社内・社外の研修を受けて頂きます。
教育訓練コンサルタントによる社内研修を実施、年間通してフォローアップも行って頂いております。

採用実績のある
教育機関名

日本大学、弘前大学、東京福祉大学、千葉工業大学、帝京大学、東邦大学、九州産業大学、関西大学、
文教大学、千葉商科大学、中央学院大学、流通経済大学、秀明大学 、船橋情報ビジネス専門学校

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 学部・学科 不問

募集職種 総合職

内容 営業職・技術職・事務職など

採用数 15名
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株式会社スズキ自販千葉

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
安藤 美江子

電話番号 043-273-2311

E-mail recruit@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 千葉県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

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 296名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 43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 6.1日

入社後の待遇 (2020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）
5.9ヶ月（2019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 他

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（全学部・全学科）

募集職種 カーライフアドバイザー

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 10名
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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
山本 桃子

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
千葉県八千代市・千葉市・鎌ヶ谷市・松戸市・柏市、
埼玉県越谷市

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 255名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数

22名
2017年：7名
2018年：10名
2019年:5名

上記採用者のうちの離職者数

3名
2017年：3名
2018年：0名
2019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3か月の「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。配属後も月に1～2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 他

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、LINE公式アカウント正規代理店 他

11

https://chiikinews.co.jp/
mailto:recruit@chiikinews.co.jp


株式会社千葉興業銀行

事業概要
預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、
有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、
社債等の受託業務、附帯業務

問合せ先

部署名
担当者

人事部
帯施 あかね

電話番号 043-242-8183

E-mail akane_obise@chibakogyo-bank.co.jp

写真

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2

事業所所在地 千葉県千葉市美浜区幸町2-1-2

業種 金融 設立年月 1952年1月

資本金 621億円 従業員数 1,401名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 291名

上記採用者のうちの離職者数 60名

有給休暇の平均取得日数 11日

入社後の待遇（2019年実績）

基本給 205,000円 昇給 年1回（7月）

諸手当 家族手当・通勤手当・住宅手当 他 賞与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8:35～17:00（休憩1時間） 休日・休暇
休日/土日祝日年末年始
休暇/連続休暇、ミニ連続休暇、記念日休暇、四季休暇

福利厚生
社内制度

福利厚生：社会保険、行員融資、財形貯蓄、行員持株会、各種健康管理制度、育児休業、介護休業、健康保険組合 他
諸施設 : 社宅、家族寮、各種保養施設 他

研修・教育制度 新入行員育成プログラム、階級別研修、キャリア研修、業務別集合研修

採用実績のある
教育機関名

日本大学、東洋大学、駒澤大学、専修大学、法政大学、立教大学、明治大学、獨協大学、共立女子大学 他

採用情報(2020年予定）

募集対象・学部・学科 全学部

募集職種 総合渉外コース 個人渉外コース

内容 法人・個人問わず幅広いコンサルティング業務 個人に特化したコンサルティング業務

採用数 50名 30名
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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

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 1924年6月

資本金 187億33百万円 従業員数 821名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 133名

上記採用者のうちの離職者数 15名

有給休暇の平均取得日数 10日

入社後の待遇（2019年実績）

基本給
大学卒193,000円 短大卒172,000円
（2019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

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、
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（2019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 36名（2019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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会社名

問合せ先

部署名
担当者

総務人事部
佐藤

電話番号 0479-22-5335

E-mail soumu@choshi-shoko.co.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 8億52百万円 従業員数 265名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 51名

上記採用者のうちの離職者数 7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、早稲田大学、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。
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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 千葉県銚子市双葉町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 424名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 79名

上記採用者のうちの離職者数 23名

有給休暇の平均取得日数 11.7日

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

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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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、ガス配管設計
保安系職種
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

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 千葉県千葉市美浜区幸町1-6-8

事業所所在地 千葉市など千葉県内8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 464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 12名

有給休暇の平均取得日数（2018年度実績） 8.4日

入社後の待遇（2019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10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 、淑徳大学、 順天堂大学 、 城西大学 、 城西国際大学、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 、 千葉商科大学、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 、東京福祉大学、 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

内容 営業職、技術職、保安職、事務職

採用数 25～30名

16

http://www.tglv-chiba.com/
mailto:k-oyamada@tg-lifeval.com


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 443名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 97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 11日

入社後の待遇（2020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 他（50音順）

採用情報（2020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 39名
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日本製鉄株式会社
君津製鉄所

自動車やビル、橋梁、船舶、家電製品などあらゆる産業に用いられる鉄。
日本製鉄君津製鉄所は高品質な鉄鋼製品を世に送り出し、世界の製
造業と人々の暮らしを支えます。

問合せ先

部署名
担当者

労働・購買部労政人事室 採用担当
西岡・才茂

電話番号 070-3393-1263

E-mail nishioka.bf8.kohsuke@jp.nipponsteel.com

企業基本情報

本社所在地 東京都千代田区丸の内2-6-1

事業所所在地 千葉県君津市君津１番地

業種 製造業 設立年月 2012年10月

資本金 4,195億円 従業員数 105,796名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 11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 16.5日

入社後の待遇（2019年実績）

基本給
短大・専門卒 177,000円
学部卒 187,500円 （2019年4月実績）

昇給 年1回（4月）

諸手当 通勤交通費、時間外手当、深夜手当、交替勤務手当 賞与 年2回（6月、12月）

勤務時間

交替勤務の場合
(1) 7:00～15:00 (2) 15:00～23:00 
(3) 23:00～7:00
常昼勤務の場合 8:30～17:00 

休日・休暇
年間休日 （1）交替勤務の場合 103日

（2）常昼勤務の場合 119日
有給休暇20日 （初年度より20日付与）

福利厚生
社内制度

社宅・寮、厚生施設：グラウンド、各種運動施設等、社会保険：雇用保険、健康保険、厚生年金、介護保険、労災保険
その他制度：グループ保険、各種財形貯蓄、住宅融資制度、持株制度、レジャー補助等

研修・教育制度 新入社員研修、階層別別研修

採用実績のある
教育機関名

亜細亜大学、神奈川工科大学、神奈川大学、関東学園大学、敬愛大学、近畿大学、国際武道大学、國學院大學、淑徳大学、
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、専修大学、大東文化大学、第一工業大学、
拓殖大学、中央学院大学、帝京大学、東京電機大学、東海大学、東洋大学、徳山大学、日本大学、国士舘大学 他

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 技能職

内容 生産設備のオペレーター、生産設備のメンテナンス

採用数 10名程度

•製造現場でのオペレーション業務（生産設備

の運転操作、設備稼働状況の監視、製品の検査）

生産設備オペレーター

•機械・電気等のメンテナンス業務（生産設備

の点検・整備、生産設備の改善、エネルギー管理）

生産設備メンテナンス

技能職業務紹介（もの作りの最前線で働く）
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広島建設株式会社

事業概要：注文住宅の企画・設計・施工・販売
分譲住宅・事業用不動産の企画・開発・売買・仲介
公共施設や中高層建築の設計・施工・販売など

問合せ先

部署名
担当者

人財開発室
赤津 綾夏

電話番号 04-7143-1123

E-mail saiyou@hirosima.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県柏市豊四季1004番地

事業所所在地 千葉県・埼玉県・東京都

業種 建築・不動産 設立年月 1970年

資本金 8,000万円 従業員数 273名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 51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 9日

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給
（固定残業代含む）

大卒・院卒 210,000円～
短大・専門卒 200,000円～

昇降給 年1回

諸手当 資格手当、通勤手当、職務手当 賞与
年2回 (営業は、３年目よ
り賞与に代わり営業報奨金
制度が適用になります。)

勤務時間 9:00～18:00（実働8時間） 休日・休暇 完全週休2日（年間108日）

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
社内制度：表彰制度、資格取得支援制度、育児休暇

研修・教育制度 新入社員研修、リーダー研修等

採用実績のある
教育機関名

千葉大学、日本大学、首都大学東京、中央工学校、国際理工情報デザイン専門学校、ものつくり大学、日本工業大学、
千葉工業大学、神奈川大学、東京農業大学、明治大学、専修大学、和洋女子大学、千葉商科大学、流通経済大学、
玉川大学、杏林大学、中央学院大学、川村学園女子大学、神田外語大学、淑徳大学

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 文理不問

募集職種 総合職

内容 営業部門・技術部門・管理部門のいずれかに配属

採用数 20名

社名は広島ですが千葉県を拠点に展開しています。
今年で創業５１年目を迎え、メインの事業である注文住宅
事業では年間600棟以上の施工実績を誇り続けています。
また、公共工事を中心に大型施設の建設も数多く手掛ける
など、さまざまな事業を展開しています。事業は多角化し
てもエリアは限定することで、管理を徹底し、質の高い仕
事を目指しています。

フランクな人間関係でアットホームな会社です。仕事中
は、お客様の一生に一度のお買い物に携わるので緊張感
がありますが、オフのときはみんなでご飯に行ったり遊
びに行ったりなどプライベートでも社員同士の距離が近
いです。中には、釣りやフットサルなど趣味を共有して
いる社員もいます！
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古谷乳業株式会社

牛乳、乳製品の処理製造・販売を行っています。

問合せ先

部署名
担当者

総務課
本村 隆博

電話番号 043-241-0331（本社）

E-mail furuya-milk@furuya-milk.co.jp

千葉県成東で昭和20年に創業以来70年の歴史
を誇る乳業メーカーです。県内の方なら学校給食
で古谷の牛乳を飲んでいた方も多いはず。
工場は県内有数の酪農地帯に近い香取郡多古
町にあり、その地の利を生かし新鮮でおいしい牛乳
と乳製品を製造しています。
「今日のおいしさ、明日の健康」という企業理念の
もと、皆様の健康をお手伝いするため、安心安全で
おいしい商品づくりをしています。

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市中央区千葉港7番1号

事業所所在地 香取郡多古町水戸字水戸台1－16

業種 製造業 設立年月 1951年9月

資本金 1億円 従業員数 168名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 4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 5名

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給
197,540円（総合職/品質管理、商品開発）
207,540円（営業職 営業手当含む）

昇給 年1回（4月）

諸手当 通勤手当、時間外手当、住宅手当、家族手当、役付手当 賞与 7月、12月

勤務時間 8:00～17:00（シフトあり） 休日・休暇
休日/職場カレンダ（年間111日）
有給、慶弔、年末年始

福利厚生
社内制度

厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、退職金制度、育休制度、健康診断、再雇用制度、保養所（鴨川）

研修・教育制度 新入社員研修、新社員フォロー研修、階層別研修、専門職研修、自己啓発制度

採用実績のある
教育機関名

千葉大学、明治大学、日本大学、法政大学、立正大学、中京大学、東京農業大学、東海大学、帝京大学、
専修大学、駒澤大学、東京情報大学、大正大学、千葉商科大学、東洋大学 他

採用情報 (2020年予定）

募集対象・学部・学科 学部学科不問

募集職種 総合職 営業職 品質管理・開発職

内容 製造業務 営業業務 品質管理、商品開発

採用数 2名 1名 1名

古谷乳業株式会社

成田工場ＨＡＣＣＰ認証ＩＳＯ14001取得
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問合せ先

部署名
担当者

人事部 人事課
栗山 研一

電話番号 047-456-5011

E-mail howa-recruiter@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1,500名

職場情報

過去3年以内の新卒採用者数 35名

上記採用者のうちの離職者数 3名

有給休暇の平均取得日数 11.4日

入社後の待遇（2019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） 、社内レクリエーション費用補助 等

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、5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、成城大学、
専修大学、大東文化大学、拓殖大学、中央大学、千葉大学、千葉工業大学、筑波大学、電気通信大学、東海大学、
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、法政大学、明治大学、
山形大学、横浜市立大学、立教大学、立命館大学、早稲田大学 他

採用情報 (2020年予定）

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15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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三井不動産リアルティ千葉株式会社

事業概要
不動産の売買・賃貸仲介業務および不動産取引全般

【 ホームページ 】 https://www.mf-realty.jp/chiba/

問合せ先

部署名
担当者

業務部人事グループ
石橋 喜仁（いしばし よしひと）

電話番号 043-243-1857

E-mail j-chiba@rehouse.co.jp

企業基本情報

本社所在地 千葉県千葉市中央区新宿2-5-9

事業所所在地 千葉市、市川市、船橋市、習志野市、四街道市、成田市

業種 不動産業 設立年月 1978年3月

資本金 1億3,000万円 従業員数 237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 6.6日

入社後の待遇（2020年予定）

基本給
総合職 200,000円
一般職 178,000円

昇給 年1回（4月）

諸手当 技能手当（宅建士等）、家族手当、時間外勤務料、通勤手当 賞与 年2回（7月、12月）

勤務時間
9:30～18:00
（うち休憩時間1時間）

休日・休暇
【年間休日120日】 完全週休2日制（火・水曜日）
GW・夏季・年末年始に長期の連休あり

福利厚生
社内制度

各種社会保険完備、確定拠出年金制度、健康診断・人間ドック費用補助、カフェテリアポイント利用、ライフサポート倶楽部会員、
各種慶弔金、永年勤続表彰、借上社宅制度（総合職が対象、その他利用条件あり）、資格取得援助金 他

研修・教育制度
新入社員研修、専門知識研修、階層別研修（オリジナルテキストや動画コンテンツなどさまざまなプログラムを導入しています）
大手資格学校と提携した宅建講習会 他

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、学習院大学、神田外語大学、共立女子大学、慶應義塾大学、
駒澤大学、国士舘大学、成蹊大学、成城大学、専修大学、大東文化大学、拓殖大学、千葉大学、
中央大学、東京女子大学、東洋大学、同志社大学、日本大学、法政大学、明治大学、明治学院大学 他

採用情報（2020年予定）

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（全学部・全学科）

募集職種 総合職 業務職

内容 不動産仲介営業、本部スタッフ 営業事務、一般事務

採用数 12名 6名

ともに、その先の未来へ。

千葉県内に14店舗の を展開する
地域密着型の不動産会社です。

永きにわたり築き上げてきた、安心と信頼のブランド

三井不動産リアルティグループは、
お客さまのあらゆるニーズに真摯に向き合い、
安心・安全な取引の実現に向けて
ひたむきに取り組んできました。
その結果、永きにわたり、お客さまよりご信頼いただき

選ばれ続けてきた確かなブランドがあります。

一人ひとりの不動産ニーズをくみ取り、安心・安全な取引を実現。

売りたい時、買いたい時。貸したい時、借りたい時。
それぞれのお客さまの立場で考えた幅広い選択肢を見つけ出し、皆さまに満足していただける
安心で安全な取引をかなえます。
これまで培ってきた経験や知識を活かしながら、磨き抜いてきたきめ細かな対応力でサポート。
多彩なサービスメニューを揃え、三井不動産グループの総合力で多様なニーズにお応えします。
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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 田巻 真由

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 1970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 20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 6.08日

入社後の待遇 (2020年予定）

基本給
総合職（営業） 235,000円
一般事務職（営業事務職）225,000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1時間）
通常土曜出勤:8:30～12:00

休日・休暇
土日、祝日、年末年始、ＧＷ、夏季、慶弔、有休、ﾘﾌﾚｯｼｭ
休暇※年10日程度の土日行事あり※年間休日119日

福利厚生
社内制度

社保完備、財形貯蓄、健康診断、退職金共済、財形貯蓄、各種御祝金、報奨金、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）、保養所、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２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（2020年予定）

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 ５名 ２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・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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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 46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 5日

入社後の待遇（2019年実績）

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、人間ドック受診制度、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（2020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 6名 2名 5名

＜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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