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マスク配布 消毒液設置 フェイスシールド配布うがい薬設置 非接触型体温計準備

ペリエホール
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参加企業情報など詳しくはこちら…

中小企業家同友会就職情報サイト

千葉県中小企業家同友会 千葉市中央区富士見2-22-2 千葉中央駅前ビル7Ｆ TEL.043-222-1031
千葉県中小企業家同友会
千葉県
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総入れ替え！

意外と知られていない

千葉の優良企業！
採用意欲高めです♪
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9：30～16：409 入場 9:00 午
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30～12：40 午後 13:30～16：40
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ジョブカフェちば
による就活相談
ができる

※会場内の混雑具合によって、主催者側で入場制限を実施する場合があります。



私はものを作る仕事をしたいと思っていまし
た。この会社では一からダクトの専門的なこ
とを学ぶことができ、実際に仕事をしながら
「職人」として成長することができる会社だ
と思いました。仕事内容に関しても幅が広く、
ダクトのことだけでなく工業に関する様々な
分野に触れることができます。
最初は難しい作業に悩んだりしましたが、
先輩や上司の方々にたくさんのアドバイス
をしてもらい、一つ一つしっかりと仕事を
覚えていくことができる環境だと思いまし
た。いろんなスキルを身につけていくこと
がやりがいになっています。

【当社の特徴】当社はビルなど規模の大きな空調設備に使われる「ダクト」の製造と取付工事
をしています。「空調」とは冷房や暖房などのことですが、現在では空調の無い建物はほとん
どありません。その空調システムの主要な部分の一つが「ダクト」です。わが社はダクト工事
業を通じて快適で安全な建物を社会に提供している会社です。
わが社は 1958 年に創業し、千葉県全域と東京都心部などで施工をしています。今まで数多く
の建物の建設に携わってきましたが、建物を建てるということは街づくりにつながっていきま
す。快適で安全な建物のある社会づくりに貢献する、ということが当社の社会的な使命であり、
その想いを持ちながら建物を作っていくことが仕事に対するやりがいになっています。

〒 260-0803
千葉市中央区花輪町 190 番地
TEL. 043-261-6069
FAX. 043-265-0019
http://urata-ac.jp/

浦田空調工業株式会社
先輩からの
メッセージ

2016年入社 
明海大学
経済学部卒
松尾 洋基

経営理念
快適で安全な建物を社会に提供します

常に学び、誠実に取り組む
客先と信頼関係を築き、一致協力して工
事をする

働く人が能力を発揮し、幸福になれる会社に
します

一人一人が持っている、それぞれの能力
をその人なりに発揮する
人として成長する
誇りと喜びを持って働く
みんなで利益を追求し、みんなに還元し、
みんなが豊かな生活を送れるようにする

〒 130-0014
東京都墨田区亀沢 4-15-3
TEL. 03-3625-6060
FAX. 03-3625-6078
http://www.kawahara-kogyo.co.jp

私は主に鉄道関係の金物の設計・製作に関
わる部署で働いています。
最初は分からないことばかりでしたが、一
から教えて貰いながら仕事を進めています。

これまでに会社に蓄積された経験を基に、自
分のアイデアも取り入れながら現場に合う
金物を作るという、ものづくりに関わりた
いと思っている方にはても面白い会社です。

また会社の雰囲気はとても温かく、明るく、
前向きなので、相談もしやすく日々楽しく
働いています。
社員の間には良い所は認め、悪い所は批判
する雰囲気があるので、社会人として自分
を成長させたい方にもとても良い会社です。

企業理念
自己の向上と環境との調和を図り、
　　豊な生活文化の創造に貢献する。
社員および、
　　その家族の生活の安定と向上を計る。

行動指針
価値を創造するため
　　知恵を絞り、汗を出し、行動しよう。

先輩からの
メッセージ

2017年入社
九州大学院
数理学専攻
安井 荘太郎

【当社の特徴】技術者になりたい人・興味がある人
物造りを通して、技術者を育てます!!

　ＪＲ関係をはじめ変電所や発電所等、公共性の高い仕事をしています。
　自分の設計したものが街を歩いていると目につく経験や、自分が施工したものが残る
という経験は非常に新鮮です。

業種
製造業・建設業

２
業種
設計・施工管理



入社3年目の私は、３ヵ月間の研修を経た
後、技術部に配属しました。
現在は、CADを使って製品の外観図や部
品図の作成、また実際に製品を使用されて
いるお客様のところへ行って、修理や点検
をする作業も行っています。製品のことも、
図面の書き方もまだまだ勉強中ですが、先
輩方が親身になって教えてくれるので、
日々成長を実感しています。
三協リールの社員はみな会社が大好きです。
部署・立場分け隔てなく、色々な人と近い
距離で関わることができます。そして、仕
事においても、日常生活においても、何か
あれば必ず誰かが手を差し伸べてくれる。
そんな温かい会社です。
後輩へ一言▶就職活動は自分の視野を広げ
るいい機会です。固定概念にとらわれず、
いろいろな会社を見て、ここだと思える会
社を見つけてください。

私たちは、世界のトップメーカーを目指します！
【当社の特徴】
私たちは、創業当時から「誰かの役に立つ」を根底に製品づくりを続け創業 53年を迎え

ました。様々なお客様のニーズにこれまで培ったリール技術でお応えし続け、国内トッ

プシェアを保持しています。「世界のリールトップメーカー」というビジョンを掲げ、現

在では、55ヵ国のお客様に製品を扱っていただき、100 ヵ国以上のお客様のもとで私た

ちの商品を使っていただいております。

〒 263-0002
千葉市稲毛区山王町 279-5
TEL. 043-421-5551
FAX. 043-421-5553
http://www.triens.jp/

先輩からの
メッセージ

2018年入社
工学院大学
グローバル
エンジニアリング学部卒
大山 拓朗

2017年度、経済産業省より
「地域未来牽引企業」に選定されました。

株式会社三協リール

〒 285-0837
千葉県佐倉市王子台 4-13-13
TEL. 043-310-6852
FAX. 043-310-6853
https://sebiro-aster.com/

「紳士スーツって素敵だな」と以前から
思っていた私は、就職担当の先生に紳士服
の業界に興味がある事を伝えていました。
就職活動が始まり、「オーダースーツの会
社から求人来てるけど、どう？」と、その
時の先生に紹介して頂いたのが、志望した
きっかけです。
　弊社は30～ 40代男性のお客様が多く、
年の離れた男性と接する機会が全く無かっ
た私は、緊張と不安でいっぱいでした。で
すが、そんな私を温かく迎え入れ、一つ一
つ丁寧に指導し、新入社員の意見を沢山取
り入れ、困った時はいつも親身になってく
れる社長・先輩社員の方々により、本当に
日々楽しく生き生きと仕事が出来ています。
オーダースーツ業界は自身がお洒落な

スーツを着て仕事が出来るので、仕事のス
イッチが入り、モチベーションが上がるの
が魅力だと思います。
　皆さんと、一緒に成長していけたら嬉し
いです！

経営理念
人のため、仲良く、正しく

一、お客様に喜んで頂く為に、挑戦と学習を
し続ける会社づくりをします

一、スタッフとその大切な人が仲良く幸せに
生きられる会社づくりをします

一、本業を通じて、地域がより良くなる会社
づくりをします

先輩からの
メッセージ

2020年４月入社
佐倉東高校
服飾デザイン科卒
阿部 夢香

【当社の特徴】有給消化率 96.4％　みんなで働きやすい会社づくりをしています！
LGBTs問題へのとりくみを通じて社会貢献しています。オーダースーツは本質的にSDGs
性のある業種です。５年後に 16 店舗の売上 9.4 億　10 年後に 50 店舗の 40 億を目標に
頑張っています。まだまだ小さな会社ですが、年々、新しい役職や役割が誕生しています。

今は店長・店長代理だけしか規定はないけれど、エリアマネージャーや製造責任者・出
店責任者・採用担当者などの役職が会社が大きくなるにつれて誕生してきます。一緒に
なって会社を大きくしていきませんか？

お客様に喜んでいただくためにオーダースーツを通じてモノづくりのワクワク感と愉し
さを提供し、共有し、お客様の想いを実現できる人・組織に一緒になっていきましょう。（弊
社10年ビジョンより）あなたの力を貸してください。

株式会社シーアールエー
オーダースーツの専門店

『オーダースーツアスター』の会社です

新卒採用３期目！一緒により良い会社にしていける仲間を募集中！
こんな人に入社してほしい！

元気で笑顔の良い人　ホスピタリティーのある人
挑戦が好きな人　人に喜んで貰うのが好きな人　素直な人　面白い人

業種
製造業

業種
小売業

３

４



志慶真社員からのメッセージ▶
はじめまして。2018年入社の志慶真です。
未経験の私でも、先輩社員が楽しく、丁寧
に接してくれるので、年齢差を感じること
なく、人間関係が良好に築け、作業も余裕
をもって行うことが出来ます。フォークリ
フトの運転も丁寧に指導してもらえました
ので、安心して作業を行なうことが出来る
ようになりました。現場作業はつらいとい
うイメージを持たずに、一緒に働きません
か？
吉田社員からのメッセージ▶
はじめまして。2019年入社の吉田です。
仕事に困った時も先輩社員の方が優しく指
導してもらえるので、不安は全くありませ
んでした。物流の仕事は難しいと思われま
すが、実際にやってみると、楽しく、やり
がいがありますので、先ずは職場を見に来
てください！

【当社の特徴】

『地味な仕事かもしれない、でも入社して後悔させませんよ！！　』

私たちは輸入や輸出など世界の貨物を扱う空港貨物地区という場所で働いています。

企業や個人のお客様、また大小さまざまな貨物を扱う会社です。

空港や貨物というと難しい・大変と思うかもしれないが、そんな事はありません。

入社時には覚えることがたくさんありますが、１人で自信をもって作業できるまで

しっかり教育します。

世界中が見えないウイルスと戦っている中でも、毎日明るく元気に多くのお客様の元に

荷物を発送しています。

是非、私たちと一緒にワクワクドキドキしながら待っている人に荷物を届ける

手助けをしませんか？

〒 286-0201
千葉県富里市日吉台 5-43-2　AZビル日吉台
TEL. 0476-90-5652
FAX. 0476-90-5323
http://skycargobusiness.rexw.jp/

株式会社スカイカーゴビジネス
先輩からの
メッセージ

2018年 入社
志慶真 雄太（左）
2019年 入社
吉田 直哉（右）

会社の魅力

コロナウイルスの影響を受けて、航空機の運
航は減少していますが、航空貨物は、皆さん
の生活物資・医療用具などを中心に輸出入さ
れています。その一翼を弊社は担っているこ
とが、魅力の一つと言えます。

実は僕、文系出身なんです。建築業界は全
くの初めての世界…専門知識も用語も知り
ませんでした。研修はもちろんのこと、僕
がここまで成長できたのは先輩のおかげと
いっても過言ではありません。先輩の現場
について、色々覚えていく中で、様々な壁
にぶつかりました。でも、どんな時でも見
放さず、これでもかというほどサポートに
まわってくれた先輩たち。自分の仕事の手
を止めてでも、僕のフォローに回ってくれ
ることは常で、温かい人たちに恵まれてい
るなあと実感しました。壁もありましたが、
１つずつこなしていくと、この仕事の面白
さがわかってくるんです。大小様々な現場
を経験できるからこそ、ストラクスで働く
楽しさがあります。先輩が僕を育ててくれ
たように、僕もみなさんを一生懸命サポー
トしていきますので、ぜひ当社で一緒に成
長していきましょう！

～会社概要～
当社はトータルリノベーションの専門会社です。公営施設や民間施設、商業施設から個人住宅
まで、様々な建築物の施工管理を行います。売上 30億円を突破し、千葉県で改修工事のエキ
スパートとして躍進しています。

〒 261-0004
千葉県千葉市美浜区高洲 3-10-1
サンフラワービレッジ稲毛海岸４F
TEL. 043-270-3811
FAX. 043-270-3813
http://www.stracks.co.jp/

先輩からの
メッセージ

2012年入社

I さん

●新卒採用に積極的に取り組み、現在は若い
社員が大勢活躍しています。
（平均年齢：34.8 歳）

●社長と顔を合わせることができるアット
ホームな会社です。

●やる気次第でどんどん活躍できる社風が魅
力！

【当社の特徴】
建築専攻以外でも問題なし！文系出身者多数活躍中！

入社後３カ月間は新入社員研修を実施。その後は先輩社員と一緒に業務を担当して頂くため、
分からないことがあっても、経験豊富な先輩たちが優しくお教えします！

自己啓発支援制度で資格取得を応援！
会社指定の資格の試験合格祝金支給・資格手当支給・試験対策講義の開催など、社員の成長を
会社全体で応援しています！

地域密着だから「地元で働きたい」を実現！
当社が手掛ける工事は千葉県内が７割・東京都内が２割を占めます。地元で働きたい方、関東
で働きたい方を歓迎しています！

業種
物流

業種
建設業

５

６



松戸市の合同企業説明会で大東を知り、そ
の後、選考に進ませていただきました。選
考途中に１日職場体験もあり、実際の業務
内容や職場の雰囲気を知ることができた
事、職場の皆様が丁寧な対応をしてくだ
さった事で、大東で働きたいと思い入社を
決意しました。
営業の主な仕事内容は、ルート営業が基本
となります。各自で担当地区を持ち、お客
様からご注文いただいた商品の納品や、ご
依頼いただいた会社案内・学校案内・チラ
シ等をお客様のご要望に応えられるよう、
デザインや企画等の商談を繰り返し行って
おります。新規訪問では、お客様のニーズ
を把握し、様々な提案を行っております。

弊社は、設立から 55年目を迎えます。 

基幹事業である PRinting（総合印刷事業）でこれまで培ってきた実績と信頼をベースに、

PublicRelations

（企業や地域の広報・宣伝支援事業）

&

 PublicRelaxation

（快適なオフィス・生活空間のプロデュース事業｜オフィスソリューション事業）等、

この先50年を見据えた国内外へ向けた新しい“PR事業”への第一歩を踏み出しています。

100 年企業を目指し、大東の更なる成長を一緒に歩みませんか？

〒 270-2252
千葉県松戸市千駄堀 1796-2
TEL. 047-347-1513
FAX. 047-347-1519
https://www.daito-pr.co.jp

株式会社大東
先輩からの
メッセージ

2016年入社
流通経済大学

Y.T

〈経営理念〉

１．お客様に必要とされる人間性豊かな人材
になります

２．優れた製品とサービスを提供し、企業の
発展と地域及び世界経済の発展に貢献し
ます

３．いかなる環境の変化にも揺るぎない強靭
な企業体質を作ります

４．地球市民として（次世代のため）環境問題・
社会的貢献に取り組みます

印刷事業

伝票・封筒・シールなど

メディア事業

カタログ・ホームページ・
映像制作など

オフィスソリューション事業

オフィス等のレイアウト提案・家具販売

当社の仕事は、お風呂場の壁・床材や住宅
等の外壁材に塗装を施すといったものです。
コロナウイルスの影響を受けたことで、あら
ためて仕事に関する考えや意見を一人一人が
持ち、最近ではそれを意見交換という形で情
報共有するといったことを行っています。
入社当初は、コロナウイルスが日本で拡大
し始めた時期であり、製造ラインが稼働し
ない日が何日か続いたことがありました。
そんな状況下で仕事を覚えるというのは大
変なことだと感じつつも、一つ一つの仕事
が貴重だということを頭の中で繰り返しな
がらの日々の仕事を覚えています。
文章や写真だけでは伝わらないこともある
と思いますので、面接や工場見学等で来社
されることをおすすめします。仕事内容や
現場の状況を含め、このご時世の中で当社
がどのような取り組みを行っているかを知
る良いチャンスだと思います。

【当社の特徴】大型パネルの塗装工場
当社は大型パネルの塗装工場です。工芸的な大板づくりで居心地のよい空間づくりに
貢献しています。
色づけに始まり、鏡面仕上げ、化粧仕上げなどの意匠性向上、防汚性や耐久性などの
機能性向上を付与する技術を特徴とし、自動ラインにて生産を行っています。
住宅、店舗、鉄道車両など、床面や壁面などのあらゆる面に使われています。
チームワークを大切にし、共に育ち、みんなの会社として働きがいのある会社であるこ
とを念頭においています。ものづくりにこだわり、さらには私たちのオリジナル商品を
開発し、市場へ出すことを実現させ、進んでまいります。

〒 270-0222
千葉県野田市木間ヶ瀬 2501
TEL. 04-7198-2255
FAX. 04-7198-3324
http://www.daipane.co.jp

ダイパネ工芸株式会社
先輩からの
メッセージ

2020年入社
江戸川大学
社会学部卒
福岡　稔

《経営理念》

・思いやりとチームワークを根幹とし、私たち
社員・顧客・仕入れ先パートナー、それぞれ
の幸せを想い、行動をし、努力し続けよう

・塗装による工芸的な大板づくりを通し、喜ば
れるものづくりで、居心地のよい空間づくり
に貢献しよう

・それぞれのステージで個々の力を発揮し、み
んなが輝こう

dp

業種
印刷業

業種
製造業
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　私は、就職活動をする上で地域社会に貢献
できるかどうかを軸に就職活動に臨みまし
た。数ある企業の中から選んだ日本都市は、
道路の区画線や駐車場のラインを施工する会
社です。区画線の施工をすることで、車や歩
行者の安全、ひいては地域の安全に貢献して
いる日本都市に、私は強く関心を持ちました。
また会社説明会や面接を通じて、社員の皆様
の人柄の良さに触れ、更にここで働きたいと
いう思いに繋がりました。現在は総務部に配
属され、現場で施工した図面の作成や、電話
対応、見積作成などを行っています。この仕
事をしていてやりがいに感じる事は、私も
知っている道が日本都市で施工されたことを
知った時です。私も歩くその道は、線がある
事で私達の安全が守られて、その仕事の一端
を私も担っているのだと思うと、とても誇ら
しく思います。皆さんも一緒に日本都市で働
きませんか。【当社の特徴】私達は交通安全に関する工事の施工会社として 1998 年にスタートしました。

以来、信頼の実績を背景に着実に売上を伸ばしながら、道路区画線工事、道路標識工事、コイ
ンパーキング工事、舗装工事、造園工事、土木工事、省エネルギー機器設置工事など幅広い分
野に事業を拡大し、右肩上がりの成長を続けています。

【人との関わりを大切にしています】私達は、地域貢献、社会貢献をモットーとして、地域
のごみ拾い活動や清掃活動を行っています。また、サッカー部・水泳部などの部活動を通じて、
社員同士の絆を深めています。

〒 273-0047
千葉県船橋市藤原 7-17-28
日本都市馬込沢ビル３階
TEL. 047-401-3861
FAX. 047-401-3862
http://www.jc-g.co.jp

先輩からの
メッセージ

2020年入社
玉川大学 
農学部卒
松本 美久

私達は千葉ジェッツを応援しています！

◀【心地よい都市
環境を目指して】

日本都市は、技術力・
施工力を高めながら、
都市づくりの多角的
なニーズに応えてい
ます。

【CSR活動】▶
月に１度、弊社代
表を中心に船橋駅
周辺やイベント会
場でのごみ拾い活
動をしています。

THE  BEST  SOLUTION  FOR  OUR  CITY

　HASEGAWAは、調理用品・建設資材・スポーツ用品など、多種多様な製品を世界に
送り出しています。

モノづくりで社会貢献

　お客様の困ったに真摯に取り組み、学校給食・レストランなどの【衛生管理】・土木建
築分野の【防水】・剣道の【竹刀】・ミニバスの【シューズ】、そしてコロナ禍のスポーツ
に「安心・安全」を提供するために、「プラスチック」と「接着」と「アイデア」で問題
解決してきたからこそ、HASEGAWAはオンリーワンのブランドと成る事ができました。

そんな安心・安全を世界に届けたい！

ユニークな製品を企画開発してくれる仲間、独自技術を用いて製造してくれる仲間、
世界中を飛び回って PRしてくれる仲間を必要としています。

仕事を楽しんでほしい！

　仕事とは本来とても楽しいことです。楽しんで仕事をしてくれる方を求めています。
従業員主催のパーティーを年二回開催し、意思疎通しやすくなる様に心がけています。

〒 276-0022
千葉県八千代市上高野 1384-5
TEL. 047-484-7141
FAX. 047-484-7146
https://hasegawakagaku.info

長谷川化学工業株式会社

【社長より 学生の皆様へ】
約100名の会社ですが、自社ブランドの製品
を、世界50ヶ国以上へ販売しているメーカー
です。大量生産ではなく、高くてもお客様が
求める物を作る会社です。皆さんを重要な戦
力としてお迎えします。
「一緒に成長していきましょう」

長谷川化学工業は自社ブランドを持つ完成品メーカーです

この会社を選んだ理由：もともと私は、食
品に携わることのできる仕事がしたいと考
えていました。就活中に長谷川化学工業が
調理用品のメーカーであることを知り、実
際に会社説明会でお話を伺い他社にはない
ユニークな製品を製造し、全国の展示会な
どでPRを行っているという点に魅力を感
じたからです。私の仕事は、全国で開催さ
れる展示会に出展したり販売店を訪問した
りと、お客様にハセガワ製品のPRを行っ
ています。また、お客様から製品に関する
ご意見を伺うことで、製品開発や改良にも
係わっています。その他に製品カタログや
チラシのデザインの仕事も行っています。
雰囲気はアットホームだと思います。先輩
方や上司は、仕事で困った時やわからない
ことがあった際にはいつも丁寧に教えてく
れます。仕事以外では、趣味の話など気さ
くに接して頂いています。様々な仕事に携
われ、チャレンジできる会社だと思います。
就職活動は不安も大きく大変だと思います
が、一緒に頑張っていきましょう！

業務用調理用品 建築用防水シート スポーツ用品

先輩からの
メッセージ

2019年入社
千葉工業大学卒
関家さん

業種
建設業

業種
製造業
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　入社後の２週間は、濃密なスケジュールです。
宿泊研修や得意先への工場見学、各部署の仕事見
学・体験、そして社員旅行！その後、１ヶ月ほど
製品について集中して学ぶ研修があり、一通り製
品についての知識を得られます。製造現場での実
務に向けた指導は、上司や先輩が「安全第一」を
念頭に、質問しやすい雰囲気で理解できているか
を確認しながら指導して下さいます。どなたも親
身になって接して下さるので尊敬できる、憧れの
先輩も沢山できると思います。
メリハリをつけて仕事をすることができるの

で、ライフ・ワークバランスはもちろん、メンタ
ルバランスもバッチリです！帰社後、通信教育・
資格試験の勉強をするための時間的余裕・精神的
余裕が確保できたので、現場に配属されてから約
１年で３つの通信教育を優秀修了し、資格試験１
つに合格することが出来ました。現在も別の資格
取得に向け、通信教育で勉強中です。
　大きい目標から、小さい目標までの達成プロセ
スをしっかり計画し、それを基にしたトップとの
面談もあるため、ブレずにコツコツと着実に成長
したい方にピッタリの会社です。
　好きな仕事を切磋琢磨しながら、将来像を語り
合えるような仲間が増えたら嬉しいです。

先輩からの
メッセージ

2019年入社
学習院女子大学
国際文化交流学部卒
楢木 万里子

社長からのメッセージ
＊当社の経営理念の中に
　「一人一人の持つすべての能力を、
 共にベストの形で花開かせよう」
とあります。

会社は人で良し悪し（収益・社会貢献等）が決まります。人が全て
です。皆さんの能力（原石）を磨いていただき、花を開かせていただきたいのです。平
成 25年 11 月には「人」を育て、「人」が育つ企業と認定され、キャリア支援事業所とし
て厚生労働大臣表彰を受けました。社員も学習意欲旺盛で、通信教育、各種資格取得に
取り組み、費用等は全額会社負担で行っています。

【当社の特徴】　ブリキ缶パーツの製造・販売を行っている会社です。
４Ｌ缶（モーターオイル）や 18Ｌ缶（通称石油缶。今は塗料・シンナー・接着剤・業務
用の醤油や食用油等に使用）などの缶本体ではなく、押すと「パチン」と開くキャップ
や手環（持つところ）などの「缶の部品（缶パーツ）」だけを専門に開発・製造・販売し
ているメーカーです。同業大手は全国に３社ありますが、当社は中でも全国シェア 60%
の圧倒的No.1 メーカーです。人材育成にも力を入れ、充実した教育・研修制度により社
員の成長を促し、スキルアップしながらものづくりに挑戦しています。男女共に定着率
が良く、育児・介護休業制度等も充実しており社員のみならずパートを含む全従業員が
長く勤められる会社です。

【経営理念】　
一、缶パーツとその関連技術を通じて、缶の社会貢献を全面的に支援しよう
一、一人一人の持つすべての能力を、共にベストの形で花開かせよう
一、現場で現物を見て現実を把握し、原理・原則にのっとって対処しよう
一、お客様と我々自身に還元するために、一切のムリ・ムダ・ムラを無くして最大の利益を追求しよう
一、国内外を問わず、自らの可能性を追求し、仕事を通じて社会に貢献しよう

 〒 274-0812
千葉県船橋市三咲 9-15-6
TEL. 047-447-1683
FAX. 047-447-1687
http://www.cap-hirohama.com

当社は創業13 年目を迎えました。創業時
から独自システムの開発にこだわってきて
おり派遣や下請けはやらないことをモッ
トーとしております。システムの開発を企
画から開発することがエンジニアのとして
やりがいが有り、世の中の為に役立つ仕事
をしていると実感できるからです。
また弊社は業務システムだけではなく IoT
やクラウドサービスの立ち上げなど次の
10 年に向けてチャレンジを始めていま
す、そのために共に素晴らしいシステムを
世に出していく若い力を求めています。

自分達の考えた IT 商品を世に出しませんか？

私たちの仕事は、パソコンでシステムを作るだけではないです。

創業以来自社開発にこだわり、派遣は一切やっておりません。

その会社のお困り事をとことん聞いて本当に必要なシステムを提供します。

それは理系のプログラマーだけでは出来ません、
使いたいシステムを企画する文系の人もエンジニアとして活躍してもらいます。

弊社のエンジニアは理系／文系どちらも必要なのです。

また独自商品で特許を取得しました、
これからも世の中の役に立つシステムを提供していきます。

〒 275-0016
習志野市津田沼 4-10-32-203
TEL. 047-489-5025
FAX. 047-489-5026
https://4leaf-clover.jp

フォーリーフ・クローバー株式会社
社長からの
メッセージ

《経営理念》

・私たちは、お客様の立場で人とＩＴの
共存ができるご提案をいたします。

・私たちは、出会えてよかったと言って
いただける人・企業を目指します。

・私たちは、互いの個性を尊重し、社員
全員の働きでよりよい社会のために役
立てる企業を目指し永続します。

業種
製造業

業種
情報通信業
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　2011年に新卒第一号として入社し、営
業職を経て現在は人材開発部に所属してい
ます。労働者派遣事業の中でも、建設・プ
ラント業界への労働者派遣を中心に行って
おり、お取引先企業様は大手一部上場企業
様（その関連会社）ばかりです。
　そのようなお客様と直接商談ができる営
業職では非常に貴重な経験をさせていただ
きました。人材開発部に異動してからは、
契約書のチェックから派遣スタッフの適切
な就業環境の維持や改善等管理、中途入社、
新卒入社における採用活動を中心に、派遣
スタッフの皆様と管理社員に直接関わる業
務をしております。【当社の特徴】弊社では働き方改革が叫ばれる以前から、残業時間の短縮に取り組んでおり、

実績として事務職 /月平均５時間未満、営業職 /月平均 20時間未満を維持し続けております。
また、女性が活躍できる制度作りに積極的に取り組んでいます（産休・育休取得率 100％）。
教育・指導面についても、入社いただいた皆様に対して実績・行動・功績評価などの人事考課
により個別で公正な評価をすることにより、社員一人一人のキャリア形成を共に考え、常に職
場環境の充実化に取り組んでおります。

〒 260-0014
千葉県千葉市中央区本千葉町 1-1
日土地千葉中央ビル９階
TEL. 043-445-8797
FAX. 043-445-8798
https://www.proaim2.co/

株式会社プロエイム
先輩からの
メッセージ

2011年入社
専修大学
法学部卒
金澤 亮

就職活動中の皆様へ
現在はインターネットの普及に伴い、
色々な情報が簡単に手に入れることがで
きます。しかし、会社の雰囲気や働いて
いる社員の実際の姿など画面越しではわ
からない情報がたくさんあると思いま
す。ぜひ一度、説明会におこしいただき、
皆さんの目で会社を見てみてください。
いつでも歓迎いたします。

職務内容

総合職（営業職、事務職、技術職）
・労働者派遣事業（建設系専門）における新規、既存企業様向けの企画提案営業職
・建築事業における建設工事の新規・既存企業への営業職
・総務、経理、採用等における事務管理職
・派遣先常駐、自社建設工事施工における技術職
※面接時にご希望を伺い、採用時には希望を考慮致します。

　私がこの仕事を選んだ理由は、雑貨が好
きで地元の企業に就職したいと思ったから
です。
 現在は昭和の森本店に勤務しており、食
器・キッチンの売場を担当しています。入
社当初は売場作りや商品提案のひとつで
も、分からないことや戸惑うことも多かっ
たのですが、今では自分の提案した商品が
売れることが楽しく、私の大きなやりがい
に繋がっています。私が売場を作る際に心
がけているのは、あっという間に過ぎてし
まう１年の中でも『お客様に四季を感じて
いただく』ということです。ただ商品を並
べるだけではなく、魅せ方を自分なりに考
え工夫することはとても楽しいです！
フローラ企画は、やりがいがとても多い
会社なので、成長したいと思っている人に
向いていると思います。スタッフ間のコ
ミュニケーションも取りやすく、不安なこ
とがあってもスタッフのみんなが支えてく
れる温かい会社なので安心して働けると思
います！

【当社の特徴】弊社は『生活雑貨ボンメゾン』という屋号で生活雑貨店を千葉・茨城で運
営しています。そのルーツは 1970 年、１軒の小さな花屋『フローラ』からスタートして
います。現在の店舗に生花の取扱いはありませんが、売場の各所には観葉植物や造花のオ
リジナルアレンジなどもあり、当時のルーツを感じてもらえると思います。
2020 年 11 月現在でボンメゾンは 24 店舗まで増え、売場面積も 70坪～ 180 坪、取扱

いアイテムも食品、食器、ファッション雑貨、インテリア雑貨と多岐に渡り、日々地域の
お客様にご利用頂いております。弊社の特徴としては、『衣・食・住』に関わる幅広い品
揃えを生かして、大人の方が『ちょっとイイものを買おうかな』『大切な人への贈り物に』『季
節を彩る雑貨がないかな』という時に、ボンメゾンに行けば何かがある！と思っていただ
ける提案を打ち出していることがあげられます。こだわりの生活雑貨店として、また地域
のギフトショップとして多くのお客様に愛され、ゆっくりと楽しい時間を過ごしていただ
ける、そんなお店作りを日々心がけています。

〒 267-0066
千葉県千葉市緑区あすみが丘 5-10-9
TEL. 043-295-6414
FAX. 043-295-6413
http://www.bonmaison.co.jp/

株式会社 フローラ企画
先輩からの
メッセージ

2019年入社 
敬愛大学
国際学部卒
本間 優理

地域一番のギフトショップをビジョンに掲げ、
お客様のニーズを敏感に感じ、大人が楽しめ
る売場を演出します。会社の成長と共に、自
身も成長できると想って頂ける方をお待ちし
ております。

業種
労働者派遣事業

業種
小売業
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〒 271-0047
千葉県松戸市西馬橋幸町 122-1
TEL. 047-348-8000
FAX. 047-349-2788
http://www.miyakokiko.co.jp

都機工株式会社

「中小企業で働きたい」という思いで大学
３年生の時にインターンシップを受けまし
た。コミュニケーションが活発で、明るい
職場で、ここでなら長く働いていけると思
い、入社を決めました、
現在は、ルート営業を行っています。お客
様第一主義を徹底し、少しでもお客様の役
に立てるように心掛けています。営業アシ
スタントの時に、お客様が求めている製品
を調べて提案し、買って頂けた際に「こう
いう物が欲しかった、助かるよ。」と言わ
れた時はやりがいも感じましたし、感動し
ましたし、嬉しかったです。
皆で助け合って仕事を行っているので、分
からない事があれば優しく指導してくれま
す。若い人が多い会社なので悩み事の相談
もしやすい環境にあると思います。
自分が何をしたいかを自己分析し、一番働
きたい会社を選んでください。就活生の今
しか出来ないことも多々あるので、沢山考
えて、悩んで、様々な会社を見ていく中で
後悔のない就職活動をして欲しいと思いま
す。その結果、都機工を選んで頂けたなら
嬉しいです。

★
★
★

「活力朝礼」…毎朝全社一斉に朝礼
「誕 生 会」…同じ誕生月の人とお祝い
「社員旅行」…５年に１度の海外旅行

【都機工を表す３つのキーワード】

先輩からの
メッセージ

2017年入社 
千葉商科大学 
商経学部卒
S・O

創業 55年で築き上げた御取引先様との信頼関係を基盤に、千葉・茨城・埼玉を中心とし
た地域に密着してモノづくりの現場を支えている、千葉県内業界トップの機械工具商社
です。『家族経営』という経営方針のもと、支店・事業部を越えた 100 名を超える全社員
の仲がとても良く、和気あいあいとした雰囲気のある会社です。また、社是の『やって
見よう』が示すように、当社には若いうちから様々な事に挑戦できる風土があります。
もちろん、その後ろ盾としてサポートしてくれる先輩が沢山います！ 日本になくてはな
らないものづくりの現場を一緒に支えましょう！

M I YA KO K I KO  R E C R U I T I N G  2 0 2 2
日本のものづくりを支える仕事をしよう。

大和フーズに入社し、一番成長できたと断言
できる事は、「常に相手の事を優先して考え、
行動できるようになった」事です。大和フー
ズ経営理念の一つに「食肉を通じ、笑顔溢れ
る会社を目指す」とあります。
私は店舗の店長として、お客様に最大限のお
もてなしをする事はもちろん、アルバイトス
タッフに対しても、常に逆の立場に立ってコ
ミュニケーションをとる事を強く意識して仕
事に取り組んでいます。そんな中で、お客様
から「店長ありがとう。また来るよ」とお言
葉を頂いた時、スタッフから「店長、今日も
ありがとうございます」と笑顔で言ってもら
える事が、自分自身の成長を感じる瞬間でも
あり、仕事冥利に尽きる瞬間でもあります。
「食の提供を通じ、地域社会の発展に貢献する」
事を目指す大和フーズ。そんな夢と優しさが
溢れる会社で、皆さんも一緒に本気で働いて
みませんか。

MEAT & SMILE

食肉を通じ笑顔溢れる社会を創る

創業9年目！社員平均年齢32歳！若い人材が多数活躍中！

当社は 2013 年に千葉県館山市にて創業し、今年で 9年目を迎えます。
創業以来、黒毛和牛を丸ごと１頭買いし、お肉を通じ社会に貢献する為、

焼肉業態５店舗、肉バル業態２店舗、鉄板焼業態１店舗、
宅配弁当業態１店舗を千葉県内にて展開中です。

そんな私たちは経営理念をとても大切にしています。

○食肉を通じ笑顔溢れる会社を目指す。
○安全・安心な食の提供を通じ地域社会の発展に貢献する。
○社員と共に学び喜びと成長を分かち合う。

ビジネスの本質は社会に貢献し喜ばれる事

お客様も社員もお肉を通じ、関わる全ての人が幸せになる会社を目指しています。

また、年２回の社長面談や毎月開催中の階層別研修など社長との距離も近く安心して働けます。
私たちは、１人でも多くの方にお肉を通じ笑顔を届けたい。

そして、社員１人１人がもっと幸せになるために、
今年度も千葉県内にて新規出店を予定しています。

私たちとお肉を通じ成長や喜びを分かち合いましょう！

〒 294-0045
千葉県館山市北条 1632
TEL. 0470-28-4229
FAX. 0470-22-1298
https://yamatofoods.co.jp
https://yamatofoods.co.jp/saiyo/（採用専門サイト）

株式会社大和フーズ
先輩からの
メッセージ

2016年入社
東京理科大学卒業
大黒 祥

私は接客か大好きで、生涯接客業に勤めてい
たいと思う程です。私が大和フーズに入社を
した最大の決め手は社長が私達を引っ張る
リーダーだというところでした。もちろん社
員さんもみんな優しい方ばかりで、いつも親
身にアドバイスをくれます。またキャリアアッ
プシートがあり３ヶ月に１度自分を見直すタ
イミングがありますので、日々の仕事自体が
やりがいになっています！成長企業の大和
フーズで、新卒の皆さんと共に働ける日を楽
しみにしています！

先輩からの
メッセージ

2019年入社
神田外語学院卒業
鈴木 亜里沙

業種
卸売業

業種
飲食
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〒 260-0834
千葉県千葉市中央区今井 2-11-25
TEL. 043-263-8600
FAX. 043-263-2626
http://www11.plala.or.jp/recam/

株式会社レカムサービス

【ここが決め手】
就職活動で沢山の企業を見ましたが、働く
環境がしっかりと整っていた事と何事にも
挑戦出来る環境だと思えた事が決め手で
す。
【成長したところ】
研修や業務を通じてコミュニケーション能
力が磨けたこと。実際にお客様と話をして
いて自分の提案に満足してくれた時に成長
を感じます。
【やりがいを感じる時】
お客様から『あなたで良かった』と一言頂
けた時や周りから自分の頑張りを褒めても
らえた時です。
【メッセージ】
当社は頑張るスタッフをサポートしてくれ
る環境があります。
皆さんと一緒にお仕事が出来る日を楽しみ
にしています。

≪当社特徴≫　20 代～ 30 代の社員が多く活躍しています。未経験の方もすぐに馴染め
る環境です。また頑張りが評価され、年齢や性別に関係なくキャリアアップしていけま
す！
≪成長出来る研修制度≫　入社後は独自のカリキュラムで手厚い研修を実施していま
す！社会人としての基礎がしっかりと学べます。
≪働きやすい環境整備≫　ライフワークバランスを重視し、２時間単位で使用出来る有
休や育児中の時間短縮勤務等を取り入れています。休日も多くオンオフ両方の充実が可
能です。

先輩からの
メッセージ

2017年入社
東京成徳大学卒業

後輩育成にも携
わっています！

【当社実績】
　20名・

・
過去３年以内の新卒採用者数
有給休暇の平均取得日数 　13.7 日

平成17年に「千葉県男女共同参画優良事業者」
として表彰されました。

地球の裏側とも、あっという間に繋がる時代。情報ネットワークは私たちの生命線です。
『あたり前の日常』を支えているのが地域に密着したドコモショップです。お客様に商品
やサービスの提案をしてより便利で快適な暮らしのサポートのお手伝いをします。

『ありがとう』と感謝してもらえ、
『あなたがいなきゃ』と頼りにしてもらえる。
そんな自分に誇れる仕事をしませんか？

当社の将来ビジョンは「感動レベルの“技
術サービス業”」。機械の性能や品質はもと
より、お客様への細やかな技術サポートや
おもてなし、ひいては社会や地球環境への
貢献など、様々な分野で最高レベルを実現
すべく改革や挑戦を続けています。
これらの活動を担っている社員こそが当社
の最重要の財産です。社員の成長や幸福の
実現が、会社の発展につながるとの信念で
次の100年に挑みます。

若者の採用・育成に積極的で雇用管理の
状況などが優良な中小企業として厚生労
働省から認定を受けました

県内初！2016年度
【ユースエール認定企業】

社長からの
メッセージ

代表取締役社長
芦澤 直太郎

この技術で世界一！千葉で最も歴史ある機械メーカー

【当社の特徴】

●私たちアシザワ・ファインテックは、世界最小の微粒子をつくるための粉砕機（ビー
ズミル）のトップメーカーです。自動車や携帯端末の部品、化粧品や食品などの原料を
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。
●機械系はもちろん、電気系・化学系・文系も得意分野を活かして活躍できます。技術
の専門知識は不問！向上心・探究心がある方、幅広い業務や人々と関わり仕事と家庭の
両立を目指したい方、大募集です！

〒 275-8572
千葉県習志野市茜浜 1-4-2
TEL. 047-453-8115
FAX. 047-453-8379
https:// www.ashizawa.com

アシザワ・ファインテック株式会社

機械部品の手配担当

業種
小売業

業種
機械製造業
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天野貴三です。一流の会社は、一流のスタッ

フがいて初めて成り立つと思います。職場

の仲間と共に安定した仕事、やりがいのあ

る仕事、努力が評価される仕事に就いてみ

ませんか？未経験の方、新卒の方、大歓迎

です。若いスタッフから経験を積んだ熟練

者まで、助け合いの精神でよくやってくれ

ます。

共に道を開いて行きましょう。

〒 289-1222
山武市板中新田 192-8
TEL. 0475-89-1690
FAX. 0475-89-1709
http://www.amano-recycle.com/

株式会社天野産業
代表の挨拶

代表取締役
天野 貴三

弊社は、不況に強いリサイクルを中心とした企業です。電線の中に銅を原料加工して大手
金属メーカー、高炉メーカーなどに販売を行っております。本社をはじめ、支社も４拠点、
営業本部１拠点となり幹部候補生として今回は総合職を募集いたします。各部署で経験を
積んで頂き弊社を引っ張って行く人材募集になります。社長もまだ 30 代と若く皆様がこ
れから社長と一緒に喜びを分かち合っていければと考えております。　自分を試したい方、
リーダーとして頑張りたい方　大募集！

回収部 工場生産部

営業部 総合事務部

先輩からのメッセージ

仕事をしていて次々と　色々な案件が多い

会社ですが　とても遣り甲斐が有る会社で

す。問題を抱えている時も枠を超えた他部

署の方がアイデアを抱いてくれ助け合って

仕事をこなしています。社長も若く友達の

ような会話で親近感の持てる社長です。行

動も早く思ったらすぐにどう思うなど話を

してます。

不況やコロナに負けない会社です。お待ち

してます。

就活を何社も行う中、イシドに出会いました。
イシド本社に訪れた際、社員全員が立ち上
がり、大きな声で「こんにちは！」と元気
よく迎えてもらえたことが、とても嬉しく
パワーを感じたことを覚えています。
選考が進む中、社員同士が「チーム」を越
えて支え合っているという話を聞き、私も
共に支え合い成長したいと思い、この会社
を選びました。誰かが困っていたら助ける
し、自分だけよければいい、という気持ち
の人はいません。
もともと私は長い間、団体競技をやってお
り、チームワークを大事にする会社に入り
たいと思っていました。
実際にイシドに入社したら、仲間想いのス
タッフがたくさんいて、入社したばかりの
右も左もわからないときには、先輩方に助
けられました。絶賛成長中のイシドです。
面白いことが好きな方、自分を成長させた
い方、ワクワクした大人になりたい方、同
じ志を持った方お待ちしております！

【仕事内容】
総合職（経営幹部候補、新規事業・海外事業責任者候補）
（そろばん教育事業）「いしど式」本部として、直営教室　石戸珠算学園 37教室の運営。

生徒へのそろばん指導及び、教室管理・運営がメイン業務。
（グループ教室への教育コンサルティング）「いしど式」グループに加盟した全国 250
以上のそろばん教室に対して、指導法や教室経営等のノウハウを提供。海外教室としては、
グアテマラ、モンゴル、ポーランド、ドバイ、ドイツ、ルーマニア、６か国開校。
今後も年間 20～ 30 教室の新拠点展開を計画。
（新規開校支援）これからそろばん教室を立ち上げようとする人に対し、そろばんの指導
法や指導者育成方法、経営戦略などの開校ノウハウを提供。
（Web教材の開発・販売）誰でも気軽に自宅のパソコンでそろばんを学ぶことが出来る、
日本初のそろばんWeb教材、「インターネットそろばん学校」を開発・販売。
（珠算教師資格コースの運営）珠算教師を目指す人に対して、指導技術だけでなく、そ
ろばんの歴史や学習の効果を教える、独自の教育カリキュラムを運営。
専門職　社内 ITエンジニア（社内SE・新規事業責任者候補）
「生徒管理・保護者安心システム（自社開発）」の保守・ヘルプデスク。

〒 270-1424
千葉県白井市堀込１－１－ 12
TEL. 050-3134-4188
FAX. 047-492-3037
http://www.soroban.co.jp/

株式会社イシド
先輩からの
メッセージ

2016年入社
千葉商科大学
商経学部 商学科卒
犬飼 遼

●企業理念「夢を育てる」
イシドは会社＝チームと考えています。
●社長と近い環境です！
●社内制度も自慢です！
研修制度も充実していますので、
そろばん 未経験の方も活躍しています！
●20代のスタッフも多いです。

〈教育で世界を変える 武器はそろばん〉
私たちはただのそろばん教室ではありません。

そろばんを通して社会に貢献し、
世界に羽ばたく人財と夢を育てる。
それが、私たちの会社イシドです。

業種
非鉄金属卸売業

業種
教育業
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大学生の頃、「書類保管の倉庫ってどんな
のだろう。」と疑問に思ったのが、この会
社に興味を持った理由でした。
入社して初めて大きな書類保管倉庫を見た
時は、大きさだけではなく整備の整った倉
庫内環境に圧倒されたのを今でも覚えてい
ます。
事業内容は主に書類保管や書類溶解処理
サービスを行っており、AI や電子化が増え
てきた現在でもどこの会社からも紙という
ものは、なくなりません。そんな書類整理
のお手伝いをするのが私達の役目です。
現在は入社して約８ヶ月が経ち営業職を
担っています。初めての事だらけで不安も
ありましたが、社員全体がONETEAMと
なり支え合いながら楽しく仕事が出来てい
ます。

【当社の特徴】
キーペックスは、人と人とのつながりをとても大切に考えます。
お客様からいただいた声のひとつひとつを大切にし、
サービスの改善につとめています。
そのお客様の声と社会の変化に適応し、
安全確実で信頼性の高いサービスを提供することで、
お客様に喜んでいただけると考えています。
お客様に喜んでいただくことが、社員の幸せとなり、
社員が幸せに働くことで社員の家族が幸せになる。
そうした幸せの循環を作ることが我々の使命です。

〒 260-0024
千葉県千葉市中央区中央港 2-4-4
TEL. 043-241-6891
FAX. 043-247-1802
https://www.keepex.co.jp/

株式会社キーペックス
先輩からの
メッセージ

2020年入社
中央大学
商学部卒
伊藤 倫瑠

経営理念
お客様、社員、家族のために
素直な心でワンチームとなって、
全力で楽しく仕事に取組み、

私は就職活動中にものづくりに興味を持

ち、「部品」という無くてはならないもの

を作っているこの会社を選びました。

現在はプログラムを学びながら、主にNC

旋盤で製造を行っています。

大学は心理学を専攻していたので、機械に

ついての知識は全くありませんでした。

入社してみて、正直難しく感じることは

多々ありますが、質問しやすい環境と、わ

かるまで丁寧に教えてくれる先輩方がい

らっしゃったので、しっかり理解をしてか

ら業務にあたることが出来ています。

また、製造部は男性社員だけで構成されて

いたので、飛び込むのには勇気がいりまし

たが、温かく迎え入れていただけて、モノ

づくりにも携わる事が出来たので、挑戦し

てみて良かったと思っています。

普段の生活で目にすることのない『産業用機
械部品』。裏方仕事だけれど、部品が正しく動
かなければ普段の生活を送ることはできませ
ん。そんな部品の世界に興味がある人、是非
気軽に工場見学へお越しください。

【当社の特徴】　私たちは、金属の部品を製造する会社です。

『切削』という技術で、精密機械部品を製造します。NC旋盤やマシニングセンタ、CAD/
CAMなどの機械を使用し、金属を削ることで、お客様の要求に応じた部品を、ミクロン
単位で製作するのが私たちの仕事です。

これら機械を扱う技術者の育成に、当社は多くの実績があります。国家資格である技能
検定の機械加工 1級保持者が現在 9名、2級も数名います。全員が入社後の育成プログ
ラムにより技術を習得し、1級の 9名中 8名は文系出身者です。

平均年齢 37歳。製造や検査には多くの女性が活躍しています。男性の育休取得実績があ
り、現在も育休中の女性がいます。有給取得率が高いのも我が社の特徴です。

〒 270-2214
千葉県松戸市松飛台 271-1
TEL. 047-311-2671
FAX. 047-311-2672
http://kiyamaseisakusyo.co.jp/

株式会社木山製作所
先輩からの
メッセージ

2017年入社
淑徳大学
総合福祉学部
実践心理学科卒

業種
倉庫業

業種
製造業
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〒 261-0002
千葉県千葉市美浜区新港 152番地
TEL. 043-242-1675
FAX. 043-241-6673
http:/ /www.kyodokogei.co.jp

株式会社協同工芸社

「看板」で世の中を感動させよう！

〒 266-0026
千葉市緑区古市場町 474-268
TEL. 043-268-2371
FAX. 043-265-5788
http://www.kohosha.co.jp

株式会社 弘報社

業種
製造業

業種
製造業
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社長が新しいことを始めるのにとても意欲
的で、自分もそんな会社で働きたいと感じ
この会社を選びました。現在工場実習中で
すが、少しずつ１人でできることが増えて
きていて、そのことが働く意欲につながっ
ています。明るく優しい先輩ばかりなので、
些細な疑問にも答えていただけるので働い
ていてとても楽しいですし、決して上から
目線で話さず、明るく、親しみやすく接し
てくださる先輩社員の方々の対応に感動し
ました。後、こんなにホワイトな会社はな
かなかないです！
後輩へ一言▶
わからないことばかりで不安も多いと思い
ますが、どう行動したら、将来自分は楽し
く過ごす事ができるだろうかということを
常に考えて、頑張って行って下さい。

【当社の特徴】
１．MONODUKURI for more smile!
『モノづくりで世界中の人々を笑顔にする！』　これが、私たちが掲げるロマン。
皆さんが普段から便利に使っているパソコンやスマホ、自動車の中にも使われている当社の

製品は、決して目に触れることはありませんが重要な役割を果たしています。
『自分たちの作った部品が人々の生活を豊かにしている＝人々を笑顔にする！』　ということ
につながっているのです！
２．『モノづくり』は『人づくり』
良い製品を作るのも、悪い製品を作るのも『人』。だからこそ、私たちは人を大切にします。
内定者研修から新入社員研修、社内業務研修からスキルアップにつながる社外研修まで、成

長に合わせた様々な研修を採り入れ、メンバーの能力向上をバックアップしています。文系大
学出身メンバーが活躍しているのも、このようなバックアップ体制が整っているからです！
また経営状況を科学的に細かく分析し、その数値を全従業員で共有することにより、「給与」

「休日数」「福利厚生」などの改善・向上が実感できるようになっています。

〒 273-0047
千葉県船橋市藤原 3-29-21
TEL. 047-439-5211
FAX. 047-430-1415
https://shinei-p.co.jp

株式会社 新栄
先輩からの
メッセージ

2016年入社
関東学院大学
工学部物質生命
学科卒
大野 ちひろ

●モノ作りで、お客様の悩み・課題を解決し
ています。

●圧倒的な財務体力と投資意欲があります！
●頑張る社員のための福利厚生・資格手当が
充実しています。

●社長が有休消化を催促し、平均残業時間約
14時間 /月の実績がある、働きやすい会社
です。

　介護福祉用具の販売・レンタルを行う営
業職を経験し、2020年 10月より、弊社
新設の業務改革推進室に異動となりました。
　業務改革は『組織全体の再設計を抜本的
に行う改革』を指します。業務改善のよう
な業務の無駄をなくすという小さな事では
なく、組織全体からアプローチし全社での
効率化や生産性の向上を目的としています。
　現在、営業職で経験した、数値に関わる
事、他社分析、人とのコミュニケーション
を活かし、０から１を創り出す業務改革に
精進しております。経験を積みながら他部
署への異動もあり、社員のキャリアを応援
してくれる環境です。
学生の皆さまへ
　仕事をしている時間は、人生の中で大き
な割合を占めています。働きがいを感じな
がら、いかに有意義に過ごせる事がその後
の人生の豊かさにも関わってくると考えて
おります。
医療×介護事業を展開してきたタカサで地
域のために挑戦したい方を心よりお待ちし
ております！

【当社の特徴】千葉県地域密着型！医療と介護の２本柱による今後の成長産業！
タカサは 40年の歴史があり、千葉県地域密着型として事業を展開しております。薬局

事業では千葉県内調剤専門薬局チェーントップシェアを誇り、今後の医療動向に対応が
できる「在宅」の仕組みを作っております。介護事業では現在のコロナ禍に負けず成長
し続けております。介護福祉用具の販売・レンタルを中心に地域の皆さまへ滞りなくタ
カサのサービスを提供し続けるため日々精進しております。

【新卒採用について】今期から総合職採用がスタート！
タカサは今期から「総合職」採用を行います！原則、ソリューション型の営業職とし

てスタートとなり現場の声を一番近い距離で聴いて頂きます。その後、タカサには多種
多様な部署がありますので、成果や活躍に応じてジョブローテーションを行う予定です。
ぜひ総合職として一緒にタカサを支えてみませんか？

〒 290-0055
千葉県市原市五井東 1-1-1
TEL. 0436-23-8721
FAX. 0436-23-3352
http://www.takasa.co.jp/

株式会社タカサ
先輩からの
メッセージ

2008年入社

河野 将弥

メッセージ
拡大フェーズを迎え、より一層生活と医療の
狭間で悩んでいる方をサポートしたいという
想いから、常に時代の最先端を進めるように
試行錯誤しております。

業種
製造業

業種
医療・福祉

２５
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　入社の志望動機は、一昨年の台風による

停電で一時的に電気のない生活をした事

で、当たり前に使用していた電気が使えな

くなり、不便に感じた事から電気設備を守

りたいと思ったからです。

　入社してすぐに送電の仕事ができる人は

いません。私も大学で専攻していた学科と

は違いますが、わからないことがあれば先

輩方から、細かに・親身になって仕事を教

えてくれます。

　施工管理者は、電気設備を守り、作業員

の安全面の配慮といった責任のある仕事で

すが、施工後の鉄塔を見た時の、達成感は

やりがいを感じます。【当社の特徴】当社は昨年度設立 60 年を迎えた送電線工事専業の中堅建設会社です。主に千
葉県内における鉄塔の建設、修繕、保守点検、塗装等を請け負っています。安定した電気をお
届けし、皆様の快適な暮らしを守るための最重要インフラである送電線路を維持している仕事
です。自分の携わった仕事が各所にあり記憶に残るとともに、やりがいと誇りの持てる仕事で
す。当社の技術力と安全への取り組みはお客様にも高く評価されています。技術系の仕事では
ありますが、文系出身者も多数活躍している職場です。

〒 289-1143
千葉県八街市八街い 94-31
TEL. 043-440-1901
FAX. 043-440-1902
http://www.tden.jp

竹村電気工事株式会社
先輩からの
メッセージ

2020年入社
帝京平成大学
健康医療
スポーツ学部
秋田 夏波

「社員と家族の生活を守り、幸せを追求し、未

来に永続する会社を作ろう」を経営理念に安

全最優先で仕事をしています。

社内旅行、バーベキュー、野球部の活動等社

内融和を図っています。

経営理念

HAPPY & SMILE の創造。

私たちが販売する商品を通して

商品をご使用になるお客様と

お届けする私達が

ともにハッピーになれること。

そこには笑顔があることを

イメージすることにより

商品を創造するところから

アフターサービスにいたるまでの

一貫した業務をハッピーに行える。

どのような状態がお客様にとって、

私達にとってハッピーといえるのか？

常に問いかけ、より多くのお客様の生活に

ハッピーとスマイルを創りだすために

私達は学び続け、前進し続けます。

学びと礼節と、夢を育む制服・輝くエネルギーを創造するスポーツウェアを、未来を創る子供たちに届けよう。
当社は、中学・高校の「学生服」の販売店です。創立 60周年の老舗ですが　今、成長期です。

製品をつくるところから、接客（採寸）販売、お客様のご卒業までの成長を見守る、
なくてはならない人とショップの展開を 全国に広げていきます。ぜひ一緒に創っていきましょう。

〒 270-2251
千葉県松戸市金ケ作 408-182
TEL. 047-385-2763
FAX. 047-385-2765
http://www.tam-kk.com

株式会社 たむら

業種
建設業

業種
卸売業・小売業
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【当社の特徴】
当社は、お陰様をもちまして本年創立 52 年を迎えることが出来ました。創立以来、千葉県・市原市を拠点とし精力的な生産
活動を展開してきました。とりわけ、石油精製装置・各種化学プラントの建設、消音装置製作据付、及び高圧配管や熱交換器
の製作、それに伴うメンテナンスにおいては業界の熱い期待を担ってきました。しかしながら当社は現況に甘えることなく、
総合エンジニアリング企業としての特性を更に強化すべく、企画・設計段階から参入可能な開発・提案型企業への脱皮を強力
に推し進めています。こうしたビジョンを踏まえサービス体制の充実は勿論のこと、プラントの安全・安定操業のサポート役
としての「ツルヤマテクノス」の立場をより一層、明確化し、エンジニアリングメーカーとしての責任を果たしていく所存です。

〒 299-0101
千葉県市原市青柳北２丁目３番地の１
TEL. 0436-21-6522
FAX. 0436-21-4001
http://www.tsuruyama-tec.co.jp

『小さな大企業』を目指す
地域密着型企業

熱交換器の「リチュービング」技
術は高品質と技術力の高さで定評
があり、その実力は関東エリアで
はトップクラスのシェアを誇って
いると供に各種消音装置製作・据
付についても官公庁を含め豊富な
納入実績を有しています。

『誠実・和・礼儀・創造・勇気を
常に心に持ち、目標管理能力を高め、
全員参加で顧客に信頼される、
素晴らしい小さな大企業を目指す』

ツルヤマテクノス株式会社
代表取締役社長　鶴山　孝行

社長挨拶

　私は最も安全なボルボの魅力をお伝えす
る為、車両説明やボルボの安全に対する考
え方について営業としてお話しています。
点検や整備のアフターフォローなどお客様
のカーライフ全てに関わることができます。
ディラーというお仕事は見えない仕事が多
く、納車されて初めて深くお客様の生活に
携わることができます。お客様に合ったお
車を提供する難しさ以上にご満足いただけ
たときのお声がやりがいになっています。
　東邦オートでは充実した新人研修があり
社会人としての基礎からプレミアムブラン
ドのスタッフとしての立ち居振る舞いを学
ぶことができます。ホームステイ中は商品
知識や競合車両の比較など行いました。ま
た、配属先ではメンター制度が導入されて
おり相談や学びやすい環境が整えられてい
ます。
　就職活動は、大きな節目になります。東
邦オートでは整った環境のなかで目標を
もって学ぶことができます。是非、一緒に
働きましょう！

【当社の特徴】

1968 年創業の当社は、お蔭様で一昨年 50周年を迎えることが出来ました。
経営理念に掲げる「お客様の満足を追求し、全従業員を幸福（しあわせ）にする」を基に、
世界最高水準の安全性能と自然環境に配慮したVOLVO車の販売及びメンテナンスを通
して、お客様に安全・安心を提供し続けることにより発展して参りました。

過去には 11年連続新車登録台数全国１位を誇るVOLVOトップディーラーです。

また、社員の健康維持にも積極的に取り組み、経済産業省の認定制度「健康経営優良法人・
ホワイト 500」の認定も４年連続で獲得しております。

良質な商品とサービスを提供し、これからもお客様の信頼と満足を獲得して参ります！
当日は、当社ブースで皆様とお会い出来る事を楽しみにしております！

〒 261-002
千葉市美浜区幕張西 2-3-1
TEL. 043-272-1192
FAX. 043-275-4169
https://www.volvo-tohoauto.com/東邦オート株式会社

V O L V O

先輩からの
メッセージ

2020年入社 
敬愛大学
国際学部
国際学科
吉崎 真璃樹

2018-2019
日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞

2017-2018
日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞

業種
建設業・金属加工

業種
小売業
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【当社の特徴】
●

●

私達は、ＣＮＣ自動旋盤による精密シャフト、ポンプユニットのアッセンブリーを手掛け、「部
品製作」「機械組立て」により生活に必要な設備機器の機能・性能を維持し社会の生活基盤
を支えています。
創業 1964 年と歴史のある会社で、「金属加工のスペシャリスト」として専門技能を磨き「精
密機械部品製造」を通して社会生活の基盤を支えていることを実感でき、自分の社会的存在
価値を認識することができます。

●県内の各種イベントでの「こどもコマ大戦」や中学生の職場体験学習の受入れなどにより地
域に貢献するとともに、次代を担う子供たちの「ものづくり」への興味を持ってもらい業界
の将来を活性化する活動を続けています。
また、活動を通した製品の「コマキット」が「ちばものづくり認定製品」として県から認定
されました。

〒 273-0128
千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山 1-10-8
TEL. 047-385-3211
FAX. 047-385-8382
http://www.hanabusa-s.co.jp/

有限会社 英製作所

経営理念

●「部品製作」「機械組立て」を通じ、社会の
生活基盤を支えている会社です。

●創業1964年と歴史ある会社で、専門技能
を磨き、社会的存在価値を担っています。

創業以来56年間、日本の基幹産業として
高度経済成長を支え、その後、幾多の苦難
を乗り越え半世紀以上ものづくりに活躍し
てきました。

自分の手で形あるものを残す達成感は「も
のづくり」でしか味わえないだいご味でも
あります。お客さんの笑顔を感じると同時
に自分にしか分からない喜びも味わえま
す。
弊社はいわゆる「町工場」ですが、「もの
づくり」の本質的な喜びを味わうことがで
きます。

社長からの
メッセージ

秀工業大学新卒４期生として入社しまし
た。現在は営業職として、ハウスメーカー
の住宅解体見積の現地調査、見積金額の折
衝、お施主様アンケートのヒアリング等を
行っています。
秀工業の魅力は自由な社風にあり、限られ
た業務の中で働くルーティーンワークだけ
ではなく、幅広く動くことができます。そ
れは秀工業の事業に由来しており、私たち
は木造住宅の解体を行うだけではなく、自
社の工場にてリサイクル加工を行ったり、
さらには洋菓子製造にもチャレンジしてお
ります。覚えることはたくさんありますが、
日々自分が成長していることを実感できま
す。

【当社の特徴】百年先を観る家屋解体
～百年先の子供たちに本物のイチゴを食べさせたい～

秀工業は 1971 年に「土屋工務店」というハウスメーカーとして起業。後にメイン事業を解体
工事にシフトし、現在は木造住宅解体に特化しております。そしてその解体木材を細かく砕き、
何億もの有効微生物を用いて発酵させた畑の土壌改良材「秀じいの堆肥」を製造し、多くの農
家様にご愛用頂いております。

また本社近くに「成田ファームランド」を設立。「健康な土で育った農作物は体に優しく美味
しい」をテーマに自社の独自農法にこだわり、自分たちで育てた農作物やその農作物を使った
プリンやバウムクーヘン等も販売する観光農園も運営しております。

今後も日本の農業を変えるべく、解体だけではない総合リサイクル会社として日々取り組んで
おります。

〒 287-0211
千葉県成田市所 1245-2
TEL. 0476-73-5533
FAX. 0476-73-5534
http://hide-g-kaitai.com/

秀工業株式会社
先輩からの
メッセージ

2019年入社 
千葉工業大学
工学部卒
前田 美瑞季

★気になる人は
まずは会社見学から！★

業種
製造業

業種
建設業・農業

３１

３２



ビジネスを成功させる最大の要因は「優秀な人材の確保と育成にある」最初からすべて 
が完全にできる人などいません。「飲食業界ははじめての人」を「何でもこなせる人」 に
育て、「飲食のプロ」として成長させていく。私たちの会社にはそのためのあらゆる ノウ
ハウがそろっています。ゆうえんの中華料理を通じて、一人でも多くのお客様に、 リーズ
ナブルな値段でより良いサービスで提供することで、広く地域社会に貢献し、将 来的に
は 100 店舗の大規模チェーン展開を目指していきたいと考えています。

2016 年４月に入社し、接客の仕事をメ
インに、製麺や餃子作りなど製造の仕事も
経験し、今は来年店長になることを目指し
て、調理はもちろん店舗全体の運営業務を
勉強している最中です。製造の 仕事は私
の自信に繋がっていると感じてい ます。
私が作らせてもらっている麺・餃子は、我
社で主軸になっている商品なので、麺の製
造、餃子の製造を任せてもらえると言う点
と、殆どの人が行っていない２つの 製造
を任されると言う点で自信に繋がっていま
す。入社当初は、今まで 経験の無かった
接客だったり、製造だったりと、分からな
い事だらけで戸惑っていましたが、４年
たった今調理もこなし、店舗全体がなんと
なく見えるようになってきました。出来る
ことが増えていき、分からない事がだんだ
んと分かるようになり、自分の実力がだん
だんと上がってきている事が、実感できる
ようになりました。最初は誰でも出来ない
し、分からないものです。だんだんと出来
るようになって行く事に遣り甲斐を感じ、
出来ない知らないと言う事を克服して、私
達と一緒に成長していけるような仲間達と
出会えることを願っています。

先輩からの
メッセージ

2016年入社 
国際武道大学
体育学部卒
青木  善栄

〒 271-0086
千葉県松戸市二十世紀が丘萩町 10-4-203
TEL. 047-363-1786.
FAX. 047-363-1819
http://www.matsuoh-foods.co.jp

株式会社 マツオー

【当社の特徴】

経営理念にある、

○前向き できない理由を考えるのではなく、実行するためにどうするか。

○スピードある行動力 まずやってみる。即やってみる。ダメなら別の方法でやってみる。

○すべての依頼にチャレンジ 仕事の依頼は断らない。

お客様がお困りで、弊社が頼られているのだから、それに応える。をモットーとし、
成長している会社です。主なお客様として、発電所・石油化学工場・製鉄所・清掃工場
等があり、日本のインフラ（社会基盤）を支えているんだ！と自負しています。2016 年
12 月に横浜事業所を開設しました。また、2012 年度に市原市に、2015 年度に木更津市
と千葉市にグループ会社を設立しました。事業所・グループ会社全体で 50拠点を目指し、
社長を筆頭に社員一同が頑張っています。

〒 283-0021
千葉県東金市小野 71-1
TEL. 0475-50-6550
FAX. 0475-50-6551
http://mep.co.jp

有限会社マリブエンタープロジェクト

当社は、事業所・
グループ会社計 50
事業所（社）を目指
しています。その実
現の為には、単純に
50 人の社長が必要
になります。
2017年度により、

事業所所長・社長を
自社から出すために、
経営企画室を設置し、若手の案を吸い上げ、
反映し、ともに成長し、グループ会社50社
の早期達成をと考えています。
社長になりたい、会社を経営してみたいと

お考えでしたら、一緒に頑張ってみませんか。

社長から一言

「建設業」と聞くと怒鳴られるイメージが
強い私でしたが、全然違いました。
右も左もわからない自分に、先輩社員の皆
さんから、仕事を一つ一つ丁寧に教えてい
ただき、少しずつですができることが増え
てきました。
自分で考えて動けることも増え、そのたび
に喜びを感じています。
後輩へ一言▶継続は力なり。やる気が大事
です。

先輩からの
メッセージ

2017年入社
千葉県立農業
大学校卒
小川 和真

業種
フードサービス

業種
建設業・機械器具
設置工事業
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【当社の特徴】
【特長①】教育業界で伸びてきた当社だからこそ、他社にはない研修を実施しています！
芸人の方を招いた「お笑い研修」や、相撲部屋の朝稽古を見学する等、ユニークな活動を行っ
ています。もちろん、社員の持ち込み企画も大歓迎です！！
【特長②】魅力的な代表に惹かれて入社を決める社員が多数います！サラリーマンから独立を
し、当社を立ち上げた代表の想いは、「自分達に関わる全ての人々に対して『勢い』を発揮し、
日本中が『勢い』に満ちた国にする」ことです。複数の著書も出版しており、「教育」を通し
て社会貢献できるべく、日々活動しています。現在 100 教室以上を運営していますが、2023
年度までに 200 教室を展開するという目標を掲げています。大きな数字ではありますが、社
員全員から集めた今後のビジョンをもとに、実現可能であると確信を持っています。
【特長③】新規事業開拓も積極的に取り組んでいます！ユニークな人材育成及び、代表自らの
起業経験に基づいた会社づくりのノウハウを利用して、直近では他社クライアントの組織マネ
ジメントに関するコンサルティング事業を行っています。現場の社員の声も反映しながら、当
社が大事にしている「ノリ」を大切に、新しい事業にもどんどん挑戦していく勢いがあります！
社会人になって、新規事業にトライしたい方、人材の教育に興味がある方、是非当社の説明を
聞いていただき、会社見学にお越しください！必ず皆さんにとってのやりがいを見つけること
ができると思います。

〒 277-0863
千葉県柏市豊四季 1008番１号
TEL. 03-6240-9118
FAX. 03-6369-3063
http://www.wits.vc/

株式会社WITS

入社一年目で活躍する人材の共通点とは？
WITS ではインターンを随時受付中です。どの会
社に行っても通用する「整理整頓・掃除管理」術
を身に付けられる「超絶★インターン」というこ
とで、WITS 流仕事術を体感できます。特に、入
社１年目で活躍する人材に共通することとして
は、整理整頓掃除にこだわりが持てること、社会
人として活躍していくぞ、という勢いがあること、
さらに数年先の野望があることがあげられます。
今後入社する新卒社員たちはWITSの先輩社員達
に良い刺激を受けることは間違いないでしょう。
第一線で働く我々がカッコよく、そして自信と熱
意に溢れて仕事する姿を若者に見せつけていきた
いものです。

社長からの
メッセージ

株式会社WITS
代表取締役社長
喜多野 正之

私は入社をして４年目となります。これまでの会
社と比べて、WITS はとても風通しの良い会社だ
と感じます。この規模で社長や役員の方とこんな
にフラットに話せるというのは他ではあり得ませ
ん。WITS の仕事は基本的な型はもちろんありま
すが、基礎をやった上で自由な発想で仕事に取り
組むことができます。やりたいことに積極的に取
り組める社風なので、「仕事を通じて社会を良く
したい、自分を成長させたい！」という成長意欲
のある方にはぴったりな会社です。
「ノリと勢い」のある熱い方の応募お待ちしてお
ります。

採用担当からの
メッセージ

小林 さやか

業種
教育サービス業
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