
注）1　この求人情報は9月11日現在の情報です。求人内容が一部変更になる場合もあり

　　　　ますので、ご注意ください。

注）2　面接会専用求人です。事前の応募はできません。

注）3　求人内容の詳細や面接会への参加方法は千葉、千葉南、成田、茂原の各ハロー

　　　　ワークにお問い合わせください。　

整理番号 事　業　所　名 就　業　場　所 職　　　種 求人数

千－１ 株式会社　京葉銀行 千葉市中央区・美浜区 一般事務（嘱託社員） 5

千－２ 千葉トヨタ自動車　株式会社 白井市 洗車業務（パート） 1

千－３ 株式会社　千葉銀行 千葉県内の本支店等 一般事務（嘱託） 3

千－４ ミニストップ　株式会社 千葉市美浜区・幕張事務所
一般事務・会計事務
（正社員）

3

千－５
ＳＭＢＣグリーンサービス株式会社　千葉
業務部

千葉市中央区 銀行受託事務（嘱託社員） 5

千－６ 千葉日産自動車　株式会社 千葉市中央区 営業部員（正社員） 1

千－７ ダイハツ千葉販売　株式会社 東金市 納車準備　軽作業（パート） 1

 ≪第17回 障害者雇用促進就職面接会（平成29年10月19日開催）参加求人情報≫

（ハローワーク千葉）



千－８ 日産プリンス　千葉販売　株式会社 県内３６店舗
車両回送・洗車・車両誘導
（嘱託）

1

千－９ 株式会社　スズキ自販千葉 千葉市花見川区
営業事務（フルタイムパー
ト）

3

千－10－① シーデーシー情報システム株式会社 千葉市中央区 一般事務（パート） 1

千－10－② シーデーシー情報システム株式会社 千葉市中央区 キーパンチャー（パート） 1

千－11－① ネッツトヨタ千葉株式会社 千葉市中央区 洗車清掃スタッフ（パート） 1

千－11－② ネッツトヨタ千葉株式会社 千葉市若葉区 洗車清掃スタッフ（パート） 1

千－12 ＥＭオノエ株式会社　千葉事業所 千葉市中央区
職場環境整備・清掃等（正
社員）

1

千－13
医療法人社団　誠馨会
千葉中央メディカルセンター

千葉市若葉区
車両誘導・整理及び雑務
（契約・嘱託社員）

1

千－14
社会福祉法人　旭会　特別養護老人ホー
ム　あさひ園

四街道市 非常勤介護職員（パート） 2

千－15 株式会社　日警保安 千葉市花見川区 警備職（正社員） 1

千－16 株式会社千葉データセンター 千葉市稲毛区 データ入力・事務（嘱託） 1

千－17－① 株式会社　ライフクリエイト 千葉市中央区 事務（パート） 1

千－17－② 株式会社　ライフクリエイト 千葉市中央区 事務（パート） 1

千－18 三井造船システム技研株式会社 千葉市美浜区
システムエンジニア・事務
（契約社員）

1

千－19－① エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 千葉市美浜区 営業アシスタント(正社員) 1

千－19－② エスアイアイ・セミコンダクタ株式会社 松戸市
半導体設計エンジニア（正
社員）

2



千－20－① テクノインテリジェンスサービス株式会社 千葉市中央区 事務（パート） 1

千－20－② テクノインテリジェンスサービス株式会社 市原市 事務・軽作業（パート・嘱託） 1

千－21 社会福祉法人　泉寿会 千葉市若葉区
リネン交換・おしぼりたたみ
（パート）

1

千－22 株式会社　イオンファンタジー 千葉市美浜区 一般事務（パート） 1

千－23 イオンモール　株式会社 千葉市美浜区 一般事務（コミュニティ社員） 5

千－24 株式会社　ザ・マンハッタン 千葉市美浜区 スチュワード（パート） 1

千－25 株式会社　マウントバード　千葉支店 千葉市若葉区・花見川区 介護補助（パート） 2

千－26 株式会社　ＨＭスタッフ 千葉市若葉区 倉庫内軽作業（派遣パート） 3

千－27 イオン保険サービス　株式会社 千葉市美浜区 一般事務（パート） 3

千－28 株式会社　プロエイム 千葉市中央区 一般事務（正社員） 1

千－29 株式会社　ホンダカーズ千葉 千葉市中央区 洗車・軽作業（パート） 1

千－30 株式会社　生活品質科学研究所 千葉市美浜区
一般事務（簡単な検査補助
含む）（長時間・パート）

3

千－31－① グリーンカプセルコーポレーション株式会社 千葉市中央区
書類・伝票の入力・整理
（パート）

1

千－31－② グリーンカプセルコーポレーション株式会社 船橋市 軽作業（パート） 3

千－32 社会福祉法人　千葉シニア 四街道市 生活支援スタッフ（パート） 1

千－33－① 株式会社千葉イエローハット 千葉市中央区
車の洗車、清掃業務（パー
ト）

2



千－33－② 株式会社千葉イエローハット 印西市
車の洗車、清掃業務（パー
ト）

2

千－34－① アコレ　株式会社
東京、埼玉、千葉県下
のアコレ店舗

店だし専任職（売場での店だし及
び関連業務）（コミュニティ社員） 10

千－34－② アコレ　株式会社
東京、埼玉、千葉県下
のアコレ店舗

レジ専任職（レジ、それに伴うお
客様応対等）（コミュニティ社員） 10

千－35
アース環境サービス　株式会社　関東支店
千葉営業所

千葉市中央区 一般事務（パート） 2

千－36－①
エヌ・ティ・ティ・システム開発　株式会社
千葉支店

千葉市中央区 一般事務職（契約社員） 1

千－36－②
エヌ・ティ・ティ・システム開発　株式会社
千葉支店

千葉市中央区 営業事務職（契約社員） 1

千－36－③
エヌ・ティ・ティ・システム開発　株式会社
千葉支店

千葉市中央区 経理事務職（契約社員） 1

千－37－① スターツアメニティー　株式会社 千葉市美浜区
メンテナンス・修繕（正社員
以外）

3

千－37－② スターツアメニティー　株式会社 千葉市美浜区 メンテナンス・修繕（パート） 3

千－37－③ スターツアメニティー　株式会社 千葉市美浜区 一般事務職（パート） 2

千－37－④ スターツアメニティー　株式会社 千葉市美浜区 一般事務職（正社員以外） 2

千－38－① 株式会社　ＭＢＭ 浦安市入船 一般事務（嘱託社員） 5

千－38－② 株式会社　ＭＢＭ 浦安市入船 一般事務（パート準社員） 1

千－38－③ 株式会社　ＭＢＭ 浦安市舞浜 一般事務（パート準社員） 1

千－38－④ 株式会社　ＭＢＭ 浦安市舞浜 清掃（パート準社員） 5

千－38－⑤ 株式会社　ＭＢＭ 浦安市
清掃・仕分け（パート準社
員）

5



千－39
山崎製パン株式会社
デイリーヤマザキ事業統括本部

千葉県内・東京２３区
内の直営店

コンビニエンスストア
スタッフ（パート）

2

千－40 新日鐵住金　株式会社　技術開発本部 富津市 事務（嘱託社員） 1

千－41 株式会社　マツモトキヨシ
住居から通える範囲
の各店舗

医薬品・化粧品販売担当
（エキスパートクルー）

5

千－42 株式会社　くすりの福太郎 市川市・船橋市 店舗スタッフ（パート） 3

千－43 株式会社　カスミ 県内各店舗 販売（パート） 1

千－44 株式会社ベイシア電器 佐倉市 商品管理等の販売（パート） 1

千－45 株式会社　メディセオ 千葉市中央区 事務職（嘱託） 1

千－46
みずほフィナンシャルグループ・
みずほ銀行・みずほ信託銀行

千葉エリア他県内・
東京所在の本支店等

一般事務サポート（嘱託） 3

千－47－① 株式会社　東洋食品 山武郡芝山町 給食スタッフ（パート） 1

千－47－② 株式会社　東洋食品 山武市 給食スタッフ（パート） 1

千－47－③ 株式会社　東洋食品 八街市 給食スタッフ（パート） 1

千－47－④ 株式会社　東洋食品 いすみ市 給食スタッフ（パート） 1

千－48－① 株式会社　富士通マーケティング
千葉市中央区・東京都港
区

営業（正社員） 1

千－48－② 株式会社　富士通マーケティング
千葉市中央区・東京都港
区

一般事務（正社員） 1

千－49－① アデコビジネスサポート　株式会社 在宅勤務
テレフォンオペレーター（契
約社員）

3

千－49－② アデコビジネスサポート　株式会社 新宿区
テレフォンオペレーター（契
約社員）

3



千－49－③ アデコビジネスサポート　株式会社 新宿区 一般事務（契約社員） 3

千－50－① 株式会社　ルネサンス 墨田区 社内ＳＥ（アルバイト） 1

千－50－② 株式会社　ルネサンス 浦安市
店舗一般事務・フロント
（アルバイト）

2

千－50－③ 株式会社　ルネサンス
千葉市稲毛区・緑区・花
見川区

店舗一般事務・フロント
（アルバイト）

3

千－50－④ 株式会社　ルネサンス 墨田区 一般事務（アルバイト） 1

千－51－① 島村楽器株式会社 船橋市 店舗スタッフ（アルバイト） 1

千－51－② 島村楽器株式会社 船橋市 店舗スタッフ（契約社員） 1

千－52 株式会社ゲオビジネスサポート 千葉市美浜区
清掃・返却・加工業務（パー
ト）

1

千－53－① 株式会社ケーヨー 千葉市若葉区 一般事務（パート） 1

千－53－② 株式会社ケーヨー 八街市 店舗販売（パート） 1

千－54－① 株式会社川島屋 千葉市花見川区 清掃係（パート） 1

千－54－② 株式会社川島屋 千葉市花見川区 米飯の製造（パート） 1

千－54－③ 株式会社川島屋 千葉市花見川区 箱洗浄（パート） 1

千－54－④ 株式会社川島屋 千葉市花見川区 清掃係（パート） 2

千－55
株式会社　富士通パブリックソリューション
ズ

千葉市美浜区
システムエンジニア・一般事
務（契約社員）

1

千－56－①
株式会社やる気スイッチグループホール
ディングス

千葉市美浜区
コールセンタースタッフ（契
約社員）

1



千－56－②
株式会社やる気スイッチグループホール
ディングス

千葉市美浜区 事務（契約社員） 3

千－57 アビリティーズジャスコ　株式会社 千葉市美浜区 事務補助（パート） 1

千－58 株式会社　千葉ビジネスサポート 千葉市稲毛区
店舗スタッフ補助（契約社
員）

2

千－59 株式会社　つばめ急便　千葉センター 千葉市花見川区
清掃作業（パート・アルバイ
ト）

1

千－60 コスメーム　株式会社 千葉市美浜区 一般事務（パート） 1

整理番号 事　業　所　名 就　業　場　所 職　　　種 求人数

南－１
医療法人社団　誠馨会
千葉メディカルセンター

千葉市中央区
医療事務・一般事務
（パート）

2

南－２ アドレス・サービス　株式会社 東金市・八街市
パソコンや携帯ゲーム機の
修理及び関連作業（パート）

10

南－３－① 南総通運株式会社 茂原市 一般事務（正社員以外） 1

南－３－② 南総通運株式会社 東金市 一般事務（正社員以外） 1

南－４ 株式会社　富士薬品 千葉県内各店舗
ドラッグストア販売補助
（パート）

5

南－５ 株式会社　ケイ・ティ・サービス 市原市 事務員（正社員） 1

南－６ 株式会社　サービスワン 市原市 事務員（正社員） 1

南－７ 三井化学株式会社　市原工場 市原市 事務職（正社員以外） 1

南－８ 医療法人社団　白金会 市原市 事務・軽作業（パート） 2

（ハローワーク千葉南）



南－９ 大和ハウス工業　株式会社　千葉支社 千葉市緑区 一般事務職（契約社員） 1

南－10－① 住化ロジスティクス　株式会社 東京都中央区 一般事務（契約社員) 1

南－10－② 住化ロジスティクス　株式会社 東京都中央区 一般事務（パート） 1

南－11
ＪＦＥケミカル　株式会社　東日本製造所
千葉工場

千葉市中央区
化学品の試験分析、品質評
価の業務（正社員）

2

南－12 株式会社　クロヒジ 市原市 一般事務（正社員） 1

南－13 ＪＸＴＧエネルギー　株式会社　千葉製油所 市原市 一般事務（契約社員） 1

南－14－① 中央石油販売株式会社　おゆみ野ＳＳ 千葉市中央区
ガソリンスタンド販売員
（パート）

1

南－14－② 中央石油販売株式会社　浜野インターＳＳ 千葉市中央区
ガソリンスタンド販売員
（パート）

1

南－14－③ 中央石油販売株式会社　国分寺台店 市原市
ガソリンスタンド販売員
（パート）

1

南－14－④
中央石油販売株式会社　鎌取サービスステーション・
セブンイレブンおゆみ野南５丁目店 千葉市緑区

ガソリンスタンド販売員
（パート）

1

南－14－⑤ 中央石油販売　株式会社　若宮ＮＴＳＳ 市原市
ガソリンスタンド販売員
（パート）

1

南－15 株式会社　レカムサービス 習志野市・八千代市 窓口接客（契約社員） 2

南－16 三井造船株式会社　千葉事業所 市原市 事務員（嘱託社員） 1

南－17 コスモペトロサービス株式会社 市原市 一般事務（契約社員） 1

南－18 株式会社　エヌテック 印旛郡酒々井町
工場内作業・ピッキング・仕
分け（有期雇用派遣）

5

南－19 株式会社エヌ・シー・エス 千代田区
サポートデスク・回線開通工
事調整業務（正社員）

2



整理番号 事　業　所　名 就　業　場　所 職　　　種 求人数

成－１ フコク情報システム　株式会社 印西市 プログラマー（契約社員） 2

成－2 株式会社　ＮＡＡ　リテイリング 成田市 販売員（契約社員） 3

成－３－① 空港情報通信株式会社 成田市
システムエンジニア（嘱託社
員）

1

成－３－② 空港情報通信株式会社 成田市 設計職（嘱託社員） 1

成－４－① 株式会社　ノジマ 印西市 接客販売（パート） 1

成－４－② 株式会社　ノジマ 佐倉市 接客販売（パート） 1

成－４－③ 株式会社　ノジマ 印西市 商品陳列スタッフ（パート） 1

成－４－④ 株式会社　ノジマ 佐倉市 商品陳列スタッフ（パート） 1

成－５ 株式会社　ジョイネット 県内各店舗 販売業務（正社員） 1

成－６－① 春秋航空日本　株式会社 成田市 整備部スタッフ（契約社員） 2

成－６－② 春秋航空日本　株式会社 成田市
運航（統制）スタッフ
（契約社員）

2

成－６－③ 春秋航空日本　株式会社 成田市 運航部スタッフ（契約社員） 2

成－６－④ 春秋航空日本　株式会社 成田市
総務人事スタッフ
（契約社員）

1

成－６－⑤ 春秋航空日本　株式会社 成田市 法務担当（契約社員） 2

（ハローワーク成田）



成－６－⑥ 春秋航空日本　株式会社 成田市 経理スタッフ（契約社員） 2

成－７ 米屋　株式会社 成田市 和菓子製造（契約社員） 1

成－８－① 株式会社　秋葉牧場（成田ゆめ牧場） 成田市 製造補助（パート） 1

成－８－② 株式会社　秋葉牧場（成田ゆめ牧場） 成田市 調理補助（パート） 1

成－８－③ 株式会社　秋葉牧場（成田ゆめ牧場） 成田市
情報処理・システム管理
(パート)

1

成－９－① 株式会社　成田空港ビジネス 成田市
カート回収サービス業務
（契約社員）

1

成－９－② 株式会社　成田空港ビジネス 成田市
カート回収サービス業務
（パート）

1

成－10 ジェットスター・ジャパン株式会社 成田市 一般事務（契約社員） 5

成－11 バニラ・エア　株式会社　本社 成田市 一般事務（パート） 1

成－12 株式会社　ＮＡＡファシリティーズ 成田市 一般事務（契約社員） 1

成－13 株式会社　エコーパートナーズ 成田市 航空手荷物取扱（正社員） 2

成－14 日本通運株式会社航空事業支店
成田市・千葉市稲毛区・
市川市

一般事務（契約社員） 3

整理番号 事　業　所　名 就　業　場　所 職　　　種 求人数

茂－１ 大多喜ガス株式会社 千葉市緑区・茂原市 一般事務（パート） 1

茂－２ 三井化学株式会社　茂原分工場 茂原市 一般事務（嘱託） 1

（ハローワーク茂原）



茂－３－①
パシフィックゴルフマネージメント株式会社
丸の内倶楽部

長生郡長柄町
ゴルフ場　ポータースタッフ
（パート）

1

茂－３－②
パシフィックゴルフマネージメント株式会社
丸の内倶楽部

長生郡長柄町
ゴルフ場　厨房スタッフ
（調理補助）（パート）

1

茂－４－① 伊勢化学工業株式会社　管理本部
長生郡一宮町・大網白里
市

工場内作業（嘱託従業員） 1

茂－４－② 伊勢化学工業株式会社　管理本部
長生郡一宮町・大網白里
市

工場内作業（パート） 1

茂－５－① 沢井製薬株式会社　関東工場 茂原市 事務スタッフ（契約社員） 1

茂－５－② 沢井製薬株式会社　関東工場 茂原市 事務スタッフ（パート） 1

茂－５－③ 沢井製薬株式会社　関東工場 茂原市 清掃（契約社員） 1

茂－５－④ 沢井製薬株式会社　関東工場 茂原市 清掃（パート） 1

茂－６－① 南総総業　株式会社　長柄事業所 長生郡長柄町
製造ラインオペレーター（契
約社員）

5

茂－６－② 南総総業　株式会社　長柄事業所 長生郡長柄町
フォークリフト運転者（契約
社員）

3

茂－６－③ 南総総業　株式会社　長柄事業所 長生郡長柄町
原料オペレーター（契約社
員）

3




