
２９年 会社名 業　種 職　種 必要な経験等 必要な免許・資格
求人番号

（１２０５０）

1 アクサ生命保険（株）木更津営業所 生命保険業
商工会議所共済・福祉制度
推進スタッフ

不問 普通自動車免許（優遇） ７１９５６７１

2 ＊（株）イーエスケイ
情報処理・提供サー

ビス業
システムエンジニア、プロ
グラマー

不問
情報処理推進機構（ＩＰＡ）主催の資格を有する
ことが望ましい、普通自動車免許

６８９１０７１

賃貸住宅の仲介営業 不問 普通自動車免許、宅地建物取引士　優遇 ７２７２３７１

一級・二級建築士又は建築
施工管理技士

不問（経験者優遇）
普通自動車免許，一級・二級建築士又は建築施工
管理技士

７２３２４７１

経理・財務 会社経理、財務経験のある方優遇 普通自動車免許，簿記２級以上 ７２３１５７１

4 エスメント関東(株)
セメント・同製品製造

業
セメント製造業 不問 普通自動車免許（ＡＴ可） ７７１２９７１

購買事務／木更津事務所 ＰＣ操作必須（実務レベル） 普通自動車免許あれば尚可 ７１９４３７１

人事グループスタッフ／木
更津事務所

ＰＣ操作必須（実務レベル），人
事、採用業務経験者尚可

普通自動車免許あれば尚可 ７１９３０７１

経理事務／木更津事務所
経理事務経験者尚可、ＰＣ操作必
須

普通自動車免許あれば尚可 ７１９１９７１

総務事務／木更津事務所
エクセル・ワード・Ｅメール出来
る方（必須）、事務経験者尚可

普通自動車免許あれば尚可 ７１９２１７１

木更津総合卸商業団地協同組合

・(株)イベント・コミュニケーションズ 各種物品賃貸業 企画営業
フォークリフト運転免許があれば
仕事に活かせます

普通自動車免許 ７７１３１７１

その他の飲食料品小売
業

自動販売機内の補充・管理
スタッフ

不問 普通自動車免許 ７７２７７７１

その他の飲食料品小売
業

自動販売機設置提案・営業
スタッフ

不問 普通自動車免許 ７７２９２７１

営業職 不問 普通自動車免許（ＭＴ車）
１２０１０－

３３６３７６７１

技術職 不問 普通自動車免許（ＭＴ車）
１２０１０－

３３６６２５７１

7 黒崎播磨（株）君津支店 その他の設備工事業 整備作業員 不問（経験者優遇）
不問（当社教育プログラムで取得していただきま
す。）

７３０７２７１

8
特定非営利活動法人　コミュニティワーク

ス
障害者福祉事業 福祉作業所での作業指導員 パソコンの基本操作 普通自動車免許 ７１９７４７１

工場内作業並びに工程管理
業務

不問 不問 ８４９３４７１

研究開発職 不問 不問 ８４９２５７１

港湾荷役監督
（フォアマン）

不問 普通自動車免許 ７１８３９７１

炉前工 不問 普通自動車免許 ７１８４１７１

機械設備点検・運転 不問 普通自動車免許 ７１８５０７１

11 新日本熱学（株）君津事業所 建築工事業
施工管理技術者又は安全衛
生管理者

現場管理経験者優遇
普通自動車免許（ＡＴ限定不可），建築施工管理
技士資格取得者優遇

７２３３７７１

介護職（地域貢献職） 不問
介護職員初任者研修，普通自動車運転免許（ＡＴ
可）

７２４８３７１

介護職 不問
介護職員初任者研修，普通自動車運転免許（ＡＴ
可）

７２３９３７１

介護スタッフ
（看護小規模多機能）

不問
介護職員初任者研修あれば尚可，普通自動車運転
免許

７２３０６７１

13 （株）耕す 耕種農家 農業 不問 普通自動車免許（ＡＴ不可） ７６５１５７１

14 （株）テツゲン君津支店 その他の鉄鋼業 製造ラインオペレーター 不問
車両系建設機械技能講習（整地・運搬）又は天井
クレーン，大型自動車免許一種あれば尚可

７１９８７７１

機械設計 ＣＡＤ操作経験あれば尚可 不問 ７２６７４７１

機械組立 不問 不問 ７２６６５７１

製造・技術職（一般職） 不問 フォークリフト，玉掛け免許尚可 ７１９０２７１

製造・技術職（総合職） 不問 フォークリフト，玉掛け免許尚可 ７１８９４７１

17 日伸精機（株）かずさ工場 その他のはん用機械 電気設計 不問 普通自動車免許（ＡＴ限定可） ７２３４８７１

クレーンオペレーター 不問 クレーン免許 ７４４２５７１

設備保全・メンテナンス 電気工事経験 第二類電気工事士 ７４４４７７１

製造オペレーター 不問 普通自動車免許 ７４３８２７１

構内ドライバー 不問 大型一種免許 ７４４３４７１

ハイヤー運転者 不問 大型二種免許 ７３０６８７１

乗合バス運転者 大型車両運転経験 大型二種免許 ７３０５７７１

一般事務
パソコン（エクセル・ワード）出
来る方

普通自動車免許（ＡＴ限定不可） ７３０３５７１

営業職（東京） 不問 普通自動車免許（ＡＴ可） ７３８８４７１

営業職（横浜） 不問 普通自動車免許（ＡＴ可） ７３９０９７１

営業職（埼玉） 不問 普通自動車免許（ＡＴ可） ７３９２０７１

営業職（千葉） 不問 普通自動車免許（ＡＴ可） ７３９３３７１

介護職 不問 普通自動者免許 ７２５９４７１

介護職員 経験者優遇
介護福祉士，ホームヘルパー２級、介護職員初任
者研修修了あれば尚可

７２５６３７１

介護職 不問
普通自動車免許，介護福祉士，介護職員初任者研
修修了、社会福祉主事任用あれば尚可

７２６０２７１

機械整備士 機械整備経験者優遇 ガス溶接、アーク溶接、玉掛免許あれば尚可 ７３３３９７１

ベアリング整備 不問 天井クレーン免許、玉掛技能 ７３３４１７１

機械オペレーション業務 不問 天井クレーン免許、玉掛技能あれば尚可 ７５６００７１

＊は、ユースエール認定企業 ９／２２現在

15

19

（株）東京機械製作所
　かずさテクノセンター

一般産業用機械・装
置製造

日東交通（株）
一般乗合旅客自動車

運送業

（株）ドペル本社工場 建築材料卸売業

18 日鉄住金物流君津(株)
その他の運用に付帯
するサービス業

16

22

不動産管理業日本賃貸保証（株）20

社会福祉法人　梅香会 老人福祉・介護事業21

三島光産(株)
鉄鋼君津事業本部

製鉄業

「　木更津でお仕事さがし　」
～地元企業合同就職説明会参加事業所～

ｅｐｍ不動産(株)
不動産代理業・仲介

業

（株）川島コーポレーション 老人福祉・介護事業

　山九（株）君津支店 製鉄業

セントケア千葉（株）
（セントケアさいわい）

老人福祉・介護事業

3

5

10

12

・ヒラノ商事(株)

三愛プラント工業（株）9 表面処理鋼材製造業

・(株)千葉測器 書籍・文房具小売業

6


