まつど新卒応援ハローワーク

平成 29 年度新規大卒者等合同企業就職面接会

企業ＰＲ一覧表（あいうえお順）
企業名
■㈱内山アドバンス

企業ＰＲ
当社は、生コンクリートの製造販売会社です。
昭和３８年設立、高い技術力・最新設備を基に、東京湾岸エリアを中心とした首都
圏に生産拠点を置く、業界屈指の業容を誇っています。東京オリンピックの開催が
決定し、当社製品のニーズが一層高まる中、需要先の皆様へ高品質な生コンクリー
トを安定的に供給することを使命に、更なる社会貢献を目指します。
経営の原動力として「人の能力」に期待しています。この理念を実現するために社
員教育を重視し、計画的な能力開発体系を組み、仕事を通じて自分を磨き、より豊
かな人間形成を図ることを目指しています。
当社の経営理念たる「積極果敢に、失敗を恐れず、やればできる」の強い意志を持
って「無限の可能性に挑戦する」人材に成長していただくことを期待します。

■㈱ＮＴＴデータ・
エム・シー・エス

設立 44 年、ＮＴＴデータのグループ会社です。
自治体基幹・エネルギー・病院・教育関連、通信等、多くの分野に関わるシステム
開発・構築・運用や、サーバ・パソコン・プリンター等の情報機器の販売、保守等、
地域に密着した『社会に役立つシステム創り』を行っています。
地域・社会のみなさまへの貢献を第一に考え、お客様の課題・ご要望に誠実に向き
合い、経験豊富なシステムエンジニアの技術・ノウハウを活かしつつ、高い品質の
サービスの安定的な提供に努めています。

■㈱岡村

弊社は、皆さんがコンビニエンスストアやスーパーマーケットでよく目にしてい
る、食品パッケージ（プラスチック製の容器や紙の箱）を取り扱う、商社兼メーカ
ーです。
お取引先のお客様は、弊社と 50 年以上に及ぶ信頼関係を持つ大手食品メーカー！
お客様と商談をして発売が決まれば、自分が提案した容器や箱が食品容器として使
用され、実際に店頭に並びます。
また弊社の強みである自社開発のケーキの箱は改良を続け 45 年以上全国で使用さ
れており、クリスマスシーズンには現在も弊社のケーキ箱が全国のお客様店舗で使
用されています。
食品を美味しく魅せるための仕事に、あなたもぜひ携わってみませんか？

■㈱加貫ローラ製作所

【世の中になくてはならないもの】
当社は様々な生産機器に組み込まれる重要な部品であるゴムローラーを製造、販売
しています。新聞などの紙への印刷から、飲料缶等の金属への印刷など、印刷業界
にはローラーが欠かせません。また液晶やリチウムイオン電池などの産業資材関
連、内装材や外装材の住宅資材関連など多くの業界の製造工程でローラーが使われ
ています。このように、私たちの身の回りにある様々な製品・商品が弊社のローラ
ーを介して作られており、皆さんの気づかないところで様々な業界を、そして皆さ
んの生活を支えています。
【安定した企業実績】
1948 年の設立以降、一度も赤字経営をしたことがない地盤の固い会社です。その
ため、年 2 回の賞与が毎年支給されています。
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企業ＰＲ
【充実した研修制度】
入社されましたら 2 年間滋賀工場で研修を受けていただきます。この研修を通じ
て、ゴムローラーについて 1 から学んでいただきます。
当社では本人が希望する場合、若いうちから大きな仕事も任されます。チャレンジ
精神のある方、前向きに取り組む姿勢のある方は是非当社にお越しください。

■㈱公友住機

昭和５５年創業以来、当社は京葉ガスサービスショップとして、都市ガス事業を通
じ、地域の社会の発展のために努力・奉仕してまいりました。さらに給排水衛生設
備をはじめ、住宅設備機器を含めたリフォームの分野において、地域住民皆様の多
様化・高度化するニーズにも、確かな技術とサービスで対応し、より豊かな生活を
営むことを願って努力してまいりました。おかげさまで、多くの皆様から高い評価
をいただき、たくさんの人の心に支えられ今日に至っております。
そんな志に共感することができる若者を歓迎しますので、ぜひご応募ください。
【当社の特徴】
・都市ガス関連企業だから安定して長く勤められます。
・専門知識が学べ、資格取得の上、手に職が身につきます。
・お客様から喜ばれ、たしかな信頼関係が生まれる仕事です。
【当社の取扱商品】
住宅の増改築、介護リフォーム及び内装工事の設計施工、インテリア用品、照明器
具並びに建築資材の販売。
京葉ガス株式会社、柏地区、松戸地区などの京葉ガス供給地域のガス開閉栓、料金
収納業務、保安点検、器具修理、ガス工事などの委託業務。
ガス器具、冷暖房機器、並びに住宅設備機器の販売、施工
ＧＨＰ（ガスヒートポンプエアコン）
・ＴＥＳ（ガス給湯・暖房システム）の販売・
施工・管理及びメンテナンス、給排水衛生設備工事、冷暖房設備工事業務

■㈱コロンブス

靴クリーム、靴用品、靴仕上剤の製造販売。靴クリーム、靴用品といえば「コロン
ブス」と言われるくらい、業界では知名度が高い会社です。シューケア用品では国
内シェアトップクラスを誇っています。

■㈱笹屋伊織

株式会社笹屋伊織は、京都で３００年以上続く屈指の京菓子の老舗です。
お客様から選ばれ続けて、長い歴史を歩んできました。
求人の内容は関東の主要駅近くの百貨店で京菓子を販売するお仕事です。難しいこ
とはありません。仕事に就くことで興味は湧いてきます。自分から和菓子の事を勉
強するスタッフが多数ですし、接客方法は先輩従業員から指導がありますので、一
歩ずつ自分自身のスキルを磨いてください。四季をとおして、１年目は勉強、２年
目は後輩の指導ができるようになります。
４～５年後に店長などを経験し、その後、近隣店舗を管轄するマネージャーなどが
希望の将来像です。もちろん個人の能力はそれぞれです。自分自身にあった働き方
もできる会社なので、何でもお問い合わせください。

■㈱三喜

婦人洋品、服地、紳士洋品、子供洋品、ベビー洋品などの衣料品、寝具、生活関連
品、インテリア用品を取り扱う小売業。全国で【ファッション市場サンキ】のチェ
ーン店展開を行っております。
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創業から 60 年、常にお客様のためを考えるというシンプルな目標の下、地道に努
力を続けて参りました。 その結果、地域のお客様に育てて頂き、一度も赤字を出
すことなく成長を続けております。店舗数も千葉県柏の 1 店舗から始まり、現在で
は北海道から沖縄まで、グループ会社を含め 200 を越える店舗数へエリアを拡大
することができました。
入社後はまず店舗に配属され、販売に関わる業務全般を経験します。商品ごとのブ
ースを担当制で受け持ち、売場作りだけでなく商品管理や仕入れも行います。お客
様と毎日接するなかで、お客様から要望の品やご意見を頂戴するのも大切な仕事で
す。勤務地は地域限定となりますので、引越しを伴うような転勤は基本的にござい
ません。
サンキでは経験・学部学科・年次を問いません。受け身ではなく、自身で会社を切
り盛りしていく情熱を我々は求めています。

■サンコー・エア・
セルテック㈱

創業以来（今期 43 周年）
、航空業界で幅広い分野に携わる総合企業です。
①成田空港・羽田空港にて日本航空（JAL）の飛行機の整備や、②航空貨物の取り
扱い・通関手続きから③ボーイング７８７・MRJ（国産初のジェット旅客機）等
の飛行機の製造など航空業界で培ったノウハウを生かし、④産業用ロボット等の物
流機器の整備業務など多岐にわたる業務に独自の研修システムを導入し、付加価値
の高いサービスを提供しています。
飛行機や空港で働いてみたい等、少しでも興味のある方は、入社後の基礎教育等、
研修システムが充実していますので、安心してお越し下さい。

■㈱ジーアイティ

弊社が目指すのは「人に優しいモノづくり」ではなく、「人に優しいヒトづくり」
です。
「何事もやってみなくては分からない」やろうと思い考えること。考えて行動する
こと。
成功・不成功を問わず結果を出すこと。人は、失敗から色々な事を経験として学び
ます。
失敗を恐れず、チャレンジする方待ってます。

■社会福祉法人
馬橋福祉会

社会福祉法人馬橋福祉会は松戸市の馬橋にケアハウスなでしこ（入居者 50 名）、
矢切に特別養護老人ホームなでしこ（入居者 100 名）を運営しております。
法人の理念は「共生と Hospitality」。家族が綿々と紡いだ家族介護を基本に考えて
おります。サービス提供者とお客様の関係ではなく、家族のように利用者様と介護
者・支援者がお互い様の関係で生活していける、共生社会を目指しております。
一方、日本人のおもてなし（Hospitality）として「気配り」や「気遣い」という言
葉に象徴される他人を思いやり、相手を尊重する言動や行動を大事にしておりま
す。
この理念達成のために「職員を幸せにする」ことが一番大切であると考えておりま
す。職員を大事にする→職員がヤル気になる→法人全体のサービス向上につながる
→直接利用者様に還元される→利用者の笑顔が増え、それがまた職員のやる気につ
ながる。そんな素敵な循環を作っていきたいと考えています。

■㈱精工技研

当社のコアテクノロジーは、創業以来研鑽を続けてきたナノメートル(100 万分の
1 ミリメール)レベルの精密研磨加工技術。
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これまでは、この技術を情報産業分野に展開し、光通信用部品の製造機器や光ディ
スク成形用金型で世界トップクラスのシェアを獲得してきました。
また、国際的な競争力を高めるため、アメリカ・中国・ドイツに子会社を設立し、
精工技研グループとしてグローバルに事業を推進してきました。
現在、当社グループが手掛ける製品は、インターネット、スマートフォン、自動車、
地上波デジタル放送、光ディスクなど、皆さんの身近な製品やサービスの一部で活
躍しています。
今後、更なる発展を目指す当社は、フランスに新たな子会社を加えると共に、コア
技術をベースにした新たな製品を様々な産業に向けて積極展開しています。
私たちがこだわるのは“高い精度”のモノ造り。当社の技術力と皆さんの新しい発
想力で、次世代のグローバルスタンダードを創り出しましょう。確かなやり甲斐を
感じることができるはずです。

■㈱ソラスト
ソラスト二十世紀が
丘・新松戸

【働く仲間の幸せが介護の未来を明るくする】
東証一部上場・育休取得率 97％！医療事務の教育機関として創業した株式会社ソ
ラストでは、さまざまな研修制度・働きやすい環境を整えています。
例えば、お兄さんお姉さん的存在を選任する「エルダー制度」。こんなこと誰に聞
いたらいいの？という時に頼りになる先輩です。また、内定時に介護職員初任者研
修を終了されていない方に対し、資格取得を支援する制度もございます。様々な取
り組みを評価頂き、日経ＷＯＭＡＮ6 月号では「日本一女性が活躍する会社ベスト
100」で 18 位にランクインしました。
また、
「人材こそ我が社の宝」だと考えています。入社された社員の方々が、仕事
を通して社会人としてすくすくと成長していけるよう、様々な研修制度を設けてい
ます。
例えば、
「研修担当者」を全事業所に配置。年間を通じて職場内の研修を実施して
います。
また、接遇とコミュニケーションのスキルアップを目指す「ウェルフェアコンシェ
ルジュ」という社内資格を制定。特に介護の現場で役だっています。
人と向き合う仕事だから、人を大切にする。
ソラストという環境の中で、キャリアを磨いてみませんか？

■ダンロップタイヤ
中央㈱

ただ”タイヤ”をお届けするだけではない、仕事を楽しいと思える環境で、自分を
成長させる日々を私たちと一緒に過ごしてみませんか？？
タイヤメーカーとして世界第 6 位、国内第２位の規模を誇り、現在約 120 ヵ国で
展開しているダンロップタイヤ。
日本の中心である一都四県を走るすべての車に安全と安心をという想いでダンロ
ップのタイヤを販売している会社がダンロップタイヤ中央です！
「充実した研修」
、
「住友ゴムグループの一員として生産から販売まで一貫したサー
ビスを提供出来るという強み」を持ちながら、地域密着型の「ルートセールス」及
び「新規開拓」を行っております。
また、直営小売店「タイヤセレクト」も運営しており、店頭小売販売も行っていま
す！
□今年の会社方針は「CHANGE」
従業員、従業員の家族が私たちの仕事に誇りを持ち、愛される環境を作り上げてい
きたいという想いから、今年度より夏季休暇１０連休やボーナス額ＵＰ等、目に見
える形で革新的に「CHANGE」しています！！
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会社が社員を大切に想うから、社員も会社を大切にする。
そういう環境がダンロップタイヤ中央にはあります。
是非、皆様のフレキシブルでフレッシュな力を貸してください！

■千葉日産自動車㈱

千葉日産自動車は創業 1942 年、今年で 75 周年の歴史を誇る日産自動車の販売
会社です。会社規模は県内最大級で新車店舗・中古車店舗を併せて 58 店舗のネッ
トワークを構築している千葉県の日産を代表する会社です。
また、教育制度にも力を入れており、入社後約一か月の新入社員教育を実施し、店
舗に配属後も先輩社員（ブラザー制度）による個人指導があり、良い相談相手がい
ます。
他に一年目は月に１回、二年間は年に４回、三年目は年に２回、フォロー教育を実
施していますので、車に関する知識がなくても安心して働け、成長できます。
是非、皆さんの熱意を千葉日産で発揮して下さい。

■築地産業㈱営業本部

当社はお客様のニーズに柔軟に応える形で多彩な事業を展開しています。青果物流
に関するほとんどの事業を手がけているため収益も安定しており、信頼性の高い安
定企業です。しかしながら流通業界は急ピッチに変化しつつあります。この変化を
先取りしながら成長分野をさらに拡大していくことが経営テーマです。新しいビジ
ネスを切り拓く気概と柔軟な発想力をもった若い社員の方とともに会社をさらに
成長させていきたいと考えています。

■㈱東京ひよ子

日本のおいしいかたちを東京から全国へ、そして世界へ
名菓ひよ子を日本中の人に味わっていただきたい。
商品を新鮮なままお届けしたい。
こうした願いのもと、昭和３９年、東京に進出し、
「ひよ子東京工場」を建設。
現在では「東京土産」と呼ばれるまで成長を遂げました。
株式会社東京ひよ子は、ひよ子の商品および関連商品のイメージを東京を発信基地
として全国に広める事業活動を展開しています。
また東京工場は最新の設備機械を備え、関東を中心に北海道から沖縄まで商品の安
定供給を可能としています。こうしてひよ子のイメージを広げると同時に、東京ひ
よ子はグループ各社の中でも情報基地、新商品の開発、新チャンネルの開発と使命
もあります。
最新のトレンドやニーズの動向を捉え、新たな味づくりに反映させること。伝統を
大切にしながらも時代の変化に積極的に対応していくことは、より良い商品づくり
のために欠かせない条件の一つなのです。

■東葉警備保障㈱

当社は、昭和５４年８月会社設立以来、施設警備・保安警備及び交通誘導警備・駐
車場管理・雑踏警備等を中心に、 現在まで一貫して地域社会の｢安全｣｢安心｣を追
求してきました。
バブル崩壊以降、厳しい経済情勢にあっても、当社はお客様に支えられ順調に業績
を拡大し今日に至っております。今後は関東一円にサービス網を展開し、お客様に
提供するサービスの品質向上を最優先とする「真心のサービス」の実現を目指して
います。今後は、基幹事業である警備業を中心に「安全」
「安心」
「働く」を通じて
人と社会をつなぐ総合人材プロデュース企業を志向し、新たなステージへ挑戦しま
すので、失敗を恐れず、チャレンジする方お待ちしています。
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また、働きやすい職場とするため、残業時間「０」を目指し警備ソフトの見直しや
業務の分業化を図りあらゆる方面で施策を進めているところです。

■㈱東横イン
松戸駅東口店

支配人・スタッフなどはほとんどが女性。（おもてなしの心を持った男性も活躍し
ています。）ビジネスでご利用のお客様に我が家に帰ってきたような寛ぎを感じて
頂くために手作りの朝食サービスをご提供。
地域社会との交流も大切にしているので、スタッフ採用は地元の方がメインです。
ホテル内には、レストランを設けず、宿泊のお客様には地元のお店を紹介します。
みんながいつも笑顔でいられるあたたかいホテル、そして地域発展にも貢献できる
ホテルを目指しています。

■トーイン㈱

■パッケージメーカーのトーインです！■
日常生活で皆さんが何気なく目にしている商品の“パッケージ”
。
食品・化粧品・医療品などの商品の顔とも言えるパッケージを作っているのが、
私たちトーインです。
《当社の特徴》
① 「パッケージに特化した印刷会社である」
② 「大手のメーカーと直接取引をしている」
③ 「企画から納品まで一貫体制で生産している」
《仕事のやりがい》
仕事の成果が形として残り、その成果物が身近な場所（特に店頭）で確認できる点
《募集職種》
総合職（営業・生産管理・技術など幅広い仕事の選択肢がございます）
ご興味がございましたら、ぜひ一度お越しください。
お待ちしております！

■㈱フェーズワン

フェーズワンは「笑顔の IT カンパニー！」です。
フェーズワンはビジネスに、人と人とのつながりに「本物の笑顔」を生み出すこと
に取り組んでいます。そのための一番の基本はフェーズワンの一人一人が自ら「笑
顔でいる」こと。仲間とともに楽しみ、取り組むことでより良いアイデアが生まれ、
より大きな成果を生み出すと確信しています。
フェーズワンは、IT を通じて新しい価値、新しい未来を創造し、お客様も私たちも
「本物の笑顔」になれることを追求し続けます。

■プレシジョン・シス
テム・サイエンス㈱

バイオ検査システムの提供を通じて社会貢献を目指す会社です。
ともに世界を相手に挑戦・成長していける仲間を募集しています！
使い勝手の良いバイオ検査システム（遺伝子・タンパク質等）の提供を通じて、
その検査情報を有効活用する事により、世の中の多くの人々に快適な生活を送って
頂く事を事業目的としています。弊社の技術コンセプトは「シンプル、コンパクト、
メンテナンスフリー」の自動化システムです。このコンセプトが、社会に受け入れ
られたＤＮＡ自動抽出装置は、累計 2 万台以上を世界的な企業を通じてＯＥＭ供給
しております。現在では研究分野だけではなく、感染症やＤＮＡ鑑定等の臨床の現
場でも利用されるようになりました。
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企業名

企業ＰＲ
今後、弊社が事業の成長により社会貢献できるのは、この実績と経験を生かした
応用展開です。すなわち、ＤＮＡ自動抽出技術を発展させたバイオ検査システム（全
自動化装置と一体化した検査試薬）の製品提供を通じて、世界のより多くの人々に、
バイオ検査情報の有効活用による社会貢献に関わる事だと考えています

■㈱ホンダカーズ東葛

当社は、２０１９年に創業５０周年を迎えるホンダのカーディーラーです。
東葛地域を中心に９店舗を展開し、「地域密着」をモットーにお客様へサービスを
提供して参りました。
平成１４年にＪＡＳＤＡＱへ上場し、会社をグループ化して新車部門・中古車部門
での自動車の販売・整備だけでなく、鈑金塗装部門や生命保険部門と事業を拡大し
ており、福利厚生も充実しています。
当社の拠点である千葉県の出身者や、２０代の若い従業員も多数在籍しています。
フレッシュな皆様が、お店の顔となり会社を一緒に盛り上げていきましょう。

■㈱マルニトータル
サービス

物流・倉庫業というと「薄暗い」「きつそう」なんて想像しませんか？私達「丸二
倉庫グループ」は違います。ファッション業界や小売業界など皆さんもきっとご存
知の会社が私達のお客様。シンプルな入出庫・在庫管理から商品流通センターの一
括運営までお客様の求める LOGISTICS を提案・提供しています。高級ブランドの
商品流通を担う私達「maruni」は皆さんの可能性に期待しています。
■総合職（ロジスティクスマネジメント）
ロジスティクスの進行管理と商品管理を行います。チームリーダーとして事務スタ
ッフや現場スタッフをまとめ、物流加工等の進行管理を行ない、お客様のＳＨＯＰ
へ商品が届く迄の業務を担っています。常に効率的な物流サービスを考え、ロジス
ティクスの司令塔としての役割を果たすのがロジスティクスマネジメントです。
■事務スタッフ
お客様のご要望に応じて現場業務がスムーズに進行できるように、データ作成、デ
ータ管理などを行います。お客様と現場スタッフの満足を実現する重要な役割を担
っています。
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