
 
平成29年度　新規高卒者等就職面接会参加企業一覧

ＮＯ 事業所名 職種名 求人数 仕事の内容 事業内容
卒業後応募可
能年数

若者応援宣
言企業

1
川岸工業株式会社　千葉第一工
場

技術職 6
製造部門（製図・前加工・組立・溶接・検査）の工
程管理及び品質管理業務

鉄骨（超高層ビル鉄骨等）、その他鋼構造
物の設計・製造。

3年

一般事務 6

○運送会社内での物流事務
（１）お客様への電話応対（社内電話応対含
む）
　（２）ＰＣ操作（入力業務）
　（３）経理（請求書発行・締め業務）
　（４）労務・総務（社員・時間管理・給与管理等）
　（５）その他付随業務
※配属先（部署）により多少業務内容が異なり
ます。

商業小口貨物を主力に宅配、引越、貸切等
の貨物自動車運送事業と航空・鉄道・海上
等の各種交通機関を利用する貨物運送取
扱事業、及び倉庫業なども営む物流サービ
ス業

１年

小型トラック運転手（２ト
ン）

50

トラック（２ｔアルミバン）で担当するエリア内の会
社・商店宛荷物の配達 及び集荷作業を行って頂
きます。企業、法人がメインのため効率良く作業
できます。また、入社後においては基本的な事
を学ぶ（座学）や、実地研修等を行い、不安を取
り除いてから１人だちをしますから安心して業務
頂けます。（研修期間６ヶ月程度）

２年

セールスデリバリー 10

主にビジネス街（ターミナル駅）を中心に、台車、
電動付自転車を用いて配達 及び集荷をして頂き
ます。担当地域を台車で行うために、地域密着
のサービスでお客様と信頼関係を築いて頂く事
が重要です。スタート時は研修、ＯＪＴが充実し
ておりますので安心して下さい。なお、ドライ
バー職等へもステップアップできますので様々な
業務が経験できます。≪女性も活躍中です≫
　

２年

事務職 2

経理の補助的事務、庶務的一般事務、コン
ピュータ入力事務等

事務所は鉄骨造スレート張（事務所面積：１７０
坪、冷暖房完備）

3年

営業職 3

全国各県産の青果物の出荷誘引等の集荷業務
および集荷した青果物の販売業務

作業所は１４８０坪の卸売場（鉄筋コンクリート）
にて荷捌き
（事務所面積：１７０坪、冷暖房完備）

3年

4
株式会社日立物流首都圏　第一
事業部

商品管理員 4

・アパレル、化粧品、シューズ等の製品の
　保管・荷役・流通加工・包装作業

・フォークリフトを使って製品の入出庫・格納作業

一般貨物自動車運送事業・貨物運送取扱
事業・委託物品管理業務・倉庫業他物流サ
－ビス関連の事業

3年

5 株式会社　湖北台産業 ホールスタッフ 5

ホールスタッフ
・接客業務
お客様の玉箱の交換・カウンターでの景品交
換・遊技終了後の玉流し　等

・清掃業務

遊技場の経営（ぱちんこブイゾーン５店
舗）、不動産業（仲介・賃貸管理業務）、損
害保険代理店（関連　株式会社フィッ卜）

3年

6 三裕製菓株式会社　柏工場 菓子製造及び加工 2
ペクチンゼリー・グミ・ウィスキーボンボンの製
造、検品、加工、包装、包装機械の操作、点検、
整備など

菓子製造業（ゼリー、ウイスキーボンボン等
製造）及び加工業。　　　　　　　　　

3年

2 西濃運輸株式会社　船橋支店

一般貨物自動車運送業

3
東京千住青果株式会社　東葛支
社

青果物卸売業
国内産、外国産の果物、野菜およびその加
工品の卸売。
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7
社会福祉法人　アコモード

介護職員 5

・日常生活に支障のある高齢者の日常生活
（食事、入浴、排泄等）のお手伝いをします。
・無資格で就職しても経験を積むことで、 取得可
能な資格が増えていきます。
・高齢者本人だけではなく、家族からも 喜ばれる
仕事です。

介護保険法に基づく特別養護老人ホーム
及び各種在宅介護サービス事業。障がい者
自立支援法に基づく各サービス。

3年 ○

販売スタッフ【店長候補】 5

●ドラッグストアの店舗で、医薬品・日用品の接
客販売、売り場作り（ディスプレイやポップ作成
など）、健康に関するカウンセリング等を行う業
務。

●登録販売者（医薬品の販売ができる資格）を
取得し、店舗のマネージメント業務の修得後、店
長などへキャリアアップを目指します。

●医薬品や日用品、化粧品などの商品知識や
接客方法などの研修内容が充実しています。
登録販売者の資格取得に関するセミナーなどの
サポートもあります。

3年

販売スタッフ
【ビューティーアドバイ
ザー】

5

●ドラッグストアの店舗で、化粧品や日用品医
薬品の接客販売、売り場作り（ディスプレイや
ポップ作成など）、美容や健康に関するカウンセ
リング等を行う業務。

●店頭にならぶ全ての化粧品に関する業務を
担う化粧品知識、技術のスペシャリストを目指し
ます。

●化粧品や医薬品、日用品などの商品知識や
接客方法などの研修内容が充実しています。

登録販売者（医薬品の販売ができる資格）の取
得に関するセミナーなどのサポートもあります。

3年

倉庫一般事務＆倉庫作
業全般 2

倉庫事務と倉庫内荷役作業
１、倉庫事務
・外部からの（親会社緑川化成工業）電話 応
対
・仕入れメーカー（三菱レイヨン、クラレ等） の
受け入れ事務と 顧客への払出をコンピュータ電
算受払入力、月末棚卸、決算棚卸。

２、倉庫内作業
・出荷指図に基づき倉庫内棚からピッキング
（品揃え）と配達トラックへの積み込み
　・地方顧客への梱包出荷作業と運送便手配

２年

加工センター作業員 1

加工センター作業員
アクリル樹脂、塩化ビニール樹脂の切断作業
（パネルソー、ランニングソー、ＮＣ加工機械）

２年

10 株式会社　アリガ製作所
冷凍冷蔵ショーケースの
製造

3

・ケーキなどの和洋菓子、いわゆるスイーツを陳
列するショーケースの製造を担当して頂きます。
　（下記２区分での募集となります）
＊組み付け（１名）
　・部材のハンダ付けや溶接による施工作業
・スチロールやウレタンなどの断熱材の施工作
業
＊冷設／電装（２名）
・ケース内の照明機器に対する配線や取付施
工作業
　・冷凍機などに対する配管や配線施工作業
　・試運転作業

和洋菓子用 対面ショーケースの製造で
す。親会社は（株）アリガで大手百貨店・洋
菓子チェーンへの納品のみならず、個人商
店への納品も手掛けている。

3年 ○

11 株式会社　ジェーソン バラエティストアの販売職 5

コンビニ型ディスカウント「バラエティストア」での
販売職。
経験を積んで店舗マネジメントができるように教
育します。

ディスカウントストアとバラエティストアの運
営及びチェーン展開。

５年

8 株式会社　くすりの福太郎
ドラッグストア・保険調剤薬局のチェーン展
開

9
グリーンロジ株式会社　松戸物
流センター

合成樹脂（プラスチック）
倉庫業
産業廃棄物収集運搬業
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12 株式会社　フードサプライ 総合職 10

まずは現場でピッキング作業をしてもらい、野菜
の知識を含め、１日の流れを覚えて頂きます。
主な業務は野菜の管理、ピッキング、データ入
力、電話応対です。
ゆくゆくは仕入れや営業、人事等管理部の道も
あります。

※詳しい仕事内容の写真・動画はヤフー、グー
グルから「ハリケンナビ」で検索してください。

◆借上げ寮に入居する方には、住宅手当として
１５，０００円を別途支給いたします。

青果専門商社。生鮮食品の加工及び、販売
業務、農産物の栽培・加工及び販売。

3年

13 ＩＴＳ　株式会社 カウンターアドバイザー 5

・ドコモショップ、ａｕショップ、ソフトバンクショッ
プ、Ｙモバイルショップ、ＵＱモバイルの専売店に
勤務していただきます。

・携帯電話、スマートフォン、タブレットＰＣの販売
や各種サービスの提供。

・通信料の収納

・故障、修理の受付など

移動体通信機器販売・外食事業。常磐線沿
線でドコモショップ・ａｕショップ・ソフトバンク
ショップ・Ｙモバイルといった移動通信機器
専売店。

3年

食品製造 2

製造ラインの運営（生産工程の保守改繕、品質
管理、労務管理）

製造作業にたずさわりながら必要な現場管理や
改善提案の一翼を担います。

3年

事務 1

・電話応対
・来客対応
・パソコン入力
・伝票作成等

3年

機械オペレーター 1

平版打抜機のオペレーター

印刷物された紙を、抜型プレスすることにより 切
れ目や折り目を作る機械

５年

一般事務 2

・指示書のパソコンでのデータ入力

・電話応対

・接客など

５年

16 ホテルマークワン　株式会社
フロント業務及び付随業
務 3

フロント接客、予約受付、ＰＣによる顧客管理等
。
チェックイン、チェックアウト清算業務等、発注検
品業務、会議室対応、朝食準備対応、ＰＣ（ワー
ド、エクセル）入力業務

ビジネスホテルの経営
会社創業以来着実に業績を伸ばし続け、安
定成長を遂げている。

3年

看護の補助業務 5

・入院患者様の食事や入浴の介助、オムツ交
換、病棟内の清掃が主な仕事です。（未経験の
方でも、やさしくご指導いたします）。
・働きながら准看護学校入学の支援（入学金、
授業料等の病院負担有り）が受けられます。
（※入職後１年以上経過し、勤務良好な職員
対象）

3年

調理員 3

・院内調理場にて、患者様や職員の食事の調理
を行います。
・病棟への配膳下膳、簡単な盛りつけあり。
・資格不問。丁寧に教えます。
・男女とも歓迎致します。

3年

医療事務 1

・主にＰＣ入力、窓口対応、カルテ管理、レセプト
請求、電話対応等病院の事 務を行います。医
療事務の資格がなくても可（未経験の方でもや
さしくご指　導いたします）。
・業務に慣れた後、概ね月２回程度、事務当直
として夜間の救急対応、電話対 応などもありま
す（１７：００～翌日９：００　仮眠室あり）。

3年

17
医療法人社団　柏水会 医療業【初石病院】

介護老人保健施設

14 万星食品　株式会社
冷凍食品製造、惣菜製造、精肉卸売、食肉
加工。食堂。

15 グラパックジャパン　株式会社
紙器製造販売、オリジナル商品（ＰＣ素材
種、ボードゲーム）の開発、製造、販売。３Ｄ
レンズシートのデザイン、印刷、販売。
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18 千葉ウエックス　株式会社 生産管理 6

入社後、新人社員教育を実施します。
その後、生産課（クリーニング工場）に配属し、
テーブルクロス、タオル、レンタルユニフォーム
など業務用繊維製品の洗濯、仕上げ工程、包装
工程での作業や伝票発行、あるいは検品などの
業務を担当します。
各工程を経験したのち、将来的には、生産管理
の業務についていただきます。

リネンサプライ業（繊維製品の貸与及びク
リーニング業） 3年

19 株式会社　佐藤写真 撮影・営業事務 5

ウェディング、成人式、七五三、叙勲などのスタ
ジオフォト及びロケーションフォト撮影
結婚式・各種イベントのスナップ撮影
アルバム編集制作業務
ホテル内で結婚式のお客様等との写真・ビデオ
の打合せ業務に従事します。
就業場所は、ご本人適正に応じ会社で決定しま
す。

ホテル・ウェディング施設での写真撮影及び
アニバーサリーの映像記録

１年

※本表の求人は、平成29年10月13日現在出席を表明している事業所であり、面接会当日までにキャンセルとなる事業所があることにご留意ください。


