
大学・短大・専門学生のみなさんへ

【定員300名/予約不要・入退場自由】

【主 催】（一社）千葉県経営者協会   【後 援】千葉労働局／千葉県

外国人留学生採用企業多数参加

企業合同

〒260-0026千葉市中央区千葉港4-3
千葉都市モノレール「市役所前」徒歩2分
JR京葉線「千葉みなと」徒歩8分

Tel： 043ー246ー1158　  Mail： okuderak@chibakeikyo.jp ／担当：奥寺
URL：http://www.chibakeikyo.jp【お問合せ先】一般社団法人千葉県経営者協会

卒業予定
学生対象

（一社）千葉県経営者協会主催

２０２０年３月

〈同日開催！〉
ジョブカフェちばによる
ミニ講座・就職相談

現在大学３年生、
短大・専門１年生

※ 受付で当日の企業名・業種等の一覧表を差し上げます。
     企業一覧表を事前にご覧になりたい方は、大学の就職課等に送付してあります。参加企業一覧

インターネットウェア㈱／㈱大崎コンピュータ／㈱協同工芸社／空間情報サービス㈱／京成建設㈱／㈱京成電鉄㈱／
京葉ガス㈱／㈱京葉銀行／㈱ケーヨー／興真乳業㈱／新日本建設㈱／㈱千葉銀行／ちばぎん証券㈱／㈱千葉興業銀行／
千葉トヨタ自動車㈱／千葉トヨペット㈱／千葉日産自動車㈱／㈱千葉薬品／千葉窯業㈱／㈱千葉マツダ／
トヨタカローラ千葉㈱／古谷乳業㈱／丸金印刷㈱／㈱ミヤコシ    等   (計50社)

就職説明会
「ジョブカフェちば」は、
千葉県が設置している就職支援施設です。ジョブカフェちば　　　　　　　　　　　

《定員24名》事前ミニ講座「企業研究と志望動機の作り方」

6階 601号室会場(1人20分程度)13：00～16：00時間
気軽にご相談ください。方向性に迷いのある方は、「簡易適職診断」ができます。

就職相談

(集合12:00)12：10～12：40時間 6階 601号室会場
企業研究の仕方と“ 意欲や熱意 ”が伝わる志望動機の作り方が学べます。事前予約をジョブカフェち
ばのHPで受け付けます。予約は、2/8(金)より開始します。右のQRコードをお読み取りください。
（予約者優先ですが、空きがある場合は当日も先着順で参加できます）

予約はこちらから▲

千葉県経営者会館６Ｆ大ホール他
2019年3月 日22 (金) 13:00~16:00

参加費無料

「自己PR・志望動機作成のポイント、面接対策など」

（　　     ）開場は12：40から
入場は15:00まで



場所・番号 住　所 業　種
外国人

留学生

６階　①　　 千葉市 金融業

⑤ 千葉市 金融業 採用あり

⑲ 千葉市 金融業

㉖ 銚子市 金融業

⑳ 東京都 証券会社

② 千葉市 飲食・教育 採用あり

③ 八千代市 食品製造業

④ 千葉市 乳製品製造業

⑥ ㈱協同工芸社 千葉市
看板・

サイン制作
採用あり

⑦ 千葉市
文書保管・

冷凍倉庫
採用あり

⑧ 習志野市 物流

⑨ 鎌ヶ谷市 一般旅客運送業

⑩ 市川市 運輸・倉庫

⑪ 成田市 運輸業

⑫ 市川市
運輸行・

不動産業

⑬ 市川市 都市ガス供給

㉜ 酒々井町 放送業

㉛ 市川市 総合印刷業

⑭ 千葉市
コンクリート

　製品製造業

⑮ 東洋合成工業㈱ 東京都 化学製品製造業

⑯ 千葉市 紙器印刷・加工

⑰ 習志野市 印刷機械製造業

⑱ 千葉市
製鉄ライン操業

　　　請負

㉑ 市川市 小売業

㉒ 千葉市 小売業 採用あり

㉓ 千葉市 酒類・食品綜合卸

㉔ 千葉市 小売業 採用あり

　　　　　　　　　　　　　　　　参加企業募集内容 （受付６階）　  2019.3.22     千葉県経営者協会

事務系・技術系　各若干名

総合職　10名

総合職（企画、営業、供給、保安、施工管理、設

計、情報システム、広報、人事、経理ほか）約20名

営業職　若干名

営業職　3名　技術職　3名 　計6名

製造職（化学製品の生産オペレーター）

研究開発職（新規化学物質の開発）　計10名

総合職（営業・製造・事務等）若干名

技術職（設計開発・機械・電機・情報系/保守メン

テナンス）営業職（国内担当／海外担当）　計6名

銚子信用金庫

総合職（飲食・教育等）　計10名

興真乳業㈱ 営業1名、商品開発1名、製造1名　計3名

古谷乳業㈱ 総合職　若干名

4年制大学：綜合職（広範囲な業務）

短大、専門学校：（定型的な業務）　計20名

新京成電鉄㈱

京葉ガス㈱

企　業　名 募　集　内　容

総合職（販売）　10名

総合職（店舗・本部）入社時は全員店舗から

スタートです　計30名

営業職　5名

綜合職（店舗販売スタッフ）　計40名

総合職（最初は営業職からスタートします）12名

㈱千葉興業銀行

総合職　104名㈱京葉銀行

京成電鉄㈱

営業4名・営業事務1名・設計2名・製造4名　計11名

㈱キーペックス 綜合職（営業・事務)  計5名

センコーファッ

　　ション物流㈱

オペレーター(作業及び事務)8名

ドライバー（２ｔ．４ｔトラック)2名　計１０名

千葉交通㈱ 事務総合職　2名

㈱kuuraku group

㈱千葉銀行

20年4月採用人員未定、19年4月約200名採用予定

 総合職（エリア総合職含む）渉外業務（法人・個

人）相談窓口・融資・各種本部業務

18年実績　総合渉外コース60名

個人渉外コース40名　計100名　20採用人員未定

ちばぎん証券㈱

航空集配サービス㈱ 企画事務職、企画営業職　6～10名

営業、事務、技術、放送制作　計15名
ケーブルネット296

㈱広域高速ネット二九六

千葉県酒類販売㈱

㈱千葉薬品

㈱京成ストア

㈱ケーヨー

㈱弘文社

千葉窯業㈱

丸金印刷㈱

㈱ミヤコシ

㈱メガテック
総合職（技術系：開発・エンジニアリング

　　　　事務系：経理・総務・業務）　計5名



場所・番号 住　所 業　種
外国人

留学生

㉕ 浦安市 小売業

㉗ 千葉市 不動産業

㉘ 千葉市 警備業

㉙ 千葉市 ドコモショップ

㉚ 千葉市 ドコモショップ

4階

403号室
千葉市

自動車整備業

ボディ制作他

千葉市 自動車販売

千葉市 自動車販売

千葉市 自動車販売 採用あり

千葉市 自動車販売

トヨタカローラ千葉㈱ 千葉市 自動車販売

千葉市 自動車販売

㈱ファミリー 千葉市 輸入車販売

4階

407号室
東京都 情報サービス業

東京都 ソフトウェア

東京都
情報通信サー

　　ビス業

千葉市
測量・地理空間

システム開発

千葉市
ソフトウェア

　　　開発

千葉市 小売業

ベイキューブシー㈱ 千葉市 情報通信

地下研修室 八千代市
ハウスビルダー

・リフォーム他

市川市 総合建設業

船橋市 総合建設業

船橋市 建設業

千葉市 総合建設業 採用あり

船橋市 建設業、建築業 採用あり

市原市
建設業、卸売

業、製造業
採用あり

システムエンジニア・システム営業・管理部門

（総務・人事・経理・業務管理・営業）　計70名

企　業　名

㈱レカムサービス モバイルプランナー（窓口接客）　計10名

㈱ＡＨＣ

㈱大城組

京成建設㈱

㈱ケイハイ

チバビジネス㈱

ネッツトヨタ千葉㈱

エヌ・ティ・ティ・

　　システム開発㈱

各店舗販売スタッフ　後に希望や適性によりバイ

ヤーや本部（経理・総務・システム）も可　計8名

幹部候補生（始めは、店内保安の現場から）計10名

㈱大崎コンピュータエン

　　　ヂニアリング

空間情報サービス㈱

インターネットウェア㈱

千葉日産自動車㈱

日産プリンス千葉販売㈱

㈱日産サティオ千葉北

営業職（カーライフアドバイザー）　計45名

募　集　内　容

㈱ワイズマート

ドコモショップ業務　　計30名

営業職（4年制大学対象）約10名

事務職（短大・専門学校対象）約10名　計20名

営業5名、事務（カスタマーアテンダント）3名

システムエンジニア・プログラマー、ネットワー

ク・サーバー・電気通信エンジニア　計20名

㈱スズキ自販千葉・京葉
営業（自動車のルートセールス）

販売（自動車のショールームでの小売り）計10名

千葉トヨタ自動車㈱ 総合職（営業・事務等）　　計15名

千葉トヨペット㈱
営業スタッフ　5名、

ショールームスタッフ5名　　計10名

営業、営業事務、受付、機械加工、鈑金、設計、

デザイン　　5名

総合職（施工管理職、営業職、事務職）計15名

総合職（営業・設計・施工管理・事務等）計12名

㈱千葉システムコンサル

　　　タント

新日本建設㈱

㈱ティーエスケー

システムエンジニア、プログラマー、ネットワーク

エンジニア　計5名

営業・システム営業、カスタマエンジニア　計5名

システムエンジニア　計5名

営業スタッフ20名、

ショールームスタッフ10名　計30名

営業職3名　事務職3名

施工管理職　1～2名

建築・土木施工管理職、営業、一般事務職　計10名

総合職（営業、施工管理・設計・設備保守等、

事務）　計4名

営業職5名　マンション販売職10名　設計職5名

施工管理職30名　総合事務職2名　計52名

営業、システム・ネットワーク・カスタマー

（保守）施工管理エンジニア計10名

技術職（測量、調査、ドローン）制作職（データ

制作、情報処理）開発職（開発、プログラマー）

営業・事務　　計3名

㈱ひらい

㈱永光自動車工業㈱

㈱日本保安

㈱美光商会

㈱高品ハウジング
営業、事務、デザイン、インテリアコーディネー

ター、システムエンジニア　計5名



千葉県経営者協会主催企業合同就職説明会2020

■ミニ講座 「企業研究と志望動機の作り方」12：10～12：40（集合12：00）
定員２４名 6F 601号室 ジョブカフェちばのＨＰから事前予約ができます。
予約者優先ですが、空きがある場合は当日も先着順で参加できます。
スマートフォン対応（右記QRコードを活用ください） 予約は、2/8（金）より開始します。

■就職相談（1人20分程度）13：00～16：00 6F 601号室（予約不要）
※方向性が決まっていない方は、「簡易適職診断」ができます。その他、履歴書の添削、面接対策等気軽にご相談ください。

※セミナー参加、相談利用の方は、ジョブカフェちばの会員登録が必要になります（当日登録OK)

■対 象 者 ：2020年3月卒業予定学生及び既卒3年以内の方

■開催場所 ：千葉県経営者会館 千葉市中央区千葉港4-3

■アクセス ：千葉都市モノレール「市役所前」徒歩2分 または ＪＲ京葉線「千葉みなと」徒歩8分

■電話予約・問い合わせ：ジョブカフェちば ＴＥＬ０４７-４２６-８４７２

3/22(金)

就職相談（20分程度）

主催：一般社団法人千葉県経営者協会

企業研究の仕方と“ 意欲や
熱意 ”が伝わる志望動機の
作り方が学べます。

千葉県経営者会館にて １３：００～１６：００ 同時開催！

＆

予約は
こちらから→

ジョブカフェちばは千葉県が設置している就職支援施設です

ミニ講座


