ジョブカフェちば 新着求人リスト
ジョブカフェちばには、15歳～39歳までの若者を採用したいたくさんの企業から求人をいただいています！
の

★ 新着求人！
概ね２週間以内の求人です。

★ 興味があれば、ジョブカフェちばへＧＯ！
窓口で求人の詳細が載った「採用情報シート」をお渡しします！
（タブレットでの求人検索をお願いします）

★ 応募も安心！
カウンセラーが応募を全面的にサポート。
他にも公開中の求人があります！

ＨＰ見て！

新着求人を
チェック

フェイス９Ｆ
ジョブカフェへ
ＧＯ！

シートを
Ｇｅｔ！

オメデトウ！
応募対策も
面接対策も
バッチリ！

内定Ｇｅｔ！

ジョブカフェちばに来所していただければ、詳細を印刷したシートをお渡しします。お渡しできるのは、会員登録をしていただいた39歳まで
の方です。また、ＨＰに掲載していない求人がジョブカフェちばにはたくさんあります。スタッフ一同、来所をお待ちしています♪
※ジョブカフェちばでは、紹介・斡旋はいたしません。また、ＨＰ掲載中であっても、募集が終了することがあります。ご了承ください。

新着求人をご覧の方へ

（詳細なシートは窓口で！）

掲載中の新着求人は、充足による取下げや内容が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。直接窓口へお越しください。

企業名

有限会社光管工

有限会社光管工

事業内容

一般工・解体工事・土工・溶
接工・鍛冶工・機械仕上工・
配管工・鳶・草刈作業員(市
原市・千葉県指定業者）。

一般工・解体工事・土工・溶
接工・鍛冶工・機械仕上工・
配管工・鳶・草刈作業員(市
原市・千葉県指定業者）。

有限会社光管工

一般工・解体工事・土工・溶
接工・鍛冶工・機械仕上工・
配管工・鳶・草刈作業員(市
原市・千葉県指定業者）。

有限会社光管工

一般工・解体工事・土工・溶
接工・鍛冶工・機械仕上工・
配管工・鳶・草刈作業員(市
原市・千葉県指定業者）。

雇用
形態

正社員

正社員

正社員

正社員

募集
対象

中途

中途

中途

中途

職種詳細

具体的な仕事内容

勤務地詳細

一般工

【具体的な仕事内容】
プラント内や土木工事現場などの手元作業です。材料や道具を
運んだり、親会社に言われたことに対して行動します。若手から
熟年まで未経験者歓迎です。
【こんなことが身につく】
各職種により色々な技術や知識が身に付き 自分にあった資格
取得をめざしていただけます。

古川電工（市原市）・
京浜ＪＦＥ（川崎/横浜
市）・日本製紙連合
（茨城県坂東市）他
※現場には、当社に
集合していただき、当
社の車で向かいま
す。

機械仕上工

【具体的な仕事内容】
主に市原市近郊のプラント内での作業です。モーター・減速機・
ﾎﾟﾝﾌﾟ・タービン等の据え付け・オーバーホール等のメンテナン
ス全般の作業です。
【こんなことが身につく】
各職種により色々な技術や知識が身に付き 自分にあった資格
取得をめざしていただけます。

古川電工（市原市）・
京浜ＪＦＥ（川崎/横浜
市）・日本製紙連合
（茨城県坂東市）他
※現場には、当社に
集合していただき、当
社の車で向かいま
す。

鳶

【具体的な仕事内容】
主に市原市近郊のプラント内での作業です。
足場組み・足場の解体などの作業をおこないます。
【こんなことが身につく】
各職種により色々な技術や知識が身に付き 自分にあった資格
取得をめざしていただけます。

古川電工（市原市）・
京浜ＪＦＥ（川崎/横浜
市）・日本製紙連合
（茨城県坂東市）他
※現場には、当社に
集合していただき、当
社の車で向かいま
す。

鍛冶工

【具体的な仕事内容】
主に市原市近郊のプラント内での作業です。鉄骨をガス溶接し
たり、アーク溶接で溶接したり鉄の製品を作ったりします。ビル
の避難階段や手すり、工場の鉄骨の柱など多種多様の仕事が
あります。
【こんなことが身につく】
各職種により色々な技術や知識が身に付き 自分にあった資格
取得をめざしていただけます。

古川電工（市原市）・
京浜ＪＦＥ（川崎/横浜
市）・日本製紙連合
（茨城県坂東市）他
※現場には、当社に
集合していただき、当
社の車で向かいま
す。

ジョブカフェちばに登録した新着求人（概ね２週間以内）を掲載しています。掲載している求人は、内容の変更や取り下げとなる場合があります。予めご了承ください。
ジョブカフェちばの窓口（フェイスビル9F)にお越しいただければ、求人の詳細を記載した「採用情報シート」を印刷してお渡しします。求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。
直接窓口へお越しください。

新着求人をご覧の方へ

（詳細なシートは窓口で！）

掲載中の新着求人は、充足による取下げや内容が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。直接窓口へお越しください。

企業名

有限会社光管工

有限会社光管工

事業内容

一般工・解体工事・土工・溶
接工・鍛冶工・機械仕上工・
配管工・鳶・草刈作業員(市
原市・千葉県指定業者）。

一般工・解体工事・土工・溶
接工・鍛冶工・機械仕上工・
配管工・鳶・草刈作業員(市
原市・千葉県指定業者）。

有限会社光管工

一般工・解体工事・土工・溶
接工・鍛冶工・機械仕上工・
配管工・鳶・草刈作業員(市
原市・千葉県指定業者）。

有限会社光管工

一般工・解体工事・土工・溶
接工・鍛冶工・機械仕上工・
配管工・鳶・草刈作業員(市
原市・千葉県指定業者）。

有限会社光管工

いづみ自動車株式会社

一般工・解体工事・土工・溶
接工・鍛冶工・機械仕上工・
配管工・鳶・草刈作業員(市
原市・千葉県指定業者）。

一般、大型、小型自動車の
整備、板金、塗装の総合整
備会社。

株式会社イチロク

フッ素コーティング加工

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社
柏支店

ソフトウエア開発（アプリ
ケーションソフトウェア開発、
ネットワークシステム開発、
通信制御系ソフトウェア開
発）、システムコンサルティ
ング

雇用
形態

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

募集
対象

具体的な仕事内容

勤務地詳細

解体工事作業員

【具体的な仕事内容】
建物の解体作業・工事現場などの解体の手元作業です。人力
により細かく解体したりの作業やハンマーなどを使用し壊してい
きます。重機による解体の段取り等もあります。健康で力がある
人むきです。未経験でも大丈夫です。
【こんなことが身につく】
各職種により色々な技術や知識が身に付き 自分にあった資格
取得をめざしていただけます。

古川電工（市原市）・
京浜ＪＦＥ（川崎/横浜
市）・日本製紙連合
（茨城県坂東市）他
※現場には、当社に
集合していただき、当
社の車で向かいま
す。

溶接工

【具体的な仕事内容】
主に市原市近郊のプラント内での作業です。主に機械部品の
製造・加工です。金属を溶かすために高熱を与えたりの作業と
なります。溶接の作業工程を大きく分けると設計・加工・製造と
いう段階となります。
【こんなことが身につく】
各職種により色々な技術や知識が身に付き 自分にあった資格
取得をめざしていただけます。

古川電工（市原市）・
京浜ＪＦＥ（川崎/横浜
市）・日本製紙連合
（茨城県坂東市）他
※現場には、当社に
集合していただき、当
社の車で向かいま
す。

配管工

【具体的な仕事内容】
主に市原市近郊のプラント内での作業です。給水管・配水管・
ガス管等の取り付けや配管のパイプの切断、溶接やねじ込み
等の作業です。
【こんなことが身につく】
各職種により色々な技術や知識が身に付き 自分にあった資格
取得をめざしていただけます。

古川電工（市原市）・
京浜ＪＦＥ（川崎/横浜
市）・日本製紙連合
（茨城県坂東市）他
※現場には、当社に
集合していただき、当
社の車で向かいま
す。

草刈り作業員

【具体的な仕事内容】
市原市より指定された場所の草刈作業・集草作業・草の積込作
業等です。主に学校・田園・墓地・公園・ﾎﾟﾝﾌﾟ場などです。12月
～4月は草刈作業がありませんが希望により、土木作業や未経
験でもできる現場にはいれます。
【こんなことが身につく】
各職種により色々な技術や知識が身に付き 自分にあった資格
取得をめざしていただけます。

古川電工（市原市）・
京浜ＪＦＥ（川崎/横浜
市）・日本製紙連合
（茨城県坂東市）他
※現場には、当社に
集合していただき、当
社の車で向かいま
す。

中途

土木作業員

【具体的な仕事内容】
穴掘り・コンクリート流し・補助作業などの手元作業です。工事
現場で力仕事をしたり資格のある方は、重機の運転をしたりしま
す。特に若い方や経験の浅い方で重機や作業免許などを持っ
ていない方は力仕事をします。経験をたくさん積みさまざまなこ
と覚えていくととてもやりがいのある仕事と言えるでしょう。
【こんなことが身につく】
各職種により色々な技術や知識が身に付き 自分にあった資格
取得をめざしていただけます。

古川電工（市原市）・
京浜ＪＦＥ（川崎/横浜
市）・日本製紙連合
（茨城県坂東市）他
※現場には、当社に
集合していただき、当
社の車で向かいま
す。

中途

自動車整備業務（未資格・
未経験可） ※ゼロからで
も整備士資格を目指せま
す。

【具体的な仕事内容】
【大型整備士】大型車の車検、定期点検、一般整備業務（トレー
ラー、タンクローリー、ウィング車、コンテナ車、ユニック車な
本社（市原市岩崎西
ど）。
1-6-5） （通勤はマイ
【小型整備士】小型車の整備業務（普通乗用車）。
カー通勤を推奨）
【電装整備士】小型車、大型車の電装整備業務・大型車の電装
取付業務。
本人の希望と適性を見ていずれかの仕事に配属となります。

フッ素樹脂コーティング加
工に関わる現場作業全般

【具体的な仕事内容】フッ素樹脂コーティング加工の施工技術と
知識を習得して頂きます。製造工程の流れは、受け入れ検査～
脱脂～下地処理～塗装準備～塗装～検査～仕上げ～梱包～
出荷となります。ユーザーの依頼に対してただ単に、「塗装す
る」と云う単純作業ではなく、ユーザーと一緒に一つの製品を造
株式会社イチロク（八
り上げて行く仕事です。その為には、塗装技術の他にも、幅広
街市四木79-1）
い知識が要求されます。とても、奥が深い仕事です。【取扱商
品・サービス】フッ素樹脂の特異な性質を利用し、様々な業種の
様々な機器に付加価値製品加工として利用されています。（医
療機器、医薬品製造工場、半導体関連商品、化学工場、火力
発電所、製鉄所、非鉄精錬所等々）

インフラエンジニア（設計・
構築・運用）

【具体的な仕事内容】
大手通信キャリアやシステム開発会社などが運営するデータ
センターや、お客様オフィスにて、ネットワーク及びサーバの設
計・構築プロジェクトに参加して頂きます。
(大手企業様、官公庁系のプロジェクトもあり、数百～数千台の
環境構築業務に携わることもあります。)

中途

中途

中途

中途

中途

中途

職種詳細

柏支店（柏市中央町
1-1柏セントラルプラ
ザ 【最寄駅】柏駅よ
り徒歩10分）

ジョブカフェちばに登録した新着求人（概ね２週間以内）を掲載しています。掲載している求人は、内容の変更や取り下げとなる場合があります。予めご了承ください。
ジョブカフェちばの窓口（フェイスビル9F)にお越しいただければ、求人の詳細を記載した「採用情報シート」を印刷してお渡しします。求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。
直接窓口へお越しください。

新着求人をご覧の方へ

（詳細なシートは窓口で！）

掲載中の新着求人は、充足による取下げや内容が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。直接窓口へお越しください。

企業名

事業内容

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社
柏支店

ソフトウエア開発（アプリ
ケーションソフトウェア開発、
ネットワークシステム開発、
通信制御系ソフトウェア開
発）、システムコンサルティ
ング

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社
柏支店

ソフトウエア開発（アプリ
ケーションソフトウェア開発、
ネットワークシステム開発、
通信制御系ソフトウェア開
発）、システムコンサルティ
ング

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社
柏支店

ソフトウエア開発（アプリ
ケーションソフトウェア開発、
ネットワークシステム開発、
通信制御系ソフトウェア開
発）、システムコンサルティ
ング

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社
柏支店

ソフトウエア開発（アプリ
ケーションソフトウェア開発、
ネットワークシステム開発、
通信制御系ソフトウェア開
発）、システムコンサルティ
ング

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社
柏支店

ソフトウエア開発（アプリ
ケーションソフトウェア開発、
ネットワークシステム開発、
通信制御系ソフトウェア開
発）、システムコンサルティ
ング

株式会社マルウ

アルミサッシ・住宅設備機械
製品卸売販売業

株式会社エコーパートナーズ

航空手荷物ハンドリング、航
空貨物ハンドリング、航空旅
客ハンドリング、機内食の販
売

株式会社エコーパートナーズ

航空手荷物ハンドリング、航
空貨物ハンドリング、航空旅
客ハンドリング、機内食の販
売

株式会社エコーパートナーズ

航空手荷物ハンドリング、航
空貨物ハンドリング、航空旅
客ハンドリング、機内食の販
売

雇用
形態

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

正社員

募集
対象

職種詳細

具体的な仕事内容

勤務地詳細

新卒

インフラエンジニア（設計・
構築・運用） ●既卒3年以
内応募可

【具体的な仕事内容】
大手通信キャリアやシステム開発会社などが運営するデータ
センターや、お客様オフィスにて、ネットワーク及びサーバの設
計・構築プロジェクトに参加して頂きます。
(大手企業様、官公庁系のプロジェクトもあり、数百～数千台の
環境構築業務に携わることもあります。)

柏支店（柏市中央町
1-1柏セントラルプラ
ザ 【最寄駅】柏駅よ
り徒歩10分）

プログラマ

【具体的な仕事内容】大手企業向けシステム、官公庁向けシス
テムなどのシステムの機能追加、機能修正部分の詳細設計～
試験を担当していただきます。
開発環境やプログラミング言語等はプロジェクトによって異なり
ます。
おもに、財務会計や物流関連のお仕事がメインとなります。
作業全体としては、システムの提案から、システム設計・開発・
運用まで行う中での「開発」工程となりますが、上流工程へのス
テップアップを期待しています。

柏支店（柏市中央町
1-1柏セントラルプラ
ザ 【最寄駅】柏駅よ
り徒歩10分）

新卒

プログラマ ●既卒3年以
内応募可

【具体的な仕事内容】大手企業向けシステム、官公庁向けシス
テムなどのシステムの機能追加、機能修正部分の詳細設計～
試験を担当していただきます。
開発環境やプログラミング言語等はプロジェクトによって異なり
ます。
おもに、財務会計や物流関連のお仕事がメインとなります。
作業全体としては、システムの提案から、システム設計・開発・
運用まで行う中での「開発」工程となりますが、上流工程へのス
テップアップを期待しています。

柏支店（柏市中央町
1-1柏セントラルプラ
ザ 【最寄駅】柏駅よ
り徒歩10分）

中途

プログラマ（JAVA／
C#.net）

【具体的な仕事内容】
・携帯コンテンツ配信サイト開発
・パッケージ開発支援作業
様々な開発において、JAVA/C#.netなどの言語を使用した開発
に携わっていただきます。

柏支店（柏市中央町
1-1柏セントラルプラ
ザ 【最寄駅】柏駅よ
り徒歩10分）

新卒

プログラマ（JAVA／
C#.net） ●既卒3年以内応
募可

【具体的な仕事内容】
・携帯コンテンツ配信サイト開発
・パッケージ開発支援作業
様々な開発において、JAVA/C#.netなどの言語を使用した開発
に携わっていただきます。

柏支店（柏市中央町
1-1柏セントラルプラ
ザ 【最寄駅】柏駅よ
り徒歩10分）

中途

営業業務、配送

【具体的な仕事内容】
住宅用アルミサッシ（建材）、住宅設備機器の配送、組立、営
業。リフォーム業務営業。見積書の作成・顧客管理などでパソ
コンを使用します。配送は2名1組で行います。
本社（千葉市花見川
※1.5ｔトラックによる営業・配達が主な仕事です。入社3年後、能 区三角町188）
力に応じて営業部所属となります。
【取扱商品･サービス】
アルミサッシ、住宅設備機器製品の卸販売業

中途

航空旅客ハンドリング（グラ
ンドスタッフ）

【具体的な仕事内容】※未経験スタートの社員も多数活躍！
■航空旅客ハンドリング（グランドスタッフ）
成田国際空港 ※転
成田空港のチェックインカウンターでの予約・発券、手荷物預か
勤の可能性なし
り、搭乗手続き、搭乗ゲート・機側での案内、到着業務等。
お客様の快適な空の旅をサポートするお仕事です。

新卒

グランドハンドリング（手荷
物・貨物業務）
●既卒3年以内応募可

【具体的な仕事内容】※未経験スタートの社員も多数活躍！
■航空手荷物ハンドリング
ANA、スターアライアンス加盟各社、LCC各社の旅客手荷物の
取扱
※経験を積むと、マーシャリング、翼端監視等の機側業務にも
携わることが出来ます。
■航空貨物ハンドリング
航空貨物の仕分け、フォークリフトを使っての組付け、搭降載等
※フォークリフトの資格は会社負担で取得できます。

新卒

航空旅客ハンドリング（グラ
ンドスタッフ）
●既卒3年以内応募可

【具体的な仕事内容】※未経験スタートの社員も多数活躍！
■航空旅客ハンドリング（グランドスタッフ）
成田国際空港 ※転
成田空港のチェックインカウンターでの予約・発券、手荷物預か
勤の可能性なし
り、搭乗手続き、搭乗ゲート・機側での案内、到着業務等。
お客様の快適な空の旅をサポートするお仕事です。

中途

成田国際空港 ※本
社（成田市本三里塚
53-8）より社用車で出
勤します ※転勤の
可能性なし

ジョブカフェちばに登録した新着求人（概ね２週間以内）を掲載しています。掲載している求人は、内容の変更や取り下げとなる場合があります。予めご了承ください。
ジョブカフェちばの窓口（フェイスビル9F)にお越しいただければ、求人の詳細を記載した「採用情報シート」を印刷してお渡しします。求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。
直接窓口へお越しください。

新着求人をご覧の方へ

（詳細なシートは窓口で！）

掲載中の新着求人は、充足による取下げや内容が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。直接窓口へお越しください。

企業名

事業内容

株式会社サービスセンター

海外駐在員向日本食料品
等の輸出業務、人材派遣・
業務受託・有料人材紹介業
務他。（派13-306115）

株式会社朝日エンジニアリング

環境プラントのオペレーショ
ン＆メンテナンス、試運転、
水質・土壌分析及び調査、
建築・土木・管工事・電気計
装その他の設計・施工管
理、電気・電子計測制御装
置の設計、情報システム・
ネットワークの設計開発、そ
の他。労働者派遣事業（派
13-305416）

ソフトウエア開発（アプリ
ケーションソフトウェア開発、
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 ネットワークシステム開発、
通信制御系ソフトウェア開
千葉支店
発）、システムコンサルティ
ング

ソフトウエア開発（アプリ
ケーションソフトウェア開発、
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 ネットワークシステム開発、
通信制御系ソフトウェア開
千葉支店
発）、システムコンサルティ
ング

雇用
形態

正社員

正社員

正社員

募集
対象

株式会社石浜建設

株式会社石浜建設

ホットコイルからのレベ
ラー、シャーリング、レー
ザー、曲げ一貫加工。

土木一式工事業、舗装工事
業。

土木一式工事業、舗装工事
業。

勤務地詳細

営業事務
●既卒3年以内応募可

中途

焼却施設の運転維持管理
（千葉県四街道市）

【具体的な仕事内容】※取引先現場での常駐勤務です。
市民の健康と衛生を守る「焼却施設」でのお仕事です。
実際の業務は、①中央操作室にて、場内各設備の運転状況を
モニター監視する。 ②機械や処理設備の運転操作を行う。
千葉県四街道市山梨
③定時に所内を巡回し、設備機器の点検とメンテナンスを行う。 【最寄駅】JR総武本
④場内・外の清掃、などです。
線物井駅車10分
作業は決まった手順で行い、先輩社員からマンツーマンで指導
を受けられますので、初心者でも安心してチャレンジすることが
できます。

新卒

インフラエンジニア（設計・
構築・運用）
●既卒3年以内応募可

【具体的な仕事内容】
大手通信キャリアやシステム開発会社などが運営するデータ
センターや、お客様オフィスにて、ネットワーク及びサーバの設
計・構築プロジェクトに参加して頂きます。
(大手企業様、官公庁系のプロジェクトもあり、数百～数千台の
環境構築業務に携わることもあります。)

新卒

千葉支店（千葉県千
葉市中央区富士見14-1 TCS-HD千葉ビ
ル）

正社員

新卒

プログラマ
●既卒3年以内応募可

【具体的な仕事内容】大手企業向けシステム、官公庁向けシス
テムなどのシステムの機能追加、機能修正部分の詳細設計～
試験を担当していただきます。
開発環境やプログラミング言語等はプロジェクトによって異なり 千葉支店（千葉市中
ます。
央区富士見1-4-1
おもに、財務会計や物流関連のお仕事がメインとなります。
TCS-HD千葉ビル）
作業全体としては、システムの提案から、システム設計・開発・
運用まで行う中での「開発」工程となりますが、上流工程へのス
テップアップを期待しています。

正社員

新卒

プログラマ（JAVA／
C#.net）
●既卒3年以内応募可

【具体的な仕事内容】
・携帯コンテンツ配信サイト開発
千葉支店（千葉市中
・パッケージ開発支援作業
央区富士見1-4-1
様々な開発において、JAVA/C#.netなどの言語を使用した開発 TCS-HD千葉ビル）
に携わっていただきます。

金属加工員

【具体的な仕事内容】①シャーリング（鉄板を加工機械で切断）
のチームメンバーとしての加工・補助。および適性に応じて、②
レベラーによるホットコイル（トイレットペーパーのロールのよう
に巻かれた20トンくらいの鉄板）を延ばす加工、③レーザーによ
る切断・穴あけ加工、④ベンダー（曲げ機）による曲げ加工、と 松戸工場（千葉県松
いった鉄板の加工を中心に、それに必要なメンテナンス・クレー 戸市稔台6-8-8）
ン操作・玉掛け（クレーンで吊る為のワイヤーロープ掛け等）・入
出庫作業など。
【取扱商品・サービス】広幅帯鋼・鋼板・めっき鋼板の加工販
売。

現場施工管理

【具体的な仕事内容】土木工事現場の管理・監督（工程、品質、
安全等）を担当します。現場では発注者との打合せや下請、資
材業者の手配・折衝をしながら工事を進めていきます。また工
事提出書類の作成、写真整理もありますが殆どフォーマットが 本社（千葉県柏市泉
ありますので安心して下さい。未経験者は、先輩職員の監督補 町11-16）及び千葉県
助に就いて経験と実績を積み土木施工管理の資格を取得した 内の各現場
後、現場を担当します。
【取扱商品・サービス】土木一式工事、宅地造成工事、下水道
工事、河川工事、舗装工事、解体工事等の元請。

現場施工管理
●既卒3年以内応募可

【具体的な仕事内容】土木工事現場の管理・監督（工程、品質、
安全等）を担当します。現場では発注者との打合せや下請、資
材業者の手配・折衝をしながら工事を進めていきます。また工
事提出書類の作成、写真整理もありますが殆どフォーマットが 本社（千葉県柏市泉
ありますので安心して下さい。未経験者は、先輩職員の監督補 町11-16）及び千葉県
助に就いて経験と実績を積み土木施工管理の資格を取得した 内の各現場
後、現場を担当します。
【取扱商品・サービス】土木一式工事、宅地造成工事、下水道
工事、河川工事、舗装工事、解体工事等の元請。

発）、システムコンサルティ
ング

高橋金属株式会社

具体的な仕事内容

【具体的な仕事内容】海外駐在員を派遣している企業の福利厚
生制度の一環として、海外駐在員やそのご家族などから注文を
受け付け、生活必需品（日本食、日用雑貨等）を海外へ送付す
る仕事です。担当するのは、営業アシスタント業務及び注文商
品の梱包指図書／輸出書類作成業務（システム入力あり）をは 本社（東京都中央区
じめ、電話・メール応対・お茶出し、書類整理、ファイリング業務 日本橋人形町）
等。※海外駐在員とのメール交信が多いため、静かな環境で落
着いて業務に集中できます。【取扱商品・サービス】①海外駐在
員向け生活必需品（日本食及び日用品等）の送付サービス ②
海外赴任者の引越手配サービス

ソフトウエア開発（アプリ
ケーションソフトウェア開発、

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 ネットワークシステム開発、
通信制御系ソフトウェア開
千葉支店

職種詳細

正社員

正社員

正社員

中途

中途

新卒

ジョブカフェちばに登録した新着求人（概ね２週間以内）を掲載しています。掲載している求人は、内容の変更や取り下げとなる場合があります。予めご了承ください。
ジョブカフェちばの窓口（フェイスビル9F)にお越しいただければ、求人の詳細を記載した「採用情報シート」を印刷してお渡しします。求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。
直接窓口へお越しください。

新着求人をご覧の方へ

（詳細なシートは窓口で！）

掲載中の新着求人は、充足による取下げや内容が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。直接窓口へお越しください。

企業名

空港協力事業株式会社

事業内容

航空貨物取扱業

雇用
形態

正社員

募集
対象

中途

職種詳細

具体的な仕事内容

勤務地詳細

物流事務及び付随業務

【具体的な仕事内容】ＡＮＡ及び関連航空会社の航空輸出入貨
物・郵便物のインサイド業務になります。日本国内外から搬入
及び到着するANA向け国際線輸出貨物及び書類の受託、デー
タ入力に加え出発までの書類と貨物との対差確認や貨物の取
扱作業計画書と航空機への積込計画書の作成など、スタッフへ 成田国際空港内貨物
の迅速な情報伝達業務です。 ※入社後、配属前研修あり（5日 地区
間、1日平均6時間、日給6,000円） ※配属前研修終了後、
ANAで2か月間の専門トレーニングあり。 【こんなことが身につ
く】航空機に関する専門知識、精密機器から美術品そして動物
など、物流を通して知見が広がります。

日建製造株式会社

建築用鋼製下地材の製造、
販売

正社員

中途

軽作業

【具体的な仕事内容】
建物内部の天井や壁を作る作業で、必要となる軽量鉄骨の骨
組みを製造（加工）している会社です。
ロール成型機による建築用鋼製下地材の製造・販売を行ってい 日建製造株式会社
ます。
（船橋市潮見町12-1）
製品のピッキングや梱包作業に付随する仕事です。
その後本人の適正等考慮し製造業務の補助作業からロール成
形機オペレーターまで育成しています。

株式会社山本科学工具研究社

硬さ基準片、硬さ標準工具
製造販売

正社員

中途

一般事務職

【具体的な仕事内容】
データ処理、電話応対、銀行等への外出、お客様応対（給茶）
船橋市栄町2-15-4
など、多岐にわたり、気がきき、フットワークよく業務に取り組ん
で頂ける方が希望です。

株式会社ナンセイ

1.総合内装解体工事業・仮
設養生 2.産業廃棄物収集
運搬業 3.産業廃棄物処分
業 4.金属くず商 5.前各号
に附帯関連する一切の業
務。

総務（リサイクル部門）

【具体的な仕事内容】当社リサイクル部門において総務業務全
般に携わっていただきます。
・工場設備の営繕（修理業者への依頼）や安全管理・各種法令
への対応（官庁への届出業務。
・監査対応）・工場での事故対応。
【こんなことが身につく】工場内における総務業務全般を身につ
けることができます。修理業者との折衝や各種官庁との対応も
ありますので、幅広い業務を行えます。更に、事業部内の他工
場にも関わりを持ちますので、目に見ない業務進捗の把握技術
の身につけていくことができます。

営業事務

【具体的な仕事内容】本社営業部内で以下の営業事務全般を
行っていただきます。
・顧客からの電話対応。
・見積書、請求書発行業務、社内データの作成や外勤スタッフ
株式会社ナンセイ（東
のフォロー。
京都江戸川区中葛西
【こんなことが身につく】一番は、法令に基づいた行政への許認
5-20-7）
可等の届出や対応方法が習得できます。特に建設業法による
法令を中心に産業廃棄物に対しての知識が身につきます。ま
た、工事を行う施設やテナント企業など、日本有数企業の経営
方針を感じることもできます。

経理

【具体的な仕事内容】本社経理部における経理業務全般。
・日次および月次仕分データ入力、伝票類の整理。 ・月次決
算、年次決算業務の補助業務。
・関東圏近隣の工場や支店への監査業務。 ・備品、契約管理 株式会社ナンセイ（東
等の総務業務も一部携わっていただきます。
京都江戸川区中葛西
【こんなことが身につく】経理部4名と少数精鋭での業務となりま 5-20-7）
す。「請求書だけ」や「伝票仕分だけ」などのように業務領域が
制限されておりません。経験とやる気に応じて、業務をお任せし
ますので、経理全般の知識が身につきます。

ドライバー（2ｔ・4ｔ）

【具体的な仕事内容】産業廃棄物の収集運搬業務。
・2T車もしくは4T車による各種商業施設たテナント等の建築時
や解体時に排出される余剰材等、産業廃棄物の収集運搬業務
に携わっていただきます。
・日々の車両整備業務として、運行後の洗車や簡単な日常整備
もおこなっていただきます。
【こんなことが身につく】取得免許により2ｔ車及び4ｔ車の運転を
行っていただきます。中型自動車免許へステップアップ希望の
方は、社内資格取得制度を利用して、中型免許の取得も可能
です。

株式会社ナンセイ

1.総合内装解体工事業・仮
設養生 2.産業廃棄物収集
運搬業 3.産業廃棄物処分
業 4.金属くず商 5.前各号
に附帯関連する一切の業
務。

株式会社ナンセイ

1.総合内装解体工事業・仮
設養生 2.産業廃棄物収集
運搬業 3.産業廃棄物処分
業 4.金属くず商 5.前各号
に附帯関連する一切の業
務。

株式会社ナンセイ

1.総合内装解体工事業・仮
設養生 2.産業廃棄物収集
運搬業 3.産業廃棄物処分
業 4.金属くず商 5.前各号
に附帯関連する一切の業
務。

正社員

正社員

正社員

正社員

中途

中途

中途

中途

原木第三工場（千葉
県市川市高谷20152） 【最寄駅】JR武蔵
野線二俣新町駅徒歩
15分

高谷車庫（千葉県市
川市高谷1479-1）
【最寄駅】東京メトロ
東西線原木中山駅徒
歩15分

ジョブカフェちばに登録した新着求人（概ね２週間以内）を掲載しています。掲載している求人は、内容の変更や取り下げとなる場合があります。予めご了承ください。
ジョブカフェちばの窓口（フェイスビル9F)にお越しいただければ、求人の詳細を記載した「採用情報シート」を印刷してお渡しします。求人について、電話・メール・ＦＡＸでのお問い合わせにはお答えできません。
直接窓口へお越しください。

