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京成グループでは、２０２２年５月１４日（土）に京成ホテルミラマーレにて、６月４日

（土）・８日（水）に京成電鉄本社にて、就職合同説明会を開催します。 
 
京成グループは、東京都東部・千葉県・茨城県を主な事業エリアとし、運輸業をはじ

め、流通業、レジャー・サービス業、建設業等多角的に事業を展開しています。当説明

会の開催により、京成グループ各社の採用拡大を図ることを通じて、地域の雇用促進に

貢献します。 
 
当説明会は、電車・バス・タクシーの運輸業をはじめ、流通業、レジャー・サービス業、

建設業等、多様な業種の会社説明を一度に聞くことができる機会となっております。  

今回は京成グループ２３社に加え、京成電鉄本社での開催日には市川市役所も出展し

ます。 
 
事前予約不要かつ入退場自由となっており、空き時間を活用し都合の良い時間に 

参加いただけます。また、今回より、より広い地域の方にご参加いただけるよう、初めて

京成ホテルミラマーレ（千葉市中央区）にて開催します。さらに、京成タクシーホールディ

ングスでは、説明会と併せて選考会（一次面接）も実施します（京成電鉄本社での開催

日のみ）。 
 
京成グループでは、今後も地域の発展、また更なるサービス向上のための採用拡大

の取り組みを実施してまいります。 
 
 本件の概要は、次頁の通りです。 
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２０２２年 ４月１３日 

京成グループ 

地域との共生・雇用促進のために 

京成グループ 就職合同説明会を開催 
開催日：２０２２年５月１４日（土）＠京成ホテルミラマーレ 

        ２０２２年６月４日（土）・８日（水）＠京成電鉄本社 
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京成グループ 就職合同説明会について 
 

１． 開催概要 

【２０２２年５月開催】 

（１）日  時：２０２２年５月１４日（土）  １０：００～１２：００（受付１９：３０～１１：３０） 

【第  ２回】 ２０２１年９月１１日（土 ）  １３：００～１５：００（受付１２：３０～１４：３０） 

（２）会  場：京成ホテルミラマーレ 

（３）所 在 地：千葉県千葉市中央区本千葉町１５－１（京成千葉線千葉中央駅直結） 

【２０２２年６月開催】 

（１）日  時：２０２２年６月９４日（土）   １０：００～１２：００（受付１９：１５～１１：３０） 

【第 ２回】 ２０２１年９月１日（土）    １３：００～１５：００（受付１２：１５～１４：３０） 
          ２０２２年６月９８日（水）   １６：００～２０：００（受付１５：１５～１９：３０） 

（２）会  場：京成電鉄株式会社 本社 

（３）所 在地：千葉県市川市八幡３―３―１（京成本線京成八幡駅直結） 
 
※全日、予約不要、出展各社が同時並行で随時説明会を実施します。 

※原則個別説明ですが、当日の混雑状況によって、整理券を配布し入れ替え制で 

のご案内となる場合がございます。 
 
２．出展者 

【京成グループ２３社】 

京成電鉄、北総鉄道、関東鉄道、京成バス、千葉交通、千葉中央バス、 

成田空港交通、千葉海浜交通、千葉内陸バス、東京ベイシティ交通、 

ちばグリーンバス、京成タウンバス、京成トランジットバス、京成バスシステム、 

京成タクシーホールディングス、京成ストア、新京成リテーリングネット、京成建設、 

京成保険コンサルティング、京成自動車工業、サーモテックステクニカル、 

京成自動車整備、京成ドライビングスクール 

※京成タクシーホールディングスは、京成電鉄本社開催日（６月４日（土）・８日（水））

のみ選考会（一次面接）を受けることができます。（履歴書を持参かつ希望者のみ） 
 
市川市役所（京成電鉄本社開催日（６月４日（土）・８日（水））のみ出展） 

 
３．新型コロナウイルス感染防止について 

当説明会開催にあたり、参加者およびスタッフの安全確保のため、新型コロナウイルス 

感染防止の取り組みとして、以下の対策を行います。 

（１）会場内マスク着用（マスクご着用のうえご来場ください） 

（２）アルコール消毒液の設置 

（３）来場者数が一定数を超えた場合の人数制限 

（４）受付での検温（３７．５度以上ある方の入場はご遠慮いただきます） 等 

※新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により、感染防止のため本説明会の内容 

を一部変更して開催、または中止する場合があります。 
 

以 上 
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一次面接同時開催！
ご希望の方は履歴書をお持ちください。

●新卒採用のみ

●新卒採用のみ ●新卒採用のみ

●新卒採用のみ

一次面接同時開催！
ご希望の方は履歴書をお持ちください。

参加会社一覧

●京成電鉄
●北総鉄道

鉄道

●京成電鉄
●北総鉄道
●関東鉄道

鉄道
●市川市役所

●京成バス
●千葉交通
●千葉中央バス
●成田空港交通
●千葉海浜交通
●千葉内陸バス
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●京成タクシー
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●京成建設
建設業

●京成保険コンサルティング
●サーモテックステクニカル

その他

●京成電鉄
●北総鉄道

鉄道
●市川市役所

●京成バス
●千葉交通
●千葉中央バス
●成田空港交通
●千葉海浜交通
●千葉内陸バス
●東京ベイシティ交通
●ちばグリーンバス
●京成トランジットバス
●京成バスシステム

バス

●京成タクシー
タクシー

●京成ストア
流通業

●京成自動車工業
●京成自動車整備
●京成ドライビングスクール

その他

＠京成ホテルミラマーレ6階ローズルーム

10：00～12：00
13：00～15：00 各回30分前より受付開始5.14土

10：00～12：00
13：00～15：00 各回45分前より受付開始6.4 土

＠京成電鉄本社 2階
各回45分前より受付開始16：00～20：006.8 水

＠京成電鉄本社 2階

市川市役所も
参加するよ！

6/4（土）、6/8（水）は

運転士養成制度あり。二種免許取得サポートがある会社です。詳細は各社ブースにてお尋ねください。未経験者歓迎

●京成バス
●千葉交通
●千葉中央バス
●成田空港交通
●千葉海浜交通
●千葉内陸バス
●東京ベイシティ交通
●ちばグリーンバス

バス

●京成タクシー
タクシー

●京成ストア
●新京成リテーリングネット

流通業

●京成建設
建設業

●京成自動車工業
●サーモテックステクニカル

その他



会社名 市川市役所 ＰＲ 公務員試験対策は不要です！

募集職種 事務、技術職（土木等）、保健師 雇用形態 正規職員

資格 新卒・中途 勤務地 市川市

保健師資格（保健師のみ） WEB https://www.city.ichikawa.lg.jp/gen02/151100

0001.html

会 社 名 京成電鉄株式会社 Ｐ　　Ｒ 経験不問！ 110年超の実績を誇る会社です。

募集職種 ①電車乗務員候補(高卒・専門卒) 雇用形態 正社員

②鉄道技術係(車両・電気)(高卒・専門卒)

③保線技術係(高卒・専門卒)

④土木技術員(高卒・専門卒)

※募集は7月以降予定

資　　格 新卒 勤 務 地 東京都、千葉県

なし。未経験でも大歓迎 Ｗ Ｅ Ｂ https://www.keisei.co.jp/

会社名 北総鉄道株式会社 ＰＲ 北総地域から都心・空港へ走り続けて50年

募集職種 電気系保守（電気・車両） 雇用形態 正社員

資格 中途 勤務地 鎌ケ谷市・印西市(配属先により異なります)

経験者優遇 WEB https://www.hokuso-railway.co.jp/

会社名 関東鉄道株式会社 ＰＲ 社員寮完備！茨城の鉄道・バス会社です！

募集職種 ①総合職（大卒）

②駅務員（高校・専門卒）

③鉄道技術員（高校・専門卒）

④養成バス運転士（高卒）

雇用形態 ①～④正社員（試雇期間あり）

⑤準社員（正社員登用あり）

⑤バス運転士（中途）

資格 中途、新卒 勤務地 茨城県内の鉄道・バス事業所

①、④、⑤普通自動車免許

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

WEB https://www.kantetsu.co.jp/

会社名 京成バス株式会社 ＰＲ 養成制度利用可能！経験不問です！

募集職種 バス運転士 雇用形態 嘱託社員（正社員登用制度あり）

資格 中途 勤務地 江戸川区、葛飾区、松戸市、市川市

普通自動車免許取得3年以上

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

WEB https://www.keiseibus.co.jp/

会社名 千葉交通株式会社 ＰＲ 成田・銚子を拠点に運行するバス会社です。

募集職種 ①バス運転士 雇用形態 ①嘱託社員（正社員登用制度あり）

②事務総合職年齢30歳迄(省令3号のイ) ②正社員

資格 新卒・中途

①普通自動車免許取得3年以上

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

勤務地 ①成田市・銚子市・多古町

②成田市

②普通自動車免許（AT限定可） WEB http://chibakotsu.co.jp/

＜出展企業の求人情報＞
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＜出展企業の求人情報＞

会社名 千葉中央バス株式会社 ＰＲ 社員同士の仲が良い働きやすい環境です。

募集職種 ①バス運転士 雇用形態 ①②準社員（正社員登用制度あり）

②自動車整備士

資格 新卒・中途 勤務地 千葉市緑区

①普通自動車免許取得後３年以上

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

②不問（二級整備士は優遇）

WEB https://www.chibachuobus.co.jp/

会社名 成田空港交通株式会社 ＰＲ 成田空港関連の輸送を担うバス会社です。

募集職種 バス運転士 雇用形態 嘱託社員（正社員登用制度あり）

資格 中途 勤務地 成田市

普通自動車免許取得3年以上

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

WEB http://nariku.co.jp/index.php

会社名 千葉海浜交通株式会社 ＰＲ 路線バスのAT率９割超

募集職種 バス運転士 雇用形態 契約社員（正社員登用制度あり）

資格 中途 勤務地 千葉市

大型二種免許

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

WEB www.kaihin-bus.co.jp/

会社名 千葉内陸バス株式会社 ＰＲ 離職率の低さは県内随一です。

募集職種 バス運転士 雇用形態 契約社員（正社員登用制度有）

資格 中途 勤務地 四街道市、千葉市若葉区

普通自動車免許

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

WEB http://www.chiba-nairikubus.co.jp/

会社名
東京ベイシティ交通株式会社

ＰＲ 積極採用＆養成制度有！働きやすい環境です

募集職種 バス運転士 雇用形態 契約社員（最短１年で正社員登用）

資格 中途【未経験者歓迎！】 勤務地 浦安市

普通自動車免許

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

WEB http://www.baycity-bus.co.jp/

会社名 ちばグリーンバス株式会社 ＰＲ 佐倉のバス会社です。未経験者大歓迎！

募集職種 バス運転士 雇用形態 1.準社員（正社員登用制度有り）

2.嘱託社員（60歳以上）

資格 新卒・中途 勤務地 佐倉市

大型二種免許

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

WEB http://chibagreenbus.co.jp/

会社名 京成タウンバス株式会社 ＰＲ 東京都東部の地域密着型路線バス運行会社！

募集職種 バス運転士 雇用形態 契約社員（正社員登用あり）

資格 中途 勤務地 東京都葛飾区

普通自動車免許（大型二種免許保有者優遇）

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

WEB https://www.keisei-townbus.co.jp/
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＜出展企業の求人情報＞

会社名
京成トランジットバス株式会社

ＰＲ 未経験者大歓迎！テーマパーク送迎あり。

募集職種 バス運転士 雇用形態 準社員（勤続2年以降に正社員へ登用する

ことを前提とする）

資格 新卒・中途 勤務地 市川市、浦安市

普通免許

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)、

引越支援金制度あり

WEB https://transitbus.co.jp/web/

会社名 京成バスシステム株式会社 ＰＲ 企業送迎/路線/高速/観光バスの運転士募集!

募集職種 バス運転士 雇用形態 嘱託社員（正社員登用制度あり）

資格 新卒・中途 勤務地 船橋市

普通自動車免許取得3年以上（AT限定可）

＊養成制度(大型二種免許取得サポート)あり

WEB http://www.keisei-bus-system.co.jp/

会社名
京成タクシーホールディングス株式会社

ＰＲ 経験・未経験問わず長く安心して働けます

募集職種 タクシー乗務員 雇用形態 正社員

資格 新卒・中途

普通免許取得3年経過

勤務地 野田、柏、松戸、市川、浦安、船橋、千葉、

習志野、木更津、佐倉、成田、取手、我孫子

＊養成制度(普通二種免許取得サポート)あり WEB https://www.keiseitaxi.jp/holdings/

会社名 株式会社京成ストア ＰＲ 未経験者大歓迎！地域密着型の会社です。

募集職種 総合職 雇用形態 正社員

資格 新卒・中途 勤務地 東京都、千葉県

不要、登録販売者優遇 WEB https://www.keiseistore.co.jp/

会社名 新京成リテーリングネット株式会社 ＰＲ
未経験者大歓迎！

駅ナカコンビニ運営会社です

募集職種 販売員（店舗運営職） 雇用形態 準社員（正社員登用実績あり）

資格 新卒・中途 勤務地 千葉県内の各店舗（新京成線沿線）

なし WEB https://www.shinkeisei.co.jp/corporate/group_

list/retailingnet/

会社名 京成建設株式会社 ＰＲ 地域の街づくりに貢献してみませんか

募集職種 建築・土木施工管理職、 雇用形態 正社員

建築営繕職・積算職

資格 新卒・中途 勤務地 千葉県、東京都、茨城県

不要、資格保有者優遇（第二新卒歓迎） WEB http://keisei-const.jp/

会社名 株式会社京成保険コンサルティング ＰＲ 主に京成グループ会社・個人へ各種保険販売

募集職種 営業職 雇用形態 正社員

資格 新卒 勤務地 墨田区

なし WEB http://www.keisei-hoken.co.jp/
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＜出展企業の求人情報＞

会社名 京成自動車工業株式会社 ＰＲ
ハンドメイドでTV中継車などの特殊車両を製

造しています

募集職種 技術職（設計）、 雇用形態 正社員

技能職（溶接・塗装・縫製・電気等）

資格 新卒・中途 勤務地 市川市

不問、普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

【あれば尚可】

WEB https://keiseimotors.co.jp/

会社名
株式会社サーモテックステクニカル

ＰＲ オーダーメイド空調機の手づくり会社です。

募集職種 技術員（空調機の製作、メンテナンス等） 雇用形態 正社員

資格 中途 勤務地 八千代市

要普通自動車運転免許（ＡＴ限定可） WEB http://thermo-tex.co.jp/

会社名 京成自動車整備株式会社 ＰＲ 京成グループのバス車両を整備しています！

募集職種 自動車整備士、 雇用形態 契約社員（正社員登用最短半年）

技術員（鈑金、塗装、車体更生）

資格 新卒・中途 勤務地 東京都東部、千葉県北西部

3級自動車整備士免許優遇 WEB https://keisei-seibi.co.jp/

会社名 株式会社京成ドライビングスクール ＰＲ 自動車の総合教育機関を目指しています！

募集職種 ①教習指導員(新卒) 雇用形態 ①正社員

②教習指導員(中途)

③受付事務員

②③契約社員(入社１年後以降に正社員登用あ

り)

資格 新卒・中途 勤務地 東京都葛飾区

①②普通自動車免許

③不要

WEB https://www.keisei-ds.co.jp/

開催時間　10：00～12：00、13：00～15：00 会　場 京成ホテルミラマーレ６F　ローズルーム

受付時間　9：30～11：30、12：30～14：30 ▶千葉中央駅直結！【千葉市中央区本千葉町15-1】

https://www.miramare.co.jp/access/

開催時間　10：00～12：00、13：00～15：00 会　場 京成電鉄本社ビル

受付時間　9：15～11：30、12：15～14：30 ▶京成八幡駅直結！【市川市八幡3-3-1】

開催時間　16：00～20：00

受付時間　15：15～19：30
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