
【名称】 株式会社八街産直会

【分野】 野菜

【所在地】千葉県八街市榎戸

【メッセージ】

「安心・安全・美味・健康」「100年
続ける農業」を企業コンセプトに
日々精進しています。

【出展日時】9月3日（土）終日参加

【募集職種】（正社員）

農場の管理作業全般

露地：キャベツ・だいこん・ブロッコリー・ねぎ他

施設：トマト・ナス・ピーマン他

【募集条件等】

月給180,000円～250,000円

通勤手当あり

日曜休み+月2日休日あり



【名称】 有限会社北総ベジタブル

【分野】 野菜

【所在地】千葉県山武郡芝山町菱田

【メッセージ】

ほうれん草などの有機栽培を中心に、
特別栽培など環境や人にやさしい農
業を行っています

【出展日時】9月3日（土）終日参加

【募集職種】（正社員/パート）

ほうれん草・小松菜・春菊・ベビーリーフ・パクチー・

ネギ・ズッキーニ他の収穫・調整作業

【募集条件等】

（正社員）月給168,000円～

※週休1日～2日（本人希望による）

（パート）時給1,000円～

夏期・冬期休暇 正社員は賞与あり

URL: https://hokuvege01.com/

https://hokuvege01.com/


【名称】 有限会社ゆうふぁーむ

【分野】 野菜

【所在地】千葉県香取郡多古町西古内

【メッセージ】

ゆうふぁーむは農業が好きな人が集
まる会社です。栽培技術の向上とき
れいな畑づくりを目標にしています。

【出展日時】9月3日（土）終日

【募集職種】（アルバイト/パート）

露地野菜（人参、じゃが芋、とうもろこしなど
多品目）の栽培作業、梱包、出荷作業

【募集条件等】

時給960円～



【名称】 かぶや

【分野】 野菜

【所在地】千葉県香取市長岡

【メッセージ】

コカブで日本一を目指し、一緒に汗
を流してくれる仲間を募集。

笑顔で充実した農業ライフを共に進
みましょう。

【出展日時】9月3日（土）、9月4日（日）終日

【募集職種】（正社員）

圃場の管理・出荷調整作業・皆んなを笑顔に
する作業

【募集条件等】

月給200,000円～ 固定残業20時間分含む

賞与年1回、休日月6日、宿泊施設あり



【名称】 株式会社勘兵衛

【分野】 野菜

【所在地】千葉県銚子市小長町

【メッセージ】

生産～管理～流通までを一貫した管理
システムを導入し、お客様に安心・安
全な野菜を提供。社会に貢献し、地域
に根差した企業としての確立を目指し
ています。

【出展日時】9月3日（土）14：30～16：00

9月4日（日）14：30～16：00

【募集職種】（正社員）

野菜（キャベツ・だいこん・えだまめ・トウ
モロコシ他）の生産、管理、販売

【募集条件等】

月給195,000円～

週休2日シフト制、住宅手当5,000円

通勤手当半額

URL: https://kambee.co.jp/

https://kambee.co.jp/


【名称】 株式会社なのはな農園

【分野】 野菜、稲作

【所在地】千葉県匝瑳市吉田

【メッセージ】

現在就農は大変勇気ある決断と思い
ます。共に学習し、共に学び、共に
喜び、時には失敗し、発展していけ
たらいいなと思います。

【出展日時】9月3日（土） 12：30～14：00

9月4日（日） 12：30～14：00

【募集職種】（正社員）

水稲、露地野菜（ネギ）の生産販売

【募集条件等】

月給200,000円～

通勤手当あり（12,000円/月まで）

月6日休みシフト制



【名称】 有限会社ワタミファーム

【分野】 野菜

【所在地】千葉県山武市横田

【メッセージ】

土づくり、人づくり、地域づくりを
テーマに有機農業に取り組んでいま
す。

【出展日時】9月3日（土）10：30～12：00

【募集職種】（正社員）

有機野菜生産に関わる業務全般、計画作成、
販売管理等

【募集条件等】

月給195,100円～286,000円、賞与年2回

通勤手当、家族手当、扶養手当、教育手当、住宅手当

休日月7日 年間83日 社宅準備 厚生年金基金

URL: https://watami-organic.jp/

https://watami-organic.jp/


【名称】 ぱちゃままファーム

【分野】 野菜、稲作

【所在地】千葉県山武郡横芝光町二又

【メッセージ】

私達は昨年から千葉県ブランド野菜
を再度発展させる為業務加工向けの
野菜栽培をスタートしました。

【出展日時】9月3日（土）10：30～12：00

【募集職種】（正社員/パート）

非結球レタス、ほうれん草、カブ等の苗植付、管
理、収穫等

【募集条件等】

（正社員）月給163,000円～170,000円 賞与年1回

月6日休みシフト制

（パート）時給953円



【名称】 株式会社田中農園

【分野】 野菜

【所在地】千葉県袖ケ浦市川原井

【メッセージ】

だいこん、枝豆、落花生を生産して
います。商品は主に東京都内の青果
市場に出荷しています。

【出展日時】9月3日（土）終日参加

【募集職種】（正社員）

露地野菜（だいこん・えだまめ・落花生他）の

生産、販売計画に基づき播種、管理、収穫

【募集条件等】

月給180,000円～

休日月8日、お盆・正月計6日

通勤手当



【名称】 株式会社耕す

【分野】 野菜

【所在地】千葉県木更津市矢那

【メッセージ】

有機栽培を行い、循環型農業を目指
しています。

【出展日時】9月4日（日）終日参加

【募集職種】（パート・アルバイト）

有機野菜の栽培管理、出荷など

【募集条件等】

時給955円

週休2日シフト制

URL : http://www.tagayasu.co.jp/

http://www.tagayasu.co.jp/


【名称】 株式会社さんたファーム

【分野】 施設野菜

【所在地】千葉県千葉市若葉区御殿町

【メッセージ】

千葉市若葉区でいちご狩りの観光農園を
運営しています。最新技術を活用し、高
い生産性を実現しています。事業拡大に
伴い一緒に働いてくれる仲間を募集して
おりますのでぜひご応募ください。

【出展日時】9月3日（土）、9月4日（日）終日参加

【募集職種】（正社員/契約社員/パート）

いちごの栽培管理や販売に関わる業務全般

【募集条件等】

時給1,050円～1,800円、週休2日シフト制（土日勤務は必須）

賞与あり、住宅手当（月10,000円）、通勤手当（1日500円まで）

役職手当、生涯設計手当、退職金制度、退職金制度、社員割引あり

URL : https://www.santa-farm.jp/

https://www.santa-farm.jp/


【名称】 林農場

【分野】 施設野菜

【所在地】千葉県旭市仁玉

【メッセージ】

ハウス1.7h・露地6hで胡瓜、トマト、
レタス、小松菜、ブロッコリー等を
栽培しております。

【出展日時】9月3日（土）10：30～12：00、14：30～16：00

9月4日（日）10：30～12：00

【募集職種】（正社員）

野菜（施設：きゅうり・トマト他、露地：レタ
ス・ブロッコリー他）の生産、管理、出荷作業

【募集条件等】

月給200,000円～

週休1日シフト制・夏季3日年末年始2日

賞与年2回

URL : http://www.hayashi-farm.com/

http://www.hayashi-farm.com/


【名称】 株式会社さんぶファーム

【分野】 施設野菜

【所在地】千葉県山武郡芝山町新井田

【メッセージ】

成田空港の近くでハーブを生産してい
ます。軽量野菜なので女性も安心して
働けます。今年度から有機JASを取得
して、有機ベビーリーフの生産をメイ
ンに取り組んでいます。

【出展日時】9月4日（日）終日参加

【募集職種】（パート）

食用ハーブ、ベビーリーフの生産・販売

【募集条件等】

時給953円 週休2日（火曜・土曜）

時間は応相談



【名称】 株式会社惣左衛門

【分野】 養豚

【所在地】千葉県柏市手賀

【メッセージ】

自家配合の飼料で筋繊維に細かな刺
しの入った豚肉を生産している養豚
農家です。養豚に興味のある方に来
ていただけたらうれしいです。

【出展日時】9月3日（土）、9月4日（日）終日参加

【募集職種】（正社員/パート）

豚の飼養管理等業務全般及び商品管理

【募集条件等】

（正社員）日給10,000円 賞与は業績による

週１日休みシフト制 お盆・正月計７日

（パート）時給1,000円

URL ： https://sozaemon.shop-pro.jp/

https://sozaemon.shop-pro.jp/


【名称】 株式会社ヒラノ

【分野】 養豚

【所在地】千葉県成田市桜田、多古町、睦沢町

【メッセージ】

養豚の一貫経営を行っています。千葉
県内に11の農場があり成田市、多古町、
睦沢町での募集を行っています。各農
場10名前後の人員で業務を行っていま
す。

【出展日時】9月3日（土）10：30～12：00 14：30～16：00

【募集職種】（正社員）

養豚、主に給餌・給水・豚舎の清掃や豚の世話

【募集条件等】

月給200,000円～250,000円

休日月8日シフト制

住宅手当、通勤手当

URL ： https://hirano-pork.co.jp/

https://hirano-pork.co.jp/


【名称】 農事組合法人千葉アグリ

【分野】 養豚

【所在地】千葉県旭市清和甲

【メッセージ】

千葉アグリでは、養豚業に興味関心を
持っている方を探しています。養豚場
［繁殖農場］の管理スタッフ募集！経験
者優遇します。未経験者も丁寧に指導し
ます。【年齢不問】

【出展日時】9月3日（土）、9月4日（日）終日参加

【募集職種】（正社員）

養豚飼育管理作業員（種付けを含む）

【募集条件等】

月給220,000円～、賞与年1回

休日月8日シフト制

通勤手当実費支給（上限10,000円）

URL ： https://chiba-agri.jp/

https://chiba-agri.jp/

