
【名称】 株式会社たけやま

【分野】 稲作

【所在地】千葉県山武市富田

【メッセージ】

山武市で稲栽培をしています。

未経験でも頑張ろうと意欲的な方、
一緒に成長しましょう。

【出展日時】10月2日（土）終日参加

【募集職種】（正社員）

米の生産、出荷販売

【募集条件等】

月給180,000円～250,000円

週休1日シフト制 夏期・冬期休暇

農場長手当あり

URL: https://www.takeyamarice.com/

https://www.takeyamarice.com/


【名称】 株式会社PB FARM 市原

【分野】 稲作、野菜、果樹

【所在地】千葉県市原市南国分寺台

【メッセージ】

アットホームな会社でおいしいお米
や新鮮な野菜を一緒に作りましょ
う！

【出展日時】10月3日（日）10：30～12：00

【募集職種】（正社員/パート）

水稲、露地野菜（キャベツ、ブロッコリーなど）、
原木椎茸、レモンの栽培管理、出荷作業

【募集条件等】

（正社員）月給160,000円～、賞与年2回

週休2日シフト制

（パート）時給950円～



【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】10月2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

休日年間83日

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

https://watami-organic.jp/


【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】10月2日（土）終日

【募集職種】（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925円～

通勤手当



【名称】 GREEN GIFT株式会社

【分野】 野菜

【所在地】千葉県山武郡横芝光町曽根合

【メッセージ】

『プロの長ネギ生産組織』という意
識で取り組んでいます。一緒に考え
ていける仲間を募集します。

【出展日時】10月2日（土）、10月3日（日）終日

【募集職種】（正社員、パート）

長ネギの周年栽培（機械作業、管理、収穫、調整等）

【募集条件等】

（正社員）月給170,000円～220,000円

年間休日87日

（パート）時給925円 週3日・1日3時間～OK

URL : https://www.greengift.jp/

https://www.greengift.jp/


【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】10月2日（土）、10月3日（日）終日

【募集職種】（正社員）

有機野菜の栽培管理、出荷など

【募集条件等】

月給190,000円～250,000円 賞与年1回

週休1日シフト制

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

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


【名称】 ぱちゃままファーム

【分野】 野菜

【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。お互いに働
きやすい参加者を募集しています。

【出展日時】10月2日（土）14：30～16：00

10月3日（日）12：30～14：00、14：30～16：00

【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950円



【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】10月2日（土）10：30～12：00

【募集職種】（正社員）

農場の管理作業全般

【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】 有限会社サンズファーム

【分野】 野菜

【所在地】千葉県銚子市小畑町

【メッセージ】

4人の社員と8人のパートさんで、45000坪
（およそ東京ドーム3個分）の農地を管理し
ています。農地の2/3が減農薬の慣行栽培、
1/3が無農薬・無肥料・無堆肥の自然栽培で、
大根やキャベツなどおよそ20種類の野菜を
生産しています。

【出展日時】10月2日（土）12：30～14：00、14：30～16：00

【募集職種】（正社員）

自然栽培、減農薬野菜の生産・収穫出荷

【募集条件等】

月給195,000円～、隔週週休2日シフト制

通勤手当、食事手当、退職金制度あり

URL : https://www.suns-farm.com/

https://www.suns-farm.com/


【名称】 カズサの愛彩グループ（アグリアドバンス）

【分野】 野菜

【所在地】千葉県君津市向郷

【メッセージ】

名水100選に選ばれた水を利用した水
耕栽培で、質の高い農産物を生産し
ています。

【出展日時】10月2日（土）10：30～12：00

10月3日（日）10：30～12：00

【募集職種】（正社員）

施設野菜の生産に関わる業務全般

【募集条件等】

時給950円～、週休1日～2日シフト制

住宅手当、通勤手当あり

URL : http://www.kazusa-aisai.net/

http://www.kazusa-aisai.net/


【名称】 株式会社さんぶファーム

【分野】 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。

【出展日時】10月3日（日）終日

【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925円 週休2日 時間は応相談



【名称】 株式会社なのはな農園

【分野】 野菜

【所在地】千葉県匝瑳市吉田

【メッセージ】

現在は規模は小さいですが、規模拡
大と機械化による効率的な生産体制
を目指しています。

【出展日時】10月3日 10：30～12：00

【募集職種】（正社員）

水稲、露地野菜の生産販売

【募集条件等】

月給200,000円～

通勤手当あり

月6日休みシフト制



【名称】 柴田農場

【分野】 野菜

【所在地】千葉県袖ケ浦市上泉

【メッセージ】

露地野菜の栽培。大根、キャベツ、枝豆を
作っています。

『農業は自然相手、大変なこともあります
が、やりがいもたっぷり』自然の中でやり
がいのある仕事をして生活する、農業とい
う生き方を選択しませんか？

【出展日時】10月2日（土）10：30～12：00、12：30～14：00

【募集職種】（正社員/パート）

大根、枝豆などの生産管理。

【募集条件等】

（正社員）月給210,000円～250,000円

月6日休みシフト制

（パート）時給950円～1,100円 勤務日数等応相談



【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】10月2日（土）、10月3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180,000円～200,000円 賞与年1回

休日月6日、宿泊施設あり



【名称】 MERCATOちばfattoria

【分野】 野菜

【所在地】千葉県富里市十倉

【メッセージ】

主に、都内の高級ホテル・レストラ
ンに「MERCATO」ブランドで稀少野
菜などを毎日100品目近く出荷してい
ます

【出展日時】10月2日（土）10：30～12：00

10月3日（日）10：30～12：00

【募集職種】（正社員）

エディブルフラワーやマイクログリーンなどの
野菜の栽培管理・出荷調作業

【募集条件等】

月給220,000円～、休日月6日シフト制

URL : https://carrot-vege.co.jp/

https://carrot-vege.co.jp/


【名称】 有限会社青木園芸

【分野】 花き

【所在地】千葉県南房総市川谷

【メッセージ】

心に響く花を届けたい！
変革の今共に挑戦する人材募集。
ネット販売も強化中です。

【出展日時】10月2日（土）、10月3日（日）終日

【募集職種】（正社員）

花（アジサイ・草花・ハーブ等）の生産販売

【募集条件等】

月給184,000円～ 賞与年2回

職能手当、通勤手当

休日週1.5日シフト制

URL : https://aokiengei.jp/

https://aokiengei.jp/


【名称】 株式会社しあわせ牛

【分野】 肉牛

【所在地】千葉県旭市倉橋

【メッセージ】

10ヵ所以上の牧場で多品種の一貫肥
育をしているので、多くの技術が学
べ、独立支援もしています。

【出展日時】10月2日（土）12：30～14：00

10月3日（日）12：30～14：00

【募集職種】（正社員）

肉用牛の管理等業務全般

【募集条件等】

月給180,000円～200,000円、賞与年2回

年間休日87日

URL ： https://maruni-ts.co.jp/related/

https://maruni-ts.co.jp/related/


【名称】 東林農場

【分野】 酪農・肉牛

【所在地】千葉県旭市後草

【メッセージ】

酪農、肥育一貫経営で、酪農は29年
度に搾乳ロボットを導入しました。
肥育60頭。
独立希望の方大歓迎です。

【出展日時】10月2日（土）12：30～14：00、14：30～16：00

10月3日（日）12：30～14：00、14：30～16：00

【募集職種】（正社員/パート）

牧場での酪農、肉用牛肥育業務全般

【募集条件等】

（正社員）月給200,000円～、賞与年1回

住宅手当、通勤手当、資格手当、資格取得支援

（パート）時給1,000円～1,300円



【名称】 株式会社Lucy‘ｓ garden

【分野】 酪農

【所在地】千葉県南房総市下滝田

【メッセージ】

南房総市で最大規模の酪農の牧場で
す。

【出展日時】10月2日（土）、10月3日（日）終日

【募集職種】（正社員）

酪農業務全般

【募集条件等】

月給176,000円～、賞与年2回

週休2日シフト制、宿泊施設あり


