


◎飛行機・空港が好き ◎国際的な仕事に挑戦したい ◎正社員として長く働きたい

企業概要
代 表 者 氏家 正道

資 本 金 ７億5,295万円

従業員数 約1.830名

必要な知識･技能 普通運転免許（AT可）、

特殊車両の運転資格

（フォークリフト、牽引車）尚可

勤務条件

給 与 210,000円以上

諸 手 当 通勤手当、シフト手当、

ランプ運転手当、時間外手当 等

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年1回（会社業績による）

勤 務 地 成田空港貨物地区

空港第２ビル駅から徒歩１５分

勤務時間 シフト制（実働7時間15分）

休日休暇 4週につき８日の休日

有給休暇(初年度10日)

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、介護

退職金、

福利厚生 確定拠出年金、教育訓練補助制度、

社員割引、ホテル・航空券割引

募集職種

ランプオペレーション、貨物管理業務

仕事内容
ランプオペレーション(航空機の誘導、貨物機への

コンテナ搭降載作業)/貨物地区内での貨物管理業務

(貨物の積み下ろし、貨物の管理、仕分け)

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数 約200名

求める人物像

空港・飛行機が好きで国際的な仕事を

してみたい方

やる気のある方

問合せ先

部署 成田空港業務本部

担当者 高木、市川、羽田、中茎

Pockalny 田中

電話 0476-33-5408(代表）

Ｅ-mail NRTrecruit@corp.ds.fedex.com

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社

所在地 ：〒282‐0021 千葉県成田市駒井野字台ノ田2071

成田空港貨物地区 第3貨物ビル

電話番号：0476（33）5408

ＵＲＬ ：https://www.fedex.com/ja-jp/home.html

・世界最大級の国際総合貨物輸送会社で

あり、人をとても大切にする会社です。

・未経験でも大歓迎！FedExで

キャリアアップを目指しませんか？



ゲートグルメジャパン有限会社

所在地 ：〒282‐0004 成田市三里塚1-720

電話番号： 0476（31）3378／ＦＡＸ： 0476（32）1875

事業内容： 機内食・機用品の提供

世界32ヶ国124拠点、スイスに本社を置く世界最大級

の機内食ケータリング企業。当社は同業界における

日本の外資系企業です。

◆ワークライフバランスを重視した7時間勤務を

採用しています。

◆4週8休、今年（2019年）の年間休日数は142日。

◆有給休暇取得率は100％を社内推奨しています。

◆多国籍社員で構成された活気あふれる職場で

日本語と英語が公用語の企業です。

◆キャリア形成をサポートする各種資格取得支援制度有

（大型自動車運転免許、HACCP、CAP、

第一種衛生管理者等）

◆海外拠点スタッフとの交流、ワークショップを多く開催

働きやすい環境の中で、キャリアアップのチャンスが

豊富です

Ｏne teamの持つ深い意味を理解できる人財

►企業概要
代 表 者 メイ・フーン・チョン

資 本 金 8,000万円

従業員数 447名（男257、女190名）

必要な知識･技能

普通運転免許・PCを使える基礎知識

勤務条件

給 与 215,000円～

諸 手 当 通勤手当（就業規則に準じ）

雇用形態 正社員・契約社員

賞与(実績)  年２回（２ヶ月分）正社員

年２回（１ヶ月分）契約社員

勤 務 地 成田市三里塚1－720

JR成田駅からバス20分

勤務時間 原則６時00分から20時00分

7時間シフト勤務(休憩60分)

休日休暇 年間休暇124日

有給休暇日 (初年度16日)

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

退職金、

福利厚生 資格取得支援制度

社員食堂月額2,000円

仕事内容

外資系航空会社向けの機内食の調理。

機内サービスに必要なアイテムを準備し、

飛行機へ搭載するアイテムの確認業務。

専用トラックで機内食カートや機用品を運送し

飛行機への搭降載業務。

フライトアテンダントへブリーフィング。

採用者数

・サービスデリバリー ドライバー 10名

・トレーセッテイング オペレーター 5名

・プロダクション プランニング ２名

・メンテナンス（営繕） 1名

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

問合せ先

部署 人事部

担当者 採用担当者

電 話 0476-31-3378

Ｅ-mail GGJ-Recruite@gateroup.com



株式会社サンエアカーゴサービス

所在地 ：〒28７‐0222

電話番号： 0476（73）7080／ＦＡＸ： 0476（73）7090

ＵＲＬ ： http://www.snkcargo.co.jp/
事業内容： 輸入航空貨物取扱（全般）・輸出航空貨物取扱業務（一部）

やりがいのある仕事をしたい方、特殊車両等を操作したい方、チームで仕事をしたい方等

►企業概要
代 表 者 十川 博美

資 本 金 2,600万円

従業員数 313名（男304、女9名）

必要な知識･技能

普通自動車免許（ＡＴ可）

勤務条件

給 与 210,000円以上

諸 手 当 17,000円

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年2回プラス業績リンク部分

勤 務 地 成田空港貨物地区

勤務時間 シフト勤務

実働7.5時間(休憩1.5時間)

休日休暇 年間休暇94日

有給休暇初年度10日

最大20日支給

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、退職金

福利厚生 尞制度（一部本人負担あり）、

資格取得制度（全額会社負担）、

じゃらんｎｅｔ特別割引利用可

仕事内容
フォークリフトやトーイングトラクターを使用し

航空機にて到着した輸入貨物の移動及び

到着貨物情報のコンピューターへの

登録等を行います。

募集職種

航空貨物取扱業務

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数
5～１０名（業容拡大の為）

求める人物像
協調性があり他社員とコミュニケーションを

とりながら業務を行える方

向上心があり新しいことに挑戦したい方

問合せ先

部署 総務部

担当者 古川・鈴木

電話 0476-73-7080

Ｅ-mail snk@snkcargo.co.jp

成田空港開港時に創業。

以来成長を続ける航空貨物の取扱業務を

豊富な経験により実施。

着実に業績を伸ばし

現在自社社員数300名、委託先社員等100

名を合わせ400名を超える安定成長企業で

す。

我が社では中途採用社員の方も数多く活躍

しており、未経験でも３ヶ月間の充実した

研修制度でしっかりと業務を習熟できます。



空港ターミナルサービス株式会社

所在地 ：〒282‐0004 成田市成田国際空港内第2駐車場ビル中央棟

南側２階Ｐ2021

電話番号： 0476（34）6020／ＦＡＸ： 0476（34）6022

ＵＲＬ ： http://www.ats-nt.co.jp/
事業内容： 航空機旅客取扱業務

日本最大規模の国際線を有する

成田国際空港にて、

インフォメーション業務や、

外資系航空会社のグランドスタッフ業務

など、幅広い業務を担当しています。

今年2020年8月には創立40周年を迎え、

社内での結束もますます強め、

お客さまへ最高のサービスを提供するべく

挑戦を続けております。

私達とともに空港でのおもてなしに

心を込めてくださる方の

ご応募をお待ちしております。

・英語や中国語、韓国語など、多言語を使った接客のお仕事を希望している方

・素直な心、思いやる心、やり抜く力があり、お客さまに寄り添ったサービスを追及できる方

・不規則な勤務に耐えうる体力を持ち、仲間とチームワークを大切にして働ける方

►企業概要
代 表 者 石橋 正二郎

資 本 金 ８,000万円

従業員数 ６１９名（男女比：２：８）

必要な知識･技能

TOEIC550点以上 または英検2級以上

留学生は日本語検定Ｎ１レベルの方

※中国語、韓国語、手話、サービス介助士の

資格を有する方はなお可

勤務条件

給 与 178,０00円（新卒）

諸 手 当 通勤手当30.000円まで実費支給

住居手当14.000円 ※支給条件有

その他各種資格手当等

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年2回

勤 務 地 成田空港内

勤務時間 ６：００～２３：３０の間の

シフト制勤務（休憩60分)

休日休暇 年間休暇121日

有給休暇 当社規定による

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

退職金、財形

福利厚生 各種社保完備、制服貸与、独身寮完備

仕事内容

カウンター旅客案内

（拾得物受付、車いす・ベビーカー貸出、

車いす・手荷物搬送のお手伝い等）、

テレフォンセンター、巡回案内等

採用条件

【新卒（大・短・専）・中途】

採用者数
50名以上（2021年新卒）
若干名（中途採用）

求める人物像
常に「笑顔」を絶やさずお客さまに寄り添う

ことができる方。

お客さまのニーズを汲み取り、自ら考え

行動することができる方

問合せ先

部署 人事部

担当者 松永、松本、片原

電話 0476-34-6021

Ｅ-mail recruit@ats-nt.co.jp



国際空港上屋株式会社

所在地 ：〒282‐8691

電話番号： 0476（33）7801／ＦＡＸ： 0476（32）8269

ＵＲＬ ： http://www.jactcgo.co.jp
事業内容： 総合グランドハンドリング

★創業50年以上! 成田空港内でグランド

ハンドリング全般の業務を手掛ける安定企

業です。

・意欲的に学べる方

・協調性のある方 を求めています！

・時間管理ができる方

►企業概要
代 表 者 岡本 榮一

資 本 金 ３億円

従業員数 ２９９名（男226、女73名）

必要な知識･技能

普通自動車運転免許、

英語、中国語できる方尚可

勤務条件

給 与 180,000～220,000円

諸 手 当 住宅手当、時間外、深夜等

通勤手当全額支給

雇用形態 正社員（新卒）

契約社員（正社員登用実績あり）

賞与(実績) 年2回（2ヶ月分）

勤 務 地 成田空港内

空港第２ビル駅から徒歩15分

勤務時間 シフト勤務制

実働7.5時間(休憩60分)

休日休暇 年間休暇100日程度

有給休暇10日（最大20日）

ポジティブオフ3日、

その他慶弔等特別休暇

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、退職金、財形

福利厚生 独身寮、保養所（草津・鴨川・湯沢）

国内航空券・ＪＲ優待割引券

定期健康診断、生活習慣予防検診

仕事内容

・ 輸出入貨物ハンドリング

貨物の積付け及び計量、貨物の荷解き、

チェック、仕分け等

・ドキュメント業務

貨物を輸出入する際の書類の作成、輸出貨物の

プランニング作業、電話応対およびデータ入力等

・ランプハンドリング業務（管理監督）

航空機の貨物搭降載作業、上屋への搬送等

・旅客業務（管理監督）

旅客カウンター実業務及び責任者

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数 若干名

求める人物像
周囲とコミュニケーションをとりながら、

責任を持って業務を行える方

新しくチャレンジする事に積極的な方

問合せ先

部署 総務部人事課

担当者 関口、畦蒜、浮貝

電話 0476-33-7801

Ｅ-mail iactsaiyou@iactcgo.co.jp



所在地 ：〒282‐0004成田市成田国際空港第2駐車場ビル南棟P3010

電話番号： 0476（34）８７９１／ＦＡＸ： 0476（34）８７９０

ＵＲＬ ： www.t-e-i.co.jp

事業内容： 派遣事業及び旅客送迎、航空・空港関連業務

►企業概要
代 表 者 三橋 弘

資 本 金 5,000万円

従業員数 １４００名（男500、女900名）

勤務条件

給 与 165,000円～

雇用形態 契約社員

勤 務 地 成田空港内

（空港第２ターミナル駅から徒歩５分）

勤務時間 シフトによる

７：００～15：30（休憩60分）

12：30～21：00（休憩60分）

休日休暇 年間休暇122日（2019年度実績）

有給休暇10日

（初年度10日6か月以降）

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

福利厚生 交通費上限（月３万円まで）

仕事内容
成田空港でのラウンジ及びビジネスサポート

センターでの受付を行うお仕事。

対象のお客様はゴールドカードやプラチナカードをお

持ちの方、ツアー申込のお客様等を中心に、入室の受

付、FAXやコピー、プリントアウトの対応をはじめ、

お客様へのお飲み物の配膳などをお願いします。

募集職種 カードラウンジスタッフ

必要な知識･技能 経験者歓迎

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数
若干名

求める人物像
接客の経験がある方や仕事を真面目に取り組み

チームワークよくできる方

問合せ先

部署 第二事業部 成田空港支店

担当者 野澤/仲里

電話 0476-34-8791

Ｅ-mail nozawa@t-e-i.co.jp

nakazato@t-e-i.co.jp

株式会社ＴＥＩ

弊社は添乗派遣を日本で初めて開始した

会社です。成田空港においても

開港当時から事業所を構え、

空港の様々な業務を行っております。

接客が好きな方や語学力を活かした仕事をしたい方は歓迎します。



株式会社エージーピー

所在地 ：〒144‐0041 東京都大田区羽田空港1-7-1（東京本社）

電話番号： 03（3747）1631／ＦＡＸ： 03（3747）0707

ＵＲＬ ： http://www.agpgroup.co.jp/
事業内容： 航空機への電力供給、空港内特殊設備の保守管理メンテナンス等

班で仕事をするため、チームで仕事をやり遂げることが好きな方

►企業概要
代 表 者 日岡 裕之

資 本 金 20億3875万円

従業員数 400名（男378、女22名）

勤務条件(大学新卒の場合）

給 与 205,500円

諸 手 当 交替勤手当、深夜労働手当、

名義手当等

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年2回（2ヶ月分）

勤 務 地 総合職：全国主要空港

エリア職：希望空港

勤務時間 シフト勤務(休憩60分～75分)

休日休暇 年間休暇101日

有給休暇20日(初年度10日)

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

退職金、財形

福利厚生 借り上げ社宅制度（７割会社負担）

航空運賃補助制度、

資格取得支援制度等

仕事内容

航空機への電力・エアコン供給、空港内設備

（旅客搭乗橋・ベルトコンベヤ・手荷物検査

装置）の保守・管理メンテナンス

必要な知識･技能
普通自動車免許（ＡＴ不可）

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数 ５人前後
技術系総合職（新卒（大）・中途）
技術系エリア職（新卒（大・短・専・高）中途）

求める人物像

コミュニケーションを積極的に取れる方

挑戦心を持ち続けられる方

問合せ先

部署 総務部 人事・勤労ｸﾞﾙｰﾌﾟ

担当者 田久保 郁美

電話 03-3747-1631

Ｅ-mail i.takubo@agpgroup.co.jp

空港という特殊なフィールドで

一流の技術者へと成長し、

航空機や空港の安全・安心を

一緒に支えましょう！

ＪＡＬグループの企業という

安定した会社で、

福利厚生も充実しており、

安心して長く勤めることが出来ます。

教育制度が充実していますので

未経験の方でも技術を身に着けられます。



企業概要
代 表 者 日岡 裕之

資 本 金 ２,000万円

従業員数 1９３名（男1８６、女７名）

勤務条件

給 与 175,400円 (高校新卒)～

諸 手 当 17,500円 (ｼﾌﾄ､住宅)～

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年2回（4,5ヶ月分）

勤 務 地 成田空港 他

成田空港駅から徒歩10分

勤務時間 夜勤を含むシフト勤務

(休憩60～90分)

休日休暇 年間休暇1００日

有給休暇最大２0日

(初年度10日)

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

退職金

仕事内容

航空機用電力、冷暖房機の供給業務

空港関連建物、施設、設備の保全業務

必要な知識･技能
普通自動車運転免許（要ＡＴ限定解除）

福利厚生 資格取得費用(受講料、教材、

受験料、免許証発行料、交通費等）

全額補助、

有休消化率ほぼ100％、

航空運賃補助、

日本航空健康保険組合、

福利厚生制度会員

募集職種

電気、機械、空調、ボイラー等技術職

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数 ５名

問合せ先

部署 業務部

担当者 長谷川 順一

電話 0476-3２-７９５２

Ｅ-mail j.hasegawa_d@agpgroup.co.jp

株式会社 エージーピー開発

所在地：〒282-0011 成田市三里塚御料牧場1-1

日本航空成田第1ﾊﾝｶﾞｰ2階

電話番号：０４７６（３２）７９５２／ＦＡＸ：０４７６（３２）７９０８

ＵＲＬ ：http://www.agpgroup.co.jp/

事業内容：航空機への動力供給、空港施設設備の保守管理

航空機の定時制や、空港機能を維持

するために必要な設備の保守管理等

を、技術力を持ってお応えする、

縁の下の力持ち的な会社です。

● 屋外作業や夜勤もありますので、心身ともに健康な方

● チーム作業が多いため、コミュニケーション能力のある方

● 多くの国家資格を取得できるため、向上心のある方



粘り強く業務を成し遂げる方

►企業概要
代 表 者 渡辺 正康

資 本 金 ２,000万円

従業員数 ３３０名（男２５２、女７８名）

勤務条件

給 与 基本給 172,500円～

諸 手 当 23,000～ 37,000円
上記は、通勤、家族、年末年始手当等含まず

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年2回（2,2ヶ月分）

勤 務 地 成田空港内

勤務時間 7:00～23:00(休憩60分)

上記勤務内で８時間程度

休日休暇 年間休暇９０日

有給休暇６ヶ月後10日支給

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

退職金、財形

福利厚生 社員寮、無料託児所、社員食堂

沖縄保養所など

仕事内容

航空機内清掃業務

ANAをはじめ、海外航空会社の飛行機内の

クリーニングを15名程度で行います。

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数
５名

求める人物像
人のために一生懸命になれる人

問合せ先

部 署 総務部

担当者 小川 伸一

電 話 0476-73-8510

Ｅ-mail ogawa.s@syoutoku.co.jp

株式会社ショウトク

所在地 ：〒287‐0244 千葉県成田市川上245-1388

電話番号 ：0476（73）8510／ＦＡＸ： 0476（73）8511

ＵＲＬ ：http://www.syoutoku.co.jp

事業内容 ：（航空機内清掃・航空貨物取扱・機内食運搬及び搭降載）業

務

わたしたちは平成2年から

日本の空の玄間「成田国際空港」を

ワークフィールドとする、

安全な航空輸送と快適な空の旅を

サポートしています。

「世界へ旅立つ 人と貨物のために

最高のサービスを提供する」をモットー

に着実な成長と確固たる信頼を

獲得してきました。



コスモ企業株式会社

航空業界に興味のある方を求めています！！

►企業概要
代 表 者 齊田 政夫

資 本 金 １億８,000万円

従業員数 ３３８名（男２１０、女１２８名）

勤務条件
給 与 【成田】月給19万～26万円＋交通費

【羽田】月給21万～28万円＋交通費

※前職での給与および経験を考慮のうえ、

当社規定により決定します。

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年2回（3.15ヶ月分）

勤 務 地 成田本社/羽田事業所

「空港第２ビル駅」から徒歩約８分

東京モノレール「整備場駅」から

徒歩約３分

勤務時間 ７時間50分/日ｼﾌﾄ (休憩60分)

休日休暇 年間休暇118日

有給休暇入社６ヶ月後10日間付与

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

退職金（勤続2年以上）、

福利厚生 企業年金基金、持株会制度、

社員食堂（月500円の自己負担）

仕事内容

ケータリングスタッフ

（航空機内食の準備・搭載作業）

自社で作った機内食を専用車で航空機まで

輸送・積込み

必要な知識･技能 普通免許 大型免許優遇

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数 若干名

求める人物像
私たちは食の安全を重視しており、エアラインのお客

様に

提供するサービスにミスは許されません。

常に緊張感を持って業務の一端を担ってくれる方を

お待ちしております。

問合せ先

部署 総務課

担当者 和田・磯﨑

電話 0476-32-8600

Ｅ-mail twada@cosmo-catering.co.jp

所在地 ：〒282‐0004 千葉県成田市古込164

電話番号：0476-32-8600／ＦＡＸ：0476-32-7729

ＵＲＬ ：http://www.cosmo-catering.co.jp/data_j.html

事業内容：機内食の調製および搭載

当社は設立以来、世界の航空会社へ機内食の

提供を行っています。

機内にいらっしゃるすべてのお客様に

レストランの味を楽しんでいただけるよう

日本食をベースに各国の食文化も取り入れた

メニュー作りをしています。

機内での食事を楽しみにしているお客様も

多いため、おいしい機内食の提供には

力を入れています。

豊富なメニューと宗教上や健康上に必要な食事への

配慮も行い、おいしさにこだわった機内食の提供で

多くの方から高評価をいただいています。また、出

発直前のオーダーの変更にも

柔軟に対応できるよう

社内での連携が図られています。



太平洋總業サービス株式会社

所在地 ：〒286‐0106 成田市取香393番地

電話番号： 0476（32）9955／ＦＡＸ： 0476（32）9953

ＵＲＬ ： http://www.taiheiyou.co.jp
事業内容： 輸出航空貨物取扱業務

気力・体力に自信があり、責任感の強い方。安定した環境で長く働き続けたい方。

►企業概要
代 表 者 飯島 一光

資 本 金 8,000万円

従業員数 789名（男594、女195名）

勤務条件

給 与 201,650～259,400円

6か月後 210,300～270,800円

資格取得後 236,250～325,000円

雇用形態 契約社員（正社員登用あり）

勤 務 地 成田空港貨物地区

空港第２ビル駅から徒歩15分

勤務時間 6：00～24：00の間でｼﾌﾄ勤務

(実働8時間 休憩60分)

休日休暇 年間休暇105日

有給休暇20日(初年度10日)

社会保険 健康、厚生、雇用、労災

福利厚生 各種社会保険

各種免許取得支援制度

仕事内容

日本航空及び外国航空会社輸出貨物の受付

業務 貨物のチェック業務、仕分業務、

積み付け業務等

必要な知識･技能
普通自動車免許（ＡＴ可）

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数
高卒・中途それぞれ10名

求める人物像
何事も誠意と熱意をもって

自ら考え行動ができる人

問合せ先

部署 管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ

担当者 香月（かげつ）、高橋

電話 0476-32-9955

Ｅ-mail kenichi.kagetsu@taiheiyou.co.jｐ

世界の玄関口である成田空港。

私たちは強固な組織力と高い技術力で日本の航空物流に貢献しており、物流の最前線で働

く事に誇りを持っています。また人や荷物の移動に際し、高品質のサービスを提供出来る

様、日々取り組んでいます。お客様からの信頼も厚く、私たちのサービスを通して多くの

方々に喜んで頂けることに、やりがいを実感できます。



スイスポートジャパン株式会社

所在地 ：〒598‐0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北１番地

ＳｉＳりんくうタワー１２Ｆ

電話番号： 072（447）9630／ＦＡＸ： 072（464）1381

ＵＲＬ ： http://www.swissport.co.jp/

上昇志向があり、自ら考え行動できる方

►企業概要
代 表 者 武智 聡

資 本 金 5,000万円

従業員数 1.403名

勤務条件

給 与 180,000円～

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年2回（3.5ヶ月分）

勤 務 地 成田空港支店

勤務時間 7：00～6：59(休憩60分)

シフト勤務 実働4～12時間

休日休暇 年間休暇102日

有給休暇初年度10日

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

退職金、財形

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

求める人物像
上昇志向があり、自ら考え行動できる方

問合せ先

部署 人事部 採用担当

担当者 新藤 哲也

電話 072-447-9630

Ｅ-mail tetsuya.shindo@swissport.com

スイスポートジャパンの母体である

スイスポートインターナショナルは、

世界50ヶ国、315ヶ所の空港をカバーしており、

グランドハンドリング分野においては

世界最大級の会社。

その日本法人である当社は、

オペレーションから旅客・ランプ・カーゴ・

整備など、

すべてのグランドハンドリングサービスを

提供できる会社として、

世界中の航空会社各社のニーズと

期待に応えています。



向上心が強く、飛行機が好きな方

企業概要
代 表 者 青戸 一登

資 本 金 ９,８00万円

従業員数 ４７２名（男４３３名、女３９名）

勤務条件

給 与 170.000円～

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年2回（2、9ヶ月分）

勤 務 地 成田空港

成田空港駅（第１ターミナル）

から徒歩10分

勤務時間 6：00～23：00

実働8時間(休憩60分)

休日休暇 年間休暇12０日

完全週休２日制

他 リフレッシュ休暇連続５日

有給休暇２0日(初年度10日)

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

退職金、財形

福利厚生 寮あり、リロクラブ加入

仕事内容

航空貨物の取り扱い、機内清掃業務、

マーシャリング業務、航空貨物・手荷物の

搭降載業務

必要な知識･技能

普通自動車免許（ＭＴ）※ＡＴ不可

採用条件

【新卒（大・短・専・高）・中途】

採用者数
1０名

求める人物像
やる気のある方で、航空業界、

飛行機が好きな方

問合せ先

部署 人事勤労部

担当者 阿波崎 旭

電 話 0476-32-5881

Ｅ-mail abasaki@jasco-ghs.co.jp

日本空港サービス株式会社

所在地 ： 〒282‐0004 千葉県成田市古込字込前154-4

電話番号： 0476-32-5881／ＦＡＸ：0476-32-5894

ＵＲＬ ： http://www.jasco-ghs.co.jp/

事業内容： 空港グランドハンドリング

・ 外資系独立

グランドハンドハンドリング。

・ 年間休日１２０日

・ 年 次 有 給 休 暇 取 得 率 100 ％

（有休が取りやすい環境です）

・女性も働きやすい職場環境

（育児休業取得実績有り）



日本空港給油株式会社

所在地 ：〒282‐0004 成田市古込字古込1-1

成田国際空港第2PTB M5014

電話番号： 0476（34）6677／ＦＡＸ： 0476（34）8871

ＵＲＬ ： http://www.jafsnet.co.jp/
事業内容： 成田国際空港における航空機への燃料給油業務及び

その付帯作業

・ 燃料供給先航空会社 90社以上

成田空港での給油シェア90％以上

・ 開港以来、40年以上の信頼と実績

・ 公共性、安定した業績、

やりがいのある仕事

・ 4勤2休の規則的なシフト勤務により

計画的休日が取得可能

・ 年間休日121日以上

・ 高い有休取得率

・ 転居を伴う異動なし
（事務所は成田空港と千葉事業所のみ）

・ 女性も活躍できる職場

規定を守り、作業を忠実に実行される人を求めています！！（人物重視、英語力不問）

►企業概要
代 表 者 藤田 克己

資 本 金 5,000万円

従業員数 166名（男160、女6名）

勤務条件

給 与 173,300～円

諸 手 当 16,000～ 37,000円
他、通勤、家族、年末年始手当等支給

雇用形態 正社員

賞与(実績) 年2回（4ヶ月分+α）

勤 務 地 成田空港内

勤務時間 8時間/日ｼﾌﾄ (休憩60分)

休日休暇 年間休暇121日

有給休暇最大40日(初年度10日)

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、

退職金、財形

福利厚生 旅行補助金制度、財形持家制度

資格取得費用負担(基準による)

共済会、社員懇談会 他

仕事内容

航空機への燃料給油業務及びその付帯作業

必要な知識･技能

危険物乙種第4類、

普通自動車免許取得後2年以上経過している

採用条件

【新卒（大・短・専）・中途】

採用者数
11名（2021年4月）
※2019年度は、既卒３名 募集

求める人物像
規定を守り、作業を忠実に実行される人

（人物重視、英語力不問）

未経験者可（教育期間有）

問合せ先

部署 企画部総務人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ

担当者 福原、松本

電話 0476-34-6677

Ｅ-mail fukuhara@jafsnet.co.jp

matsumoto@jafsnet.co,jp



株式会社成田空港ビジネス

所在地 ： 〒282‐0004

成田市成田空港内 第２駐車場ビル１階Ｐ1056

電話番号： 0476（3２）6５６６／ＦＡＸ： 0476（3２）６５６７

ＵＲＬ ： https://www.naab.co.jp
事業内容： 各種アウトソーシングの受託、空港内ラウンジ運営、

人材派遣業、有料職業紹介業 他

成田空港を経営する成田国際空港㈱100％出資の安定企業です。お客様が成田空

港内でスムーズに移動できるように、手荷物カートの効率的な配置、ご利用案内、保

守点検に努め、快適な空の旅をサポートしています。広い空港ターミナルの中で世界

のお客様のために、たくさんのカートスタッフが働いております。

明るく元気な方！

►企業概要
代 表 者 假谷 実

資 本 金 ６,000万円

従業員数 ３66名（男1７３、女１９３名）

※2019年12月1日現在

勤務条件 契約社員

（Ａ、手荷物カート回収業務）

給 与 177.000円

諸 手 当 通勤手当

（会社規定により上限25.000円まで支給）

賞与(実績) 年2回

勤 務 地 成田空港内

（第１、２、３ターミナル）

勤務時間 シフト制

5:45～24:15の間の9時間

(休憩60分)

休日休暇 年間休暇125日

有給休暇初年度最大10日

社会保険 健康、厚生、雇用、労災、退職金

仕事内容

Ａ、手荷物カート回収業務

Ｂ、エスカレーターご利用案内業務

採用条件

【新卒（大・短・専）・中途（高卒以上）】

勤務条件 パートタイム社員

（Ａ、手荷物カート回収業務）

（Ｂ、エスカレーターご利用案内業務）

給 与 時給1.000円

諸 手 当 通勤手当

（会社規定により上限25.000円まで支給）

賞与(実績) 年2回

勤 務 地 成田空港内（第１、２、３ターミナル）

勤務時間 月17日勤務 シフト制

Ａ 5:45～24:15の間の5時間30分

Ｂ 6:45～21:15の間で５時間30分

(着替時間30分含む)

休日休暇 年間休暇162日

有給休暇初年度最大7日

社会保険 雇用、労災、退職金


