
【 開催概要 】

　◆日　　　　時　：　平成３０年３月８日（木）・９日（金）・１２日（月）
　　　　　　　　　　　【午前の部】　９時５０分から１２時３０分まで
　　　　　　　　　　　【午後の部】１３時３０分から１６時１０分まで
　　　　　　　　　　　※両日の午前・午後で参加企業が入れ替わります。

　◆会　　　　場　：　新潟工科大学　講堂

　◆参加予定企業　：　合計　２０４社
　　　　　　　　　　　・　８日午前　３４社、午後　３４社
　　　　　　　　　　　・　９日午前　３４社、午後　３４社
　　　　　　　　　　　・１２日午前　３４社、午後　３４社
　　　　　　　　　　　※別紙参加予定企業リストを添付します。

2018年2月22日

過去最高の２０４社が参加

「学内合同会社説明会」を開催します！

　この度、就職支援の一環として、平成３１年３月卒業・修了予定者を対象に、学内合同会社
説明会を開催いたしますので、ご案内申しあげます。本年度は開催日を３日間とし、２０４社
の新潟県内を中心とした企業等からご参加いただくこととなりました。
　お忙しい中大変恐縮ですが、取材いただけましたら幸甚に存じます。よろしくお願いいたし
ます。

 News Release 新潟県柏崎市藤橋１７１９番地 
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新潟工科大学 

○お問い合わせ 

キャリア・産学交流推進課 担当：佐藤・真貝 

TEL：0257－22－8110 FAX：0257－22－8123 

e-mail：syuusyoku@adm.niit.ac.jp 



H29年度　学内合同説明会　　3月8日（木）

企業名 所在地 企業名 所在地

1 株式会社磯部ハイテック 新潟県新発田市 1 株式会社アドバネクス 東京都

2 株式会社ウイング 新潟県新潟市 2 株式会社安中製作所 新潟県五泉市

3 ウエカツ工業株式会社 新潟県上越市 3 株式会社岩崎製作所 東京都

4 エヌエスエレクトロニクス株式会社 新潟県長岡市 4
株式会社ＮＳ・コンピュータサービス
【日本精機グループ】

新潟県長岡市

5 大原電業株式会社 新潟県長岡市 5 株式会社NTTデータ信越 長野県長野市

6 株式会社オスポック 新潟県十日町市 6 株式会社大原鉄工所 新潟県長岡市

7 株式会社カシックス 新潟県柏崎市 7 大森電子株式会社 新潟県新潟市

8 京和工業株式会社　柏崎工場 新潟県刈羽郡 8 小柳建設株式会社 新潟県三条市

9 株式会社サイカワ 新潟県柏崎市 9 株式会社カナヤマ 富山県魚津市

10 株式会社酒井鉄工所 新潟県柏崎市 10
グローバルウェーハズ・ジャパン株式会
社

新潟県北蒲原郡

11 株式会社佐文工業所 新潟県新潟市 11 株式会社ケネックス 新潟県柏崎市

12 サントリービバレッジサービス株式会社 長野県長野市 12 シモダ産業株式会社 新潟県柏崎市

13 株式会社シアンス 新潟市中央区 13 秀和建設株式会社 新潟県小千谷市

14 セキサーマル株式会社 新潟県燕市 14 昭和アステック株式会社 東京都

15 大東産業株式会社 新潟県新潟市 15 シリウスグループ 新潟県新潟市

16 株式会社高田建築事務所 新潟県長岡市 16 株式会社第一メカテック 埼玉県

17 田辺建設株式会社 新潟県上越市 17 東京貿易エンジニアリング株式会社 東京都

18 株式会社テック長沢 新潟県柏崎市 18 株式会社TOSYS 長野県長野市

19 東北工業株式会社 新潟県柏崎市 19 株式会社巴山組 新潟県東蒲原郡

20 株式会社トライテック 新潟県柏崎市 20 新潟ダイヤモンド電子株式会社 新潟県燕市

21 内藤電誠工業株式会社 神奈川県 21 日新工業株式会社 新潟県新潟市

22 株式会社新潟プレシジョン 新潟県十日町市 22 日本精機株式会社 新潟県長岡市

23 新潟メタリコン工業株式会社 新潟県新潟市 23 ニューロング精密工業株式会社 新潟県南魚沼市

24 日本ベアリング株式会社 新潟県小千谷市 24 株式会社羽生田製作所 新潟県南蒲原郡

25 株式会社ハイサーブウエノ 新潟県三条市 25 株式会社ピーアールシー 新潟県新潟市

26 北越印刷株式会社 新潟県長岡市 26 株式会社日乃出江口 新潟県長岡市

27 北陸施設工業株式会社 新潟県長岡市 27 三菱重工工作機械株式会社 滋賀県栗東市

28 マコー株式会社 新潟県長岡市 28 三穂ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 新潟県柏崎市

29 株式会社マルト長谷川工作所 新潟県三条市 29
山勝電子工業株式会社　長岡情報セン
ター

新潟県長岡市

30 ユキワ精工株式会社 新潟県小千谷市 30 山崎工業株式会社 新潟県柏崎市

31 株式会社ユニテック 新潟県柏崎市 31
ヤンマーアグリジャパン株式会社関東甲
信越カンパニー

埼玉県

32 株式会社ヨシカワ 新潟県西蒲原郡 32 リコージャパン株式会社　新潟支社 新潟県新潟市

33 株式会社米谷製作所 新潟県柏崎市 33 株式会社菱電社 新潟県新潟市

34 理研精機株式会社 新潟県小千谷市 34 株式会社渡辺製作所 新潟県新潟市

AM
9:50～12:30

PM
13:30～16:10



H29年度　学内合同説明会　　3月9日（金）

企業名 所在地 企業名 所在地

1 昱工業株式会社 新潟県新潟市 1 株式会社イートラスト 新潟県長岡市

2 株式会社阿部建設 新潟県柏崎市 2 一正蒲鉾株式会社 新潟県新潟市

3 株式会社イーエムエス新潟 新潟県新潟市 3 越後製菓株式会社 新潟県長岡市

4 株式会社イシカワ 新潟県新潟市 4 エヌエスアドバンテック株式会社 新潟県小千谷市

5 株式会社植木組 新潟県柏崎市 5 エヌ・エス・エス株式会社 新潟県小千谷市

6 ウエノテックス株式会社 新潟県上越市 6 岡谷酸素株式会社 長野県岡谷市

7 越後交通工業株式会社 新潟県長岡市 7 株式会社加賀田組 新潟市中央区

8 越後ながおか農業協同組合 新潟県長岡市 8 株式会社笠原建設 新潟県糸魚川

9 株式会社柿崎機械 新潟県上越市 9 株式会社川﨑合成樹脂 新潟県三条市

10 キヤノントッキ株式会社 新潟県見附市 10 株式会社源コーポレーション 東京都

11 久保誠電気興業株式会社 新潟県長岡市 11 三建設備工業株式会社 埼玉県

12 株式会社栗山百造 新潟県三条市 12 株式会社ジェイマックソフト 新潟県長岡市

13 株式会社栗山米菓 新潟県新潟市 13 株式会社ジェイ・エス・エス 新潟県新潟市

14 株式会社グレートラボ 新潟県長岡市 14 シンワ測定株式会社 新潟県三条市

15 小杉土建工業株式会社 新潟県小千谷市 15 第一建設工業株式会社 新潟県新潟市

16 株式会社コロナ 新潟県三条市 16 田辺工業株式会社 新潟県上越市

17 株式会社サカタ製作所 新潟県長岡市 17 株式会社中越興業 新潟県長岡市

18 株式会社ステーツ 新潟県新潟市 18 THK新潟株式会社 新潟県阿賀野市

19 株式会社星矢情報システム 東京都 19
東京パワーテクノロジー株式会社（東京電
力グループ）

東京都

20 株式会社太陽工機 新潟県長岡市 20
株式会社東陽理化学研究所【日本軽金属グ
ループ】

新潟県燕市

21 株式会社デザインネットワーク 東京都 21 株式会社トップエンジニアリング 東京都

22 株式会社東京ロストワックス工業 新潟県長岡市 22 株式会社長岡歯車製作所 新潟県長岡市

23 株式会社新潟ソフトストラクチャ 新潟県十日町市 23 日栄インテック株式会社 東京都

24 日本ハム惣菜株式会社 新潟県三条市 24 日本ビルコン株式会社
本社：東京都　北信越
支社：新潟県新潟市

25 株式会社日立産機中条エンジニアリング 新潟県胎内市 25 日本システムワープ株式会社 東京都

26 株式会社福田組 新潟県新潟市 26 hakkai株式会社 新潟県南魚沼市

27 株式会社不二産業 新潟県新潟市 27
株式会社ヒップ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｉｎｎｏ
ｖａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）

東京都

28 藤村ヒューム管株式会社 新潟県柏崎市 28 株式会社粉研パウテックス 新潟県南魚沼市

29
富士ゼロックスマニュファクチュアリング
株式会社

神奈川県 29 丸運建設株式会社 新潟県新潟市

30 古河マグネットワイヤ株式会社 新潟県新潟市 30 明和工業株式会社 新潟市西蒲区

31 株式会社ブルボン 新潟県柏崎市 31 株式会社ヤチダ 新潟県加茂市

32 北越工業株式会社 新潟県燕市 32 株式会社吉原組 新潟県長岡市

33
有限会社山田建設
住宅事業部　グランハウス

新潟県上越市 33 理研製鋼株式会社 東京都

34 ヨコセＡＶシステム株式会社 新潟県新潟市 34 株式会社ワシヅ設計 新潟県長岡市

AM
9:50～12:30

PM
13:30～16:10



H29年度　学内合同説明会　　3月12日（月）

企業名 所在地 企業名 所在地

1
アークランドサカモト株式会社（ホーム
センタームサシ）

新潟県三条市 1 株式会社アルトナー 神奈川県

2 株式会社飯塚鉄工所 新潟県柏崎市 2 株式会社内山熔接工業 新潟市西蒲区

3 五十嵐建設工業株式会社 新潟県新潟市 3 英和株式会社 大阪府

4 石高建設株式会社 新潟県柏崎市 4 株式会社エス・イー・シー・ハイテック 東京都

5 伊米ヶ崎建設株式会社 新潟県魚沼市 5 ウツエバルブサービス株式会社 大阪府

6 株式会社宇都宮製作所 新潟県十日町市 6 NTT東日本グループ会社〈エンジニア〉 東京都

7 遠藤工業株式会社 新潟県燕市 7
エムイーシーテクノ株式会社（三菱ケミ
カルグループ）

東京都

8 株式会社遠藤製作所 新潟県燕市 8 株式会社大石組 新潟県長岡市

9 大島農機株式会社 新潟県上越市 9 大野精工株式会社 新潟県新潟市

10 株式会社大谷商会 新潟県新潟市 10 株式会社小野組 新潟県胎内市

11 株式会社北村製作所 新潟県新潟市 11 開発技建株式会社 新潟県新潟市

12 ケイセイ医科工業株式会社 新潟県燕市 12 株式会社熊谷 新潟県新潟市

13 株式会社小林製作所 新潟県加茂市 13 株式会社サンコー
本社：埼玉県　新潟工
場：上越市

14 サトーパーツ株式会社 東京都 14 株式会社三條機械製作所 新潟県三条市

15 株式会社サンライフエンジニアリング 新潟県三条市 15 株式会社スリーピークス技研 新潟県三条市

16 自衛隊柏崎地域事務所 新潟県柏崎市 16 株式会社セントラル 東京都

17 シロウマサイエンス株式会社 富山県下新川郡 17 ダイエープロビス株式会社 新潟県長岡市

18 シンコー株式会社 新潟県魚沼市 18 新潟太陽誘電株式会社 新潟県上越市

19 株式会社第一測範製作所 新潟県小千谷市 19 株式会社タカヨシ 新潟県新潟市

20 株式会社タナベ 新潟県糸魚川市 20 株式会社田中衡機工業所 新潟県三条市

21 株式会社ツガミ 新潟県長岡市 21 株式会社谷村建設 新潟県糸魚川市

22 外山産業グループ 新潟県三条市 22 東亜工業株式会社 東京都

23 中村ターンテック株式会社 新潟県西蒲原郡 23 東京電力ホールディングス株式会社 東京都

24 平田バルブ工業株式会社 新潟県魚沼市 24 株式会社ナカムラ 新潟県新潟市

25 北新越ホーム㈱【三井ホームグループ】 新潟県新潟市 25 株式会社南雲製作所 新潟県上越市

26 ホシザキ北信越株式会社 石川県金沢市 26 株式会社新潟ジャムコ 新潟県村上市

27 株式会社マイスターエンジニアリング 東京都 27 日東アリマン株式会社 新潟県新発田市

28 ﾏｸﾞﾅ通信工業株式会社 東京都 28 株式会社野水機械製作所 新潟県三条市

29 株式会社丸山工務所 新潟県十日町市 29 株式会社ビット・エイ 新潟県新潟市

30 株式会社水倉組 新潟県新潟市 30 フクダハウジング株式会社 新潟県新潟市

31 株式会社ミツヒデ 新潟県五泉市 31 株式会社フジミック新潟 新潟県十日町市

32 三星工業株式会社 新潟県上越市 32 株式会社堀川 新潟県北蒲原郡

33 株式会社ヤマテック 新潟県柏崎市 33 山田精工株式会社 新潟県魚沼市

34 ワタナベグループ 新潟県長岡市 34 株式会社山之内製作所
新潟事業部：南蒲原郡
巻工場：新潟市

AM
9:50～12:30

PM
13:30～16:10


