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№

事 業 所 名

㈱星光堂薬局
1 （ドラッグトップス）

住所

連絡先

事 業 概 要

電話 025-367-0175

ドラッグストア及び調剤薬局のチェーン経営

新潟市中央区本馬
越2-8-21
FAX

加茂市岡ノ町5-5
FAX

0256-53-2678

電話 0256-52-5287

3 有限会社 村将軍

加茂市希望ケ丘
2920番地14
FAX

0256-52-5563

電話 0258-24-0800

4 緑水工業株式会社

長岡市高見町3063
番地1
FAX

0258-24-1377

電話 025-374-2126

5 大野精工株式会社

新潟市南区新飯田
2615-1
FAX

025-374-2867

電話 0256-52-1983

6 加茂信用金庫

加茂市本町1-29
FAX

0256-53-4190

電話 0256-52-0025

7 株式会社 プロシード

加茂市大郷町2-717
FAX

0256-68-0570

電話 0256-52-5222

8

防衛省自衛隊新潟地方協力本部 加茂市神明町2丁目
12番7号
加茂地域事務所
FAX

0256-52-5222

電話 0256-53-0695

9 株式会社コスモ・パワー

加茂市後須田22541
FAX

店舗運営職
（店長、幹部候補）

025-243-0070

電話 0256-52-4141

2 阿部精麦株式会社

医薬品・化粧品・健康食品・衛生関連
品・育児用品・介護用品・日用雑貨・食
品等の販売及び処方箋調剤

採用予定職種

0256-53-0092

精麦業を本業とするが多角経営によ
り、ガソリンスタンド、ＬＰガススタン
ド、自動車整備工場などがあり、業績は
比較的安定している。

食と食の文化を通じて、お客様に満足と幸せを
提供する事を経営理念としており、新潟市・加茂
市・三条市で、和食を中心とした創作居酒屋やイ
タリアンレストランを県内で７店舗行っておりま
す。
あらゆるポジションにチャレンジ出来る環境で
自分の成長とスキルアップを目指している方大歓
迎です！《店舗》村将軍本店・膳亭西加茂店・ぜ
んてい燕三条店・ぜんてい新潟Lexn店・ぜんてい
越後の台所亀田店・ＶＧ加茂店・ＶＧ新津店

県内、約1000か所の浄水場、下水処理
場等の水インフラ施設を県、市町村から
委託されて運転管理している会社です。
下水道管の清掃、調査、修繕業務も行
なっています。
自動車メーカーが認めた大野精工の
「圧造技術！」
当社は、自動車部品を製造していま
す。国内をはじめ海外の様々な自動車に
搭載されています。これらの部品は、圧
造から切削加工、熱処理までを「社内一
貫生産体制」で造り上げ、お客様のニー
ズに答えております。
「中小企業並びに大衆の皆様に親しみある地元金
融機関として郷土の繁栄に奉仕します」を基本方
針とし、「地域社会に繁栄を」「お取引先に利益
を」「従業員に喜びを」を奉仕の三原則ととらえ
ております。加茂市、五泉市、新潟市、田上町を
主要エリアとし、７店舗で事業を行っており、地
元の中小企業者や住民が会員となってお互いに発
展して行くことを共通の理念として運営している
相互扶助型の金融機関です。

アパレル商品を企画から製造・物流・
販売まで行うファッションの総合メー
カーです。
設立12年のまだ若い会社ですが、アパ
レル（東京）の100％子会社でもある為業
績も安定しています。
①概要
国の防衛・災害派遣・国際協力
②ＰＲ
さまざまな形で社会に貢献できる幅広
いフィールドがあります。必ず自分に
あった職種がありますので、その中で思
いっきり、自分の能力を発揮できる職場
です。

精麦部総合職
（営業・企画）
自動車整備士

ホールスタッフ
調理スタッフ

上下水道技術員
下水道管路技術員

営業
技術
管理
製造

営業・事務

企画
生産管理
製造職

幹部候補生
一般曹候補生
自衛官候補生

・トランス、コイルの製造・機器の製
造・ケーブル、ハーネス組立

製造

・デザイン業務

現場事務員

福島県、新潟県、栃木県に食品スー
パーマーケットを展開しています。

販売職（店長・バイ
ヤー・本部スタッフ
候補）

電話 0242-26-2111

10

株式会社 リオン・ドールコー 福島県会津若松市
中町4-36
ポレーション
FAX

0242-28-7028
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№

事 業 所 名

住所

連絡先

事 業 概 要

採用予定職種

電話 0256-52-4155

11 株式会社 涌井建設工業

・総合建設業（土木、建築、舗装）
・生コンクリート製造販売
・不動産関連事業

加茂市小橋1-4-27
FAX

加茂市後須田608-7
FAX

0256-57-0270

株式会社ケイヒン（東証一部上場）の
バルブ事業部から分離独立した自動バル
ブの開発・製造・販売会社です。設立か
ら46年、安定した業績を築いておりま
す。当工場は平成14年８月から稼働して
います。今、新工場を建設中で、本年９
月からそちらへ移転予定です。本社は横
浜です。全社で従業員50名前後です。

ブライダルプランナー

冠婚葬祭の施行、諸行事施行、宴会及
び貸衣裳

三条市旭町2-8-57
FAX

品質保証・設計

ブライダルプロデューサー

電話 0256-33-3636

13 株式会社 ビップ

建築技術者

0256-52-4154

電話 0256-57-0101

12 株式会社 ケイヒン新潟工場

土木技術者

0256-33-6060

バンケットアドバイザー
コスチュームアドバイザー
フェネラルディレクター
フェネラルアドバイザー
経理・事務

電話 025-280-0334

14 新潟県警察本部

新潟市中央区新光
町四番地一
FAX

025-281-2071

私たち新潟県警は「みなさんの日常生
活を守る」ことを「使命」とし、また
「誇り」としています。警察の仕事は苦
労も尐なくありませんが、だからこそ、
ほかでは感じることの出来ない「やりが
い」があります。

男性警察官Ａ
女性警察官Ａ
男性警察官Ｂ
女性警察官Ｂ

電話 0256-41-4031

15 社会福祉法人 加茂福祉会

加茂市内で特別養護老人ホーム、障害
者支援施設、デイサービスセンターを運
営している。

加茂市石川2丁目
2473番地1
FAX

株式会社ＴＯＳＹＳ 新潟事業 新潟市西区的場流
通２丁目４番１
16 推進本部（三条サービスセン
タ）

025-211-0215

電話 0256-31-2720

17 ヴィームスタジアム株式会社

三条市横町1-7-1
FAX

0256-31-2721

電話 026-268-2020

18 株式会社 モリキ

長野市大豆島4216
FAX

026-268-2021

電話 0256-52-6423

19 株式会社

山内組

加茂市大字鵜森甲
218
FAX

0256-52-0311

電話 0256-52-3151

20

株式会社 日立ニコトランス
ミッション 加茂事業所

加茂市大字下条戊
405
FAX

看護職員

0256-53-3003

電話 025-211-0211

加茂市後須田166-7 FAX

介護職員

0256-52-9068

●ＮＴＴをはじめとした電気通信事業者
向けの通信インフラの構築・保守
離職率が限りなく「０％」に近い会社で
す。
３年離職率2.7％（37名中１名）
５年離職率1.8％（55名中１名）
本社は長野市ですが、新潟県域の核要
員となる新潟県出身者を求めています。
「接客業は積極業」。この言葉にぴったりの明る
くさわやかな接客が当社の魅力です。しかし、正
社員の仕事は接客にとどまらず、バックヤードで
の企画や、人・モノ・金・情報のマネジメント等
も行います。また、関係会社にて昨年から飲食フ
ランチャイズ事業を開始。積極的に事業の多角化
を図っています。新しいチャレンジを歓迎する当
社では、活躍・挑戦できる場がたくさん設けられ
ています。

モリキは長野県を拠点として、薬局・ド
ラッグストアを展開し「地域で一番信頼され
るドラッグストア」というドラッグストア事
業部コンセプトのもと、お客様に信頼される
店づくりを進めています。2025年「売上高
600億円、経常利益36億円」目標達成と、さ
らなる飛躍のために、まずは「地域に貢
献」、そして「プロフェッショナルとしての
スタッフ育成」に注力!!
1931年から続く公共土木工事・建築工事を
主体とし、加茂市・田上町に根差した総合建
設業の会社です。
冬季は除雪にも力を入れ、地域を守ること
を誇りにしております。資格や免許の取得の
際の支援も積極的に行っております。
過去5年内の新卒採用者で離職者はゼロ名
と定着できる働きやすい環境の職場です。

私たちは、船舶・鉄道車両・建設機
械・産業機械などのトランスミッション
の開発・製造・販売を手がけています。
とくに船舶・鉄道車両の分野では、技
術力・シェアともに国内有数の地位を確
立し、世界の先端技術を独自に保有する
存在です。

総合職

店長・管理職候補
ホール運営スタッフ

店長候補
ヘルスケアカウンセラー
（医薬品担当）
ビューティーケアカウンセ
ラー（化粧品担当）
ニュートリションケアカウ
ンセラー（管理栄養士）

土木・建築技術者

生産管理
作図
制御開発
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№

事 業 所 名

住所

連絡先

電話 0256-52-1596

21 株式会社

小林精密

加茂市芝野9-13
FAX

0256-52-0290

電話 0256-52-0897

22 株式会社

渡邊製作所

加茂市千刈1-1-12
FAX

0256-52-0794

電話 0256-52-2326

23 中越大栄工業株式会社

加茂市柳町2-8-2
FAX

0256-53-2423

電話 0256-52-0323

24 株式会社 堀内組

加茂市番田9番7号
FAX

0256-53-0811

電話 0256-53-2511

25 東芝ホームテクノ株式会社

加茂市大字後須田
2570番地1
FAX

0256-53-0329

電話 0258-66-0101

26 株式会社 マルイ

見附市今町3-11-68
FAX

0258-66-4620

電話 0256-33-9333

27

株式会社サンライフエンジニア 三条市曲渕3-2-15
リング
FAX

0256-33-9337

電話 0258-66-2845

28 シンコー株式会社

見附市福島町430番
地
FAX

0258-66-2846

電話 0258-62-3555

29

株式会社
生活サポーターふるまい

見附市本所1-25-52
FAX

0258-62-8070

電話 025-287-4000

30 新潟名鉄運輸株式会社

新潟市中央区姥ケ
山435番地
FAX

025-287-3737

事 業 概 要
飲料、乳製品向け、サニタリーバルブの製
造。真空バルブ、真空関連部品の製造。ステ
ンレスの旋盤加工（汎用・ＮＣ・複合）を中
心に、部品から完成品まで一貫した製品作り
を行っています。
当社ではかねてよりワークライフバランス
を重視しています。残業や休日出勤の無い、
メリハリのある働き方を実現し、全社員が17
時半には退社しています。

金属を加工して精密機械部品を作成し
ている会社です。
具体的には、超高圧遮断変電機・輸送
機器向けサスペンション・油圧機器・ト
ロクレンチ等の部品を作成
㈱東芝・㈱日立製作所・富士電機㈱な
ど大手企業の協力工場として成長してい
ます。
建設業は地域にとって”安全・安心”の
一端を担う職種です。
当社は建設業にかかわる多くの業種での
実績があります。
建設関係に興味をお持ちの方、やる気が
あり、自ら考え行動を起こせる人のご応
募をお待ちしております。
私たち堀内組は、新潟県加茂市で生まれ育った、
地域密着の建設会社です。江戸時代に運送業とし
て創業し169年、建設業を始めて109年目を迎える
ことが出来ました。道路や河川、下水道の工事な
どを行う「ふるさとの守り人」土木分野と、工場
の建設やメンテナンス、学校などの改修から個人
住宅の新築・リフォームまで手がける「家族の笑
顔つくり人」建築分野を企業の両輪とし、地域の
暮らしを支えています。 一緒にふるさとを盛り
上げませんか！

下記商品の開発設計・製造・販売
・小型家電商品（IH保温釜、電子レンジ
等）
・機器用部品（スマートフォン向け冷却
モジュール・各種ファンモータ等）

売り場作りを通じ、お客様へ「最高の
プレゼン」を目標にするマルイ。そのた
めに、従業員一人ひとりの「個」の力を
最大限に高め、「人で勝てる企業」を
モットーにしています。「食」を通じ、
様々なチャレンジをしてみませんか。
・東証1部上場、㈱コロナの１００％子会
社。安定した経営基盤のもとで事業を展開し
ています。
・コロナが所有する各工場などの他、各種公
共施設、民間建築物（オフィス・ホテル・マ
ンション・商業施設・社会福祉施設）の空調
設備、給排水衛生設備、電気設備の設計、施
工管理、メンテナンスサービスを行なってい
ます。
◆光通信・情報機器・医療機器・事務機器・
車載等、各分野の材料・部品加工を行なって
おります。
◆弊社オリジナル品も製造中です。（磁気
ヘッド、ドレス材、単結晶サファイア等）
◆入社後に新人研修制度もあり社外研修も充
実しております。
◆社員の親睦を深めるためボウリング大会、
バーベキュー大会等もあります。

新潟県内において最初に株式会社とし
て介護事業所をスタート。
見附市などに事業所を構え、デイサー
ビスやショートステイ、居宅介護支援な
ど各種介護サービスを提供しておりま
す。

愛知県に本社をおく名鉄運輸グループ
企業として、新潟県内の物流事業を手掛
けており、迅速で確実な運輸サービスに
より、新潟と全国をつなぎます。
「運送会社」という先入観に捉われず
に、ぜひ一度、話しを聞きに来てみて下
さい。

採用予定職種

機械オペレーター

開発・設計
機械工

配管工
管工事施工管理技術者
電気工
電気工事施工管理技術者
土木技術者

土木施工管理

技術系
事務・営業系

販売

施工管理技術者

技術／開発
製造／製造管理

介護員

総合職
ＳＤ（セールスドラ
イバー）職
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事 業 所 名

住所

連絡先

事 業 概 要

採用予定職種

電話 0256-46-3635

31 株式会社 丸正土木

一般廃棄物処分業
産業廃棄物処分業
解体工事業

三条市上大浦441番
地1
FAX

三条市上大浦474
FAX

0256-46-3287

電話 0256-38-0111

33 新潟関包スチール株式会社

三条市大字柳川新
田922番地
FAX

0256-38-0110

電話 0258-66-7415

34 株式会社 北越タンバックル

見附市今町8-4-1
FAX

0258-66-7416

電話 025-223-6578

35 株式会社 ハヤマ

新潟市中央区寄居
町706番地
FAX

025-228-5576

電話 0120-77-1040

36 医療法人 徳真会グループ

新潟市秋葉区美幸
町3-2-25
FAX

37

社会福祉法人人と緑の大地
高齢者福祉施設すずらんの園
高齢者福祉施設古志乃里

0250-24-7555

電話 0258-61-3520

見附市田井町1715
番地1
FAX

0258-61-3521

電話 0256-33-7000

38 株式会社 齋鐵

三条市井戸場84-8
FAX

0256-33-7001

電話 0256-52-1740

39 加茂商工会議所

加茂市幸町2-2-14
FAX

0256-52-4100

電話 0250-58-2802

40 株式会社

ミツヒデ

五泉市青橋甲548
FAX

解体作業員

0256-46-3251

電話 0256-46-3164

32 バクマ工業株式会社

一般廃棄物施設運転員

0250-58-2049

・住宅設備製品、大工道具、インテリア製品等の
製造メーカー。
・仕事内容は、設備工事店、水道工事店、電材商
社や管材商社に自社製品を提案、販売するルート
セールスです。
・１ケ月間の本社研修後、東京営業所または関東
営業所勤務となります。赴任後も１年以上は内勤
業務を行い、徐々に仕事に慣れてもらいます。
・転勤に当たり、毎月住宅手当6～7万円、赴任手
当2万円、及び月1回の帰省費が支給されます。

鉄鋼メーカーで製造された鋼板を切
断・加工して、自動車・家電・建築関連
等のお客様に販売します。全国37と東南
アジアにも拠点を置いて事業展開をする
関包スチール㈱グループの新潟での現地
法人です。
親会社で電炉メーカーの北越メタル㈱
（長岡市）から供給される素材を加工し
てトンネル用ロックボルト・土木建築資
材を製造している会社です。年間１２０
日と比較的休みが多く、福利厚生も充実
しており、働きやすい環境であると自負
しております。随時、工場見学を受け付
けております。ご一報ください。
当社は、明治32年創業の老舗石油商社
で、新潟で110年以上の歴史を築いてきま
した。産業用エネルギー部門では「工
場」「運輸」「船舶」などの企業と、小
売部門では「ガソリンスタンド」という
形で企業や一般ユーザーと取引していま
す。
年間患者様来院数が90万人以上のアジア最大級
の歯科医療グループです。
研修制度が充実していますので知識がなくても大
丈夫！入社までに必要な資格や履修科目はありま
せん。未経験で入社し活躍しているスタッフが多
数在籍しています。
スタッフが安心して長く働くことができる環境
が整っています。全学部全学科の皆さんを対象
に、一緒に働く仲間を募集中です。

『もうひとつの我が家』をコンセプトに、入
所者が常に心身の健康を保持し、『より家庭
的な暮らしの場』として、明るく楽しく和や
かに過ごせる施設づくりを推進します。
高齢者福祉施設の設置経営【特別養護老人ﾎｰ
ﾑ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ・
居宅介護支援事業所・ケアハウス・グループ
ホーム・地域包括支援ｾﾝﾀｰ】

当社は、金型製作からプレス、精密板
金、各種溶接、組立まで、金属加工全般
の多様なニーズに対応出来ることを強み
にしています。世界初となるデジタル
サーボプレス5基をサーボロボットで連結
したＳＳＩラインなどの最新鋭の設備と
現場改善力でお客様のニーズにお応えし
ます。
地域に密着し企業が抱える様々な問題
に対する相談、経営のバックアップを行
なっています。また、地域活性化や観光
振興を目的としたイベント等の実施、広
報誌の編集に携わることもあります。

鋼構造物工事業（建築鉄骨）
新潟県内はもとより、関東方面の建物や構造物等の骨組みとな
る、柱・梁等を鉄骨で製作施工しています。
賞与実績新卒者なしとありますが、昨年は賞与支給前に退職さ
れているか、募集採用がなかったためであり、一昨年入社の方
たちには、支給しております。
当社は資格取得による、キャリアアップを推奨しており、資格
取得費用（講習会の参加費、交通費、宿泊の場合の宿泊費を含
みます。）の全額会社負担、取得後の賃金アップとチャレンジ
する方を応援しています。加茂市内からの通勤時間は約２０分
と非常に近い所にあります。

営業職
システム職

工場技能職
事務職（生産管理）

生産業務

総合職
ガソリンスタンドスタッフ

歯科アシスタント
・歯科受付事務
社内システム
エンジニア
人事事務

介護職員

製造職
生産技術
品質管理

総合職

工場作業（溶接工、組
立工、機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）

工務（CADオペレータ
等）

検査
営業
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№

事 業 所 名

住所

連絡先

電話 0256-34-2251

41 江戸川産業株式会社

三条市三竹1-13-3
FAX

0256-35-6884

電話 0256-57-3082

42 田上化工株式会社

田上町田上丙890-1
FAX

0256-57-4807

江戸川産業グループの一員として、原
材料の調達・販売、成型機の販売を主な
事業としています。
創業50年を超える歴史と実績を誇り、県
内一円の成型業者及びプラスチック製品
製造業者をお客様として着実に発展して
いる会社です。
江戸川産業グループの一員として、プ
ラスチック射出成型・加工・組立を主な
事業としています。
一般的な射出成形だけでなく、ブロー成
型機や竪型成形機、二色成形機などを導
入し、お客様の多様なニーズに応え、そ
の技術を高く評価されています。

025-371-4358

全国46都道府県に1186という業界ダン
トツの店舗ネットワークを活かし、お客
様の立場に立った商品開発や新サービス
の提供を行なっています。時流の変化に
応じて常に挑戦し続ける企業風土こそが
最大の特徴です。

本社
横浜市中区花咲町2-66 電話 0256-57-3453
桜木町駅前ビル8階

事業概要：航空・宇宙機器、防衛機器、
医療機器など精密部品の加工から組立ま
で。

新潟事業部
田上町吉田新田乙284

企業ＰＲ：創業より技術の構築を何より
も優先してまいりました。
常に『他社より一歩前を行く』を目指し
ております。

電話 025-371-4115

43 株式会社 コメリ

事 業 概 要

新潟市南区清水
4501-1
FAX

44 株式会社 山之内製作所
FAX

0256-57-4482

電話 0258-66-3008

45 帝人フロンティアＤＧ株式会社 見附市柳橋町336-1
FAX

0258-66-6493

合成繊維に天然繊維や再生繊維等を複
合させる技術を活かし、高性能繊維織物
の製造会社です。変化の早いファッショ
ン業界では、当社の感性と機能を同時に
追求する、開発力と生産能力は全国的に
高い評価を頂いております。

採用予定職種

営業

製造
営業

総合職
地域限定総合職

生産技術プログラマー

機械オペレーター

生産職
総合職

