H29.5.1現在
№1

加茂地区就職ガイダンス２０１８ 参加企業一覧表
№

事 業 所 名

1 ヴィームスタジアム株式会社

住所

連絡先

事 業 概 要

電話 0256-31-2720

【アミューズメント事業】
新潟県内にパチンコホール「ＶＥＡＭ
（ヴィーム）」を経営しています。創業以
来、「正々堂々、正直」に営業を続け、今年
で創業45年を迎えます。ますます成長を続け
るアミューズメント企業です。

三条市横町1-7-1
FAX

0256-31-2721

採用予定職種
ホール勤務
幹部候補

ブライダルプロデューサー
ブライダルプランナー

電話 0256-33-3636

2 株式会社

ビップ

三条市旭町2-8-57

バンケットアドバイザー

冠婚葬祭の施行、諸行事施行、宴会及び貸衣裳

FAX

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

0256-33-6060

経理・事務

営業職
電話 025-362-1161

3 株式会社

ヰセキ信越

新潟市南区北田中
字堀留780番地12
FAX

025-362-1175

電話 0242-26-2111

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

0242-28-7028

電話 0256-52-1395

5 株式会社

ヤチダ

加茂市後須田701
FAX

0256-52-6064

電話 025-374-2016

6

日本梱包運輸倉庫株式会社
白根営業所

新潟市南区新飯田
字高田1808-1
FAX

025-374-2211

電話 0256-52-1983

7 加茂信用金庫

加茂市本町1-29
FAX

0256-53-4190

電話 025-367-0176

ドラッグトップス
8
（株式会社星光堂薬局）

新潟市中央区本馬
越2-8-21
FAX

025-243-0070

農機専業メーカー「井関農機」のグループ会
社として、「安全安心で美味しい」農産物の
生産を支える為、農業機械の販売とアフター
メンテナンスを通じて、農業生産者の皆様と
共に、農業の近代化・効率化に取り組んでい
ます。

整備職

弊社は、福島・新潟・栃木に食品スーパー
マーケットを48店舗展開している会社です。
本社は福島ですが、加茂市にある弊社加茂店
は、48店舗中売上規模１位という重要なお店
です。弊社の社風は「失敗の自由」。失敗を
恐れず、年齢や職責に関係なく、チャレンジ
できる会社です。社員一人一人が伸び伸びと
働ける弊社で一緒に働きませんか！

販売職

主に真空関連の製品、部品の製造販売、受託加工
をおこなっています。
特に超高真空分野においては世界最先端の研究に
貢献しており、大学等で学んだ知識を生かすこと
ができます。

ＮＣ旋盤工

（店長・バイヤー
本部スタッフ）

組立・技術開発

最近１０年では新卒採用５名に対し家業継承によ
る離職１名と安定した職場環境となっています。

私たちは自動車や住宅機器などの生産物流の
分野を得意とし、日本国内約80事業所、海外
10カ国28拠点のネットワークを駆使したロジ
スティクスサービスを提供しています。「運
ぶ」「預かる」など、皆さんのイメージする
「物流」という枠を超えた、多岐にわたる
ワークフィールドを持っています。
「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、９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。

ドラッグストア及び調剤薬局のチェーン経営
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

技能職・現業職

事務・営業

店舗運営職
（店長、幹部候補）

精麦部総合職
電話 0256-52-4141

9 阿部精麦株式会社

加茂市岡ノ町5-5
FAX

0256-53-2678

電話 0256-52-5222

10

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

（営業・企画）

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。

給油所員
（灯油・軽油
ｶﾞｿﾘﾝの配達含む）

自動車整備士

１．国の防衛
２．災害派遣
３．国際協力
スケールの大きい仕事です。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、自分の能力を最大限に発揮してみません
か？

一般曹候補生
自衛官候補生
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事 業 所 名

住所

連絡先

事 業 概 要

採用予定職種
ホールスタッフ

電話 0256-52-5287

有限会社 村将軍
11
（ぜんていグループ）

加茂市希望ケ丘
2920番地14
FAX

0256-52-5563

電話 0256-53-0832

12 有限会社

奈良工房

加茂市大字下条甲
1241
FAX

0256-53-3368

和食（海鮮）を中心とした創作料理居酒屋
（５店舗）、割烹（１店舗）、イタリアンレ
ストラン（２店舗）を新潟市、加茂市、三条
市、田上町で「ぜんてい、ＶＧ等」の店舗名
で営業を展開しています。

・業務用特注家具の製作と現場設置取付修理
・個人住宅の注文家具の製作と現場設置取付
修理
・お客様視点に立った物作りを通してあなた
と一緒に地域一番の特注家具メーカーを作り
たい
・完成品の出荷先は関東方面が約50％、その
他県外が約10％、県内が40％

調理スタッフ

木工家具職人

介護職員
電話 0256-41-4031

13 社会福祉法人 加茂福祉会

加茂市石川2丁目
2473番地1
FAX

堀内組

加茂市番田9番7号
FAX

看護職員

私たち堀内組は、新潟県加茂市で生まれ育った地
域密着の総合建設業です。県央地域を中心に活動
し、107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、農地の維持管理などを行う
「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「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。一緒にふるさとを支え
ていきませんか！

土木施工管理

0256-53-3003

電話 0256-52-0323

14 株式会社

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。

0256-53-0811

建築設計・施行管理
職人

測量技術者
電話 0256-53-6117

15 ㈱アイウィル

加茂市旭町1-13
加茂んハウス２Ｆ

・ドローンを活用した３次元測量技術を取り
入れ新しい測量サービスを提供しています。

FAX

0256-64-8008

電話 0256-34-2621

16 マルソー株式会社

三条市月岡字綾ノ
前2783-1
FAX

0256-33-2019

物流を通して、地域社会に貢献！
新潟の発展を視野に入れ、変化を恐れない挑戦は続き
ます。
たった一台の馬車からスタートした弊社は、お客様の
あらゆる要請にお応えすることにより業務の幅を広
げ、まもなく創業103周年を迎えようとしております。
いちはやくトラック運送から脱却し、「運送」から
「物流」、そして「ロジスティクス」へと時代を先取
りした業態へ変化を続け、3PL（サード・パーティー・
ロジスティックス）を主体とした独自のロジスティク
ス業務を展開しております。

総合職（企画営業）
一般職（事務）
ドライバー
物流センター業務スタッフ

上下水道技術員
電話 0258-24-0800

17 緑水工業株式会社

長岡市高見町3063
番地1
FAX

0258-24-1377

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。

下水道管路技術員

１．技術職
電話 0256-52-3151

18

株式会社 日立ニコトランス
ミッション

加茂市大字下条戊
405
FAX

0256-52-9068

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。
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。

①設計開発
②制御技術
③営業技術

２．現場作業並びに
将来の現場管理職候
補（機械・組立運転・工
程管理・設備保全）

土木技術者
電話 0256-52-4155

19 株式会社

涌井建設工業

加茂市小橋1-4-27
FAX

・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
- Human Partnership & Engineering -

建築技術者

0256-52-4154
介護員

電話 0256-57-7021

20 株式会社

ジャパンケア加茂

加茂市幸町1-15-28
FAX

0256-57-7020

「いつもあなたのすぐそばに」
みんな一人ひとりが「じぶんらしく」あるた
めに。
わたしたちは、ご利用者さまの心のいちば
ん近くに寄り添い、その方の人生を、ともに
歩みつづけます。
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事 業 所 名

住所

連絡先

事 業 概 要

採用予定職種
総合職

電話 0256-36-5200

21 にいがた南蒲農業協同組合

三条市興野3丁目10
番7号
FAX

0256-36-5201

（営業・窓口・企画業務）

加茂市、田上町、三条市、見附市、中之島
（長岡市）までの5つの市と町を管内に持
ち、金融・共済・購買・販売等の各種方面で
事業展開している総合農協です。

技術職
（営農指導）

技術職
（農機車両）

技術系
電話 0256-53-2511

22 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

当社は、創業以来、加茂の地において、国内
家電製造工場を有し、製品の開発・設計から
製造まで一貫して行っております。
ものづくりの拠点で、あなたが考えた商品を
店頭へ送り出してみませんか。

事務・営業系

営業
電話 0258-66-3008

23 第一合繊株式会社

見附市柳橋町270-1
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。

生産技術職

総合職
電話 025-223-6578

24 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 0258-66-7415

25 株式会社

北越タンバックル

見附市今町8-4-1
FAX

0258-66-7416

新潟県石油業界売上ナンバー１の石油商社で
す。創業は、明治32年で新潟の地で100年以
上続く老舗石油商社であり、現「昭和シェル
株式会社」の前身である「昭和石油」の創業
に携わった歴史ある企業です。

当社は、1部上場のトピー工業グループであ
り、2部上場の北越メタルの子会社の土木建
築資材メーカーです。主に機械を使って丸棒
(材料)を加工します。製品の出荷は日本全国
に渡ります。比較的休みが多く、また福利厚
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。

ガソリンスタンドスタッフ

生産業務

営業
電話 0256-34-1131

26 株式会社

三条市嘉坪川1-1410

坂謙

FAX

0256-35-5426

電話 0256-32-2663

27 株式会社

滝口製作所

三条市金子新田丙
579番地2
FAX

0256-35-0571

電話 0256-33-9333

28

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 0256-46-3164

29 バクマ工業株式会社

三条市上大浦474
FAX

0256-46-3287

電話 0256-46-0452

30

医療法人社団
社会福祉法人

しただ
しただ

三条市長野337番地
FAX

0256-46-0457

取引先は関東方面を主体にして全国各地の小
売商社を対象に営業展開している。禁煙手
当、子ども手当、フリーバカンス制度など生
き生き社員を応援します。

エアスタンプハン
マーオペレーター
エアスタンプハンマーによる精密型打鍛造品
の製造及び鍛造用金型の製造を行っていま
す。品目は多岐に渡り、自動車部品から医療
用器具まで600種類以上になります。
詳しい内容はぜひ当社ＨＰをご覧下さい。

・快適（環境・省エネ・健康）住空間を創造する提案型のエン
ジニアリング企業です。
・空調設備、給排水衛生設備、電気設備工事等の施工管理を担
当して頂く方を募集しています。
・当社では、公共事業から民間工事まで各種の施設を県内外で
多数手掛けています。
・東証1部上場㈱コロナの１００％子会社であり、安定した経
営を継続しています。
・社員の約3割を20代の社員で占めており、それぞれが担当す
る現場で、施工業者と協力して頑張っています。
・私達と共に、達成感のある仕事をやり遂げてみませんか。

全国に展開するＢtoＢの住宅設備製品メー
カーです。
設備工事店、水道工事店、電材商社などに自
社製品を販売するルートセールスを募集で
す。
自己資本比率90％と強固な経営体質を有して
います。
高齢化が進んでいる三条市下田地区を中心とした地域
の医療・福祉を担っている法人で、高齢者の容態に合
わせたサービスを多角的に行っています。
これからの介護事業は求められる役割が益々大きく
なっていきます。介護というお仕事を一緒に学びなが
ら、働きませんか。無資格、未経験の方であっても、
教育体制が整っていますので心配はいりません。
是非一度ブースへお越しください。
施設見学も随時受け付けております。ご遠慮なくお問
い合わせ下さい。

施工管理技術者

営業員

介護職
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事 業 所 名

住所

連絡先

事 業 概 要

電話 0256-57-2233

当社は自社ブランド家電製品「HOME SWAN」
の製造販売、OEM（受託製造）、フッソ樹脂
塗装と「モノづくり」に励んでいます。
若手社員から社長まで一致団結！！塗装、家
電製品を通してお客様へ楽しい家庭を提供し
ます。 是非ブースへお越し下さい。

採用予定職種
営業

31 有限会社

新津興器

田上町大字田上丙
677-18
FAX

0256-57-4344

品質管理

工場技能職
電話 0256-38-0111

32 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

社会福祉法人人と緑の大地
33 高齢者福祉施設すずらんの園

高齢者福祉施設古志乃里

見附市田井町1715
番地1
0258-61-3521

電話 0120-77-1040

34 医療法人

徳真会グループ

新潟市秋葉区美幸
町3-2-25
FAX

事務職（生産管理）

『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】

介護職員

0256-38-0110

電話 0258-61-3520

FAX

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・建築関連のお客様に販売しま
す。全国28拠点と東南アジアにも事業展開をする
関包スチールグループの新潟での現地法人です。

0250-24-7555

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。

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

営業職
電話 0256-63-3161

35 明道メタル株式会社

ステンレス鋼のリロール（圧延）・コイルセン
ター（スリッター加工）機能を併せもった業界唯
一の「総合ステンレス加工メーカー」です。

燕市燕5025番地
FAX

0256-63-3160
総合職

電話 025-287-4000

36 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

１つの荷物を運ぶのも１人で成し遂げられるもの
ではありません。周囲とのコミュニケーションが
図れ、明るく元気な先輩方が活躍する会社です。
一緒に協力し合い学び合える、そんな職場の一員
になりませんか。

営業職
経理事務

営業職
電話 0256-38-0008

37 株式会社

ハーモニック

三条市北入蔵3-1020
FAX

0256-38-0010

・選べるカタログギフトの企画提案から商品
発送、アフターフォローまでのシステム管理
・法人ギフト、ノベルティ、セールスプロ
モーション、各種キャンペーン企画提案～運
営管理
・冠婚葬祭ギフトの総合企画販売

企画
営業事務
情報システム

電話 0258-62-3555

38

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

見附市、三条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。

介護職
生活相談員

新潟県内ではいち早く株式会社として介護事
業をスタート。30代前半の社長をはじめ、若
い人材がイキイキと活躍中です。

機能訓練指導員

一般廃棄物処分業
産業廃棄物処分業
解体工事業

一般廃棄物処理プラ
ント設備運転作業員

看護職

電話 0256-46-3635

39 株式会社

丸正土木

三条市上大浦441番
地1
FAX

0256-46-3251

電話 0256-35-7800

40

株式会社
ジェイ・イー・ジェイ

三条市西本成寺228-12
FAX

0256-35-7781

JEJはプラスチック製品の設計・製造・販売を行うメーカーで
す。収納用品、インテリア、キッチン用品、クーラーボックス
等、あらゆるカテゴリーに対応しています。
◇JEJの特徴
・豊富なアイテムで選ぶ楽しさを提供
・全国5つの拠点による万全な生産体制
・製造能力の高さと、素早い対応力
・社員のスキルアップを積極的に後押し
ものづくり、インテリア、人材育成など興味のある単語があり
ましたら、ぜひブースにお越しください！

生産技術課
管理スタッフ
組立課

H29.5.1現在
№5

加茂地区就職ガイダンス２０１８ 参加企業一覧表
№

事 業 所 名

住所

連絡先

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

41 株式会社

山之内製作所
新潟事業所
田上町吉田新田乙284

FAX

0256-57-4482

電話 0256-33-7000

42 株式会社

齋鐵

三条市井戸場84-8
FAX

0256-33-7001

事 業 概 要
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。
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。

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。

採用予定職種
営業・生産管理
品質保証・非破壊検
査
機械オペレータ
生産技術
生産技術
製造
営業

営業
電話 0256-32-5181

43 西巻印刷株式会社

三条市西裏館2-133

パッケージ、ＰＯＰ、ディスプレイなどの印
刷物、紙器の企画・製造・販売

FAX

0256-32-5143
製造

電話 0256-57-3082

44 田上化工株式会社

田上町田上丙890-1
FAX

0256-57-4807

電話 0256-57-2281

45 株式会社

羽生田製作所

田上町大字羽生田
130番地
FAX

0256-57-5212

当社は、プラスチック射出成型・加工・組立
を主な事業とする、プラスチックメーカーで
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。
＜事業概要＞
暖房・住宅関連・医療機器・スポーツ用具等の製品の
企画・設計からプレス板金加工・溶接・塗装・組立・
梱包まで行っています。
＜ＰＲ＞
・ＱＣサークル活動や各種研修により，個人の能力向
上に力を入れています。
・ＪＲ信越本線羽生田駅のすぐそばにあるので，電車
通勤に便利です。
・平成23年以降，大卒の新卒社員の定着率は100%で
す。

営業

設計
製造技術
組立・検査

