
「やっぱ！ながおか就職ガイダンス2019」　参加企業一覧　（2.19現在）　　　日程：3/15（木）・16（金）　会場：アオーレ長岡

NO. 3月15日（木） 業種
はた
プラ NO. 3月15日（木） 業種

はた
プラ

1 株式会社 アークベル サービス 36 株式会社 東京ロストワックス工業 製造 ●

2 昱工業 株式会社 建設・建築・土木 ● 37 トヨタカローラ北越 株式会社 自動車販売・修理

3
アクシアル リテイリンググループ
（㈱原信・㈱ナルス）

小売 ● 38 ながおか医療生活協同組合 医療・福祉 ●

4 株式会社 アサヒプレシジョン 製造 ● 39 株式会社 長岡金型 製造

5 アルプス電気 株式会社　長岡工場 製造 ● 40 株式会社 長岡計器 サービス ●

6 株式会社 安藤組 建設・建築・土木 ● 41 長岡市役所 官公庁・組合・団体 ●

7 岩塚製菓 株式会社 製造 ● 42 長岡信用金庫 金融・保険 ●

8 学校法人 エイシンカレッジ その他（教育） 43 長岡中央水産 株式会社 卸売・商社

9 越後交通 株式会社 運送・運輸 ● 44 長岡中央青果 株式会社 卸売・商社

10 越後製菓 株式会社 製造 45 株式会社 長岡歯車製作所 製造 ●

11 エヌエスエレクトロニクス 株式会社 製造 ● 46 社会福祉法人 長岡福祉協会 医療・福祉 ●

12 株式会社 NTC IT・通信 ● 47 株式会社 中元組 建設・建築・土木 ●

13 遠藤電機 株式会社 製造 ● 48
一般社団法人
新潟県環境衛生中央研究所

専門コンサル・ビジネスサービス

14 大原技術 株式会社 建設・建築・土木 ● 49 新潟県警察本部 官公庁・組合・団体 ●

15 株式会社 大原鉄工所 製造 50 株式会社 新潟県厚生事業協同公社 サービス

16 大原電業 株式会社 建設・建築・土木 ● 51 新潟県商工会連合会 官公庁・組合・団体 ●

17 大森機械工業 株式会社　長岡工場 製造 52 新潟県醤油協業組合 製造 ●

18 倉敷機械 株式会社 製造 53 株式会社 新潟ケンベイ 卸売・商社

19 グローカルマーケティング 株式会社 専門コンサル・ビジネスサービス ● 54 新潟サンリン 株式会社 卸売・商社

20 紺商 株式会社 卸売・商社 55 株式会社 日産サティオ新潟西 自動車販売・修理 ●

21 株式会社 ジェイマックソフト IT・通信 ● 56 日本精機 株式会社 製造

22 ジェイメディカル 株式会社 卸売・商社 57 ネッツトヨタ越後 株式会社 自動車販売・修理

23 株式会社 システムスクエア 製造 58 社会保険労務士法人 パーソナルサポート その他（社会保険労務士） ●

24 株式会社 志田材木店 製造 ● 59 株式会社 日乃出江口 建設・建築・土木 ●

25 株式会社 鈴民精密工業所 製造 ● 60 藤田金屬 株式会社 卸売・商社

26 医療法人 崇徳会 医療・福祉 ● 61 株式会社 BELLSOFT IT・通信 ●

27 株式会社 星光堂薬局（ドラッグトップス） 小売 62 社会福祉法人 朋友福祉会 医療・福祉

28 株式会社 大光銀行 金融・保険 ● 63 北陸施設工業 株式会社 建設・建築・土木

29 第四証券 株式会社 金融・保険 64 株式会社 北陸製作所 製造 ●

30 株式会社 太陽メディケアサービス 医療・福祉 ● 65 株式会社 ホンダ四輪販売長岡 自動車販売・修理

31 株式会社 田村商店 卸売・商社 66 株式会社 丸栄機械製作所 製造 ●

32 株式会社 中越興業 建設・建築・土木 ● 67 株式会社 ミロク情報サービス IT・通信

33 株式会社 長測 サービス 68 株式会社 メビウス IT・通信

34 株式会社 ツガミ 製造 69 株式会社 山﨑組 建設・建築・土木 ●

35 株式会社 デイリーはやしや 製造 70 株式会社 レックス 建設・建築・土木 ●

五十音順

https://www.arkbell.net/
http://www.tlw.co.jp/
http://www.akira-k.co.jp/
http://corolla-hokuetsu.corolla-dealer.jp/
https://www.axial-r.com/
https://www.axial-r.com/
http://www.nagaoka-iryou-seikyou.jp/
http://www.asahi-precision.co.jp/
http://www.nagaoka-kanagata.co.jp/
http://www.alps.com/j/
http://www.nagaokakeiki.com/
http://an2591.sakura.ne.jp/
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/
http://www.iwatsukaseika.co.jp/index.shtml
http://www.nagaoka-shinkin.com/
http://www.eishin.ac.jp/
http://www.nagaoka-chuo-suisan.co.jp/
http://www.echigo-kotsu.co.jp/
http://nagaokachuoseika.co.jp/
https://www.echigoseika.co.jp/
http://nagaha.net/
http://www.nseinet.co.jp/
http://www.nagaokafukusi.com/
https://www.kk-ntc.co.jp/
http://www.nakamotogumi.co.jp/
http://www.endou-denki.co.jp/
http://www.nehcl.or.jp/
http://www.nehcl.or.jp/
http://www.ohara-g.co.jp/
https://www.police.pref.niigata.jp/index.html
https://www.oharacorp.co.jp/
http://www.kyodokosha.co.jp/
http://www.ohara-ew.co.jp/
http://www.shinsyoren.or.jp/
http://www.omori.co.jp/
http://kikoshin.co.jp/
http://www.kuraki.co.jp/
http://www.kenbei.co.jp/
https://glocal-marketing.jp/
http://www.ni-sanrin.com/
http://www.konsho.co.jp/
http://www.satio-niigatanishi.jp/
http://www.jmacsoft.co.jp/
http://www.nippon-seiki.co.jp/
http://www.jeimedical.com/
http://www.n-echigo.co.jp/
http://www.system-square.co.jp/
http://personal-support.net/
http://www.shida-lbr.co.jp/
http://www.hinode-eguchi.co.jp/
http://www.suzutami.com/
http://www.fujita-kz.com/
http://www.sutokukai.or.jp/
https://bellsoft.jp/
http://drugtops.sundrug.co.jp/index.html
http://houyuu-fukushi.jp/
http://www.taikobank.jp/
http://hokuriku-sk.co.jp/
https://www.daishi-sec.co.jp/
http://www.hokurikuss.com/
http://nursing.medic-taiyo.jp/
http://www.hondacars-nagaoka.co.jp/
http://www.tamura1753.jp/
http://www.maruei-kikai.co.jp/
http://www.chuetsukogyo.jp/
https://www.mjs.co.jp/
http://www.chosoku.co.jp/
http://www.mob.co.jp/HP/top_page/top/
http://www.tsugami.co.jp/
http://www.yamazakinet.co.jp/
http://d-hayashiya.co.jp/
http://www.kk-recs.co.jp/


「やっぱ！ながおか就職ガイダンス2019」　参加企業一覧　（2.19現在）　　　日程：3/15（木）・16（金）　会場：アオーレ長岡

NO. 3月16日（金） 業種
はた
プラ NO. 3月16日（金） 業種

はた
プラ

1 株式会社 アドテックエンジニアリング 製造 ● 36 ダイエープロビス 株式会社 建設・建築・土木 ●

2 アドメディカルグループ 医療・福祉 37 株式会社 竹田工務店 建設・建築・土木 ●

3 株式会社 イートラスト 建設・建築・土木 ● 38 株式会社 データドック IT・通信

4 株式会社 植木組 建設・建築・土木 ● 39 株式会社 トクサイ 製造

5 株式会社 ウオロク 小売 40 社会福祉法人 長岡三古老人福祉会 医療・福祉

6 越後ながおか農業協同組合 官公庁・組合・団体 41 長岡赤十字病院 医療・福祉

7 越後札紙 株式会社 製造 42
長岡都市ホテル資産保有 株式会社
（長岡グランドホテル）

サービス ●

8 株式会社 NS・コンピュータサービス IT・通信 ● 43 社会福祉法人 長岡福寿会 医療・福祉

9 株式会社 エヌ・シィ・ティ IT・通信 ● 44 株式会社 ナノテム 製造

10 株式会社 大石組 建設・建築・土木 ● 45 株式会社 ナンバ 建設・建築・土木 ●

11 株式会社 オーエム製作所 製造 46 ALSOK 新潟綜合警備保障 株式会社 サービス ●

12 株式会社 大菱計器製作所 製造 ● 47 新潟中央ヤクルト販売 株式会社 卸売・商社

13 小川コンベヤ 株式会社 製造 ● 48 株式会社 日本フードリンク その他（給食受託）

14 奥越部品 株式会社（おもしろ荘） 医療・福祉 49 株式会社 ネクスコ・メンテナンス新潟 建設・建築・土木

15 社会福祉法人 小越会 医療・福祉 50 パートナーズプロジェクト 税理士法人 専門コンサル・ビジネスサービス

16 オンヨネ 株式会社 製造 51 株式会社 ピーコック 製造 ●

17 カネモク工業 株式会社　新潟事業所 製造 52 藤島無線工業 株式会社 サービス ●

18 株式会社 グッドエイジングクラブ 医療・福祉 53 藤村ヒューム管 株式会社 製造

19 株式会社 グレートラボ IT・通信 ● 54 株式会社 船栄 サービス ●

20 株式会社 光栄社 金融・保険 55 株式会社 ブレーク IT・通信

21
株式会社 コープビル
（ホテルニューオータニ長岡）

サービス 56 株式会社 プレテック・エヌ 製造 ●

22 国分関信越 株式会社 卸売・商社 57 ベスパック 株式会社 製造

23 社会福祉法人 信濃川令終会 医療・福祉 ● 58 北越印刷 株式会社 印刷

24 株式会社 シマキュウ 卸売・商社 59 株式会社 北越銀行 金融・保険 ●

25 株式会社 ジャステム 製造 ● 60 北越メタル 株式会社 製造 ●

26 上越スターチ 株式会社 製造 61 マコー 株式会社 製造 ●

27 新日本建設 株式会社 建設・建築・土木 62 株式会社 マルイ 小売

28 株式会社 スズキ自販新潟 自動車販売・修理 ● 63 三越タクシー 株式会社 運送・運輸

29 株式会社 スタッフエース IT・通信 64 源川医科器械 株式会社 卸売・商社

30 税理士法人 スバル合同会計 専門コンサル・ビジネスサービス 65 株式会社 ミナミ 製造

31 株式会社 スミック長岡硝子 卸売・商社 ● 66 株式会社 宮下電設 電気工事 ●

32 セコム上信越 株式会社 サービス 67 ユニオンツール 株式会社 製造 ●

33 株式会社 ソリマチ技研 IT・通信 ● 68 ヨネックス 株式会社　新潟生産本部 製造

34 株式会社 ソリマチ経営 専門コンサル・ビジネスサービス ● 69 緑水工業 株式会社 その他（水道業）

35 株式会社 ソリマチサポートセンター その他（コールセンター） ● 70 ワタナベグループ サービス ●

五十音順

http://www.adtec.com/
http://www.daiei-probis.com/
http://www.add-vantage.jp/
http://www.takeda-co.net/
https://www.etrust.ne.jp/
https://www.datadock.co.jp/
http://www.uekigumi.co.jp/
http://www.tokusai.co.jp/
http://www.uoroku.co.jp/
http://nagaokasanko.com/
http://www.ja-echigo.or.jp/contents/echigo/001main.htm
http://www.nagaoka.jrc.or.jp/
http://fudagami.co.jp/
https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/
https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/
http://nscs.jp/
http://machidaen.jp/
http://www.nct9.co.jp/
http://nano-tem.com/
http://www.ohishigumi.co.jp/
http://nanba1.jp/
http://www.omltd.co.jp/
https://www.ngtalsok.co.jp/
http://www.obishi.co.jp/japanese/
http://www.niigatachuo-yakult.co.jp/
http://www.ogacon.co.jp/
http://www.j-foodrink.co.jp/
http://www.okuetsu-buhin.co.jp/care/
http://www.e-nexco-m-ni.co.jp/
http://care-net.biz/15/ogoshi/
http://www.3d-m.jp/pp-zei/index.htm
https://www.onyone.co.jp/
http://www.peacock-japan.co.jp/
http://www.kanemoku.com/
http://www.fmkc.co.jp/
http://www.ga-c.co.jp/
http://www.fujimura-hp.co.jp/
http://www.gt-lab.co.jp/
http://funaei.co.jp/
http://www.koueisha.biz-web.jp/
http://www.break.ac/
http://www.nagaoka-newotani.co.jp/
http://www.nagaoka-newotani.co.jp/
http://www.pretech-n.co.jp/
http://www.kokubu.co.jp/kanshinetsu/
http://www.bespack.co.jp/
http://www.kounannosato.jp/
http://www.hokuin.co.jp/
http://www.shimakyu.com/
http://www.hokuetsubank.co.jp/
http://www.justem.jp/
https://www.hokume.co.jp/
http://www.j-starch.co.jp/
http://www.macoho.co.jp/
http://www.sn-k.co.jp/
http://www.super-marui.com/
http://sj-niigata.jp/
http://www.35-6161.com/
https://www.staff-ace.net/
http://www.minagawa-ika.com/
http://www.subaru-tax.com/nagaoka/index.html
http://www.marubishi-ht.com/
http://www.smic-n.co.jp/
http://www.miyashita-densetsu.co.jp/
http://www.secom-joshinetsu.co.jp/
http://www.uniontool.co.jp/
http://www.s-giken.co.jp/
http://www.yonex.co.jp/company/
https://www.sorimachi-keiei.co.jp/
http://www.ryokusui-k.co.jp/
https://www.sorimachi.co.jp/support-center/
http://www.wash.co.jp/

