
■ 就職ガイダンス2024 ■　参加企業一覧

【開催日時】3月17日（金）　＜午前の部＞10：00～12：00　　　【会場】アオーレ長岡 アリーナ

No 企業名（企業名をクリックで各社サイトへ飛びます） 業種

1 昱工業株式会社 建設・建築・電気工事・不動産

2 アサヒロジスティクス株式会社 運送・運輸

3 株式会社イーエムエス新潟 IT・通信

4 株式会社猪井 卸売・商社

5 越後交通株式会社 運送・運輸

6 株式会社ＮＴＣ IT・通信

7 株式会社オーシーエス IT・通信

8 株式会社大菱計器製作所 製造（電気・電子・機械）

9 株式会社カンコー 建設・建築・電気工事・不動産

10 株式会社キムラ 建設・建築・電気工事・不動産

11 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

12 ケーエスエス株式会社 製造（電気・電子・機械）

13 株式会社シートン動物病院長岡 動物病院

14 株式会社ジェイマックソフト IT・通信

15 株式会社シマキュウ 卸売・商社

16 秀和建設株式会社 建設・建築・電気工事・不動産

17 上越スターチ株式会社 製造（食品・その他）

18 昭和電機産業株式会社 卸売・商社

19 シンコー株式会社 製造（電気・電子・機械）

20 杉山工業株式会社 製造（食品・その他）

21 株式会社スズキ自販新潟 小売・流通・自動車販売

22 株式会社鈴民精密工業所 製造（電気・電子・機械）

23 株式会社スポット 小売・流通・自動車販売

24 株式会社第一測範製作所 製造（電気・電子・機械）

25 株式会社大光銀行 金融・保険

26 株式会社太陽メディケアサービス 医療・福祉

27 株式会社タカハシキカイ 製造（電気・電子・機械）

28 株式会社タツミ 製造（食品・その他）

29 株式会社中越興業 建設・建築・電気工事・不動産

30 社会福祉法人中越福祉会 医療・福祉

31 長栄工業株式会社 建設・建築・電気工事・不動産

32 株式会社長測 建設・建築・電気工事・不動産

33 長岡グランドホテル（長岡都市ホテル資産保有㈱） サービス

34 長岡市役所 官公庁・組合・団体

35 長岡中央青果株式会社 卸売・商社

36 社会福祉法人長岡福祉協会 医療・福祉

37 社会福祉法人長岡福寿会 医療・福祉

38 株式会社ナカノオート 小売・流通・自動車販売

39 株式会社中元組 建設・建築・電気工事・不動産

40 株式会社ナンバ 建設・建築・電気工事・不動産

41 株式会社難波製作所 製造（電気・電子・機械）

42 新潟運輸株式会社 運送・運輸

43 新潟県醤油協業組合 製造（食品・その他）

44 株式会社日産サティオ新潟西 小売・流通・自動車販売

45 日本精機株式会社 製造（電気・電子・機械）

46 藤田金屬株式会社 卸売・商社

47 株式会社船栄 サービス

48 株式会社諸長 卸売・商社

49 ユキワ精工株式会社 製造（電気・電子・機械）

50 ヨネックス株式会社 製造（食品・その他）

No NAGAOKA WORKER 業種

1 株式会社ＫＵＮＯ IT・通信

2 株式会社ビズウインド IT・通信

3 株式会社ＹＡＺ IT・通信

4 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS IT・通信

イベント申込はコチラ

https://www.akira-k.co.jp/
https://www.asahilogistics.co.jp/
https://ems-n.jp/
https://inoi.co.jp/
http://www.echigo-kotsu.co.jp/
https://www.kk-ntc.co.jp/
https://www.ojiya.co.jp/
https://www.obishi.co.jp/
https://www.web-kanko.co.jp/
http://www.kimura1.co.jp/
https://glocal-marketing.jp/
https://www.kss-superdrive.co.jp/
http://seton.jp/
https://www.jmacsoft.co.jp/
http://www.shimakyu.com/
https://www.shuwa-con.com/
http://www.j-starch.co.jp/
https://showadenkikk.jp/
https://sinko-co.jp/
http://sugico.jp/
https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-niigata/
http://www.suzutami.com/
https://www.spotgroup.co.jp/
https://issoku.jp/
https://www.taikobank.jp/
https://mets-taiyo-holdings.jp/medicare-service/
https://tmw-microstar.co.jp/ja/
https://www.tatsumi-web.com/
https://chuetsukogyo.jp/
https://www.minowanosato.jp/
http://www.choei-kk.co.jp/
https://chosoku-survey.jp/
https://breezbay-group.com/nagaoka-gh/
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/
http://nagaokachuoseika.co.jp/
https://www.nagaokafk.com/
https://machidaen.jp/
https://www.nakano-auto.com/
https://www.nakamotogumi.co.jp/
https://nanba1.jp/
http://www.nanba-ss.co.jp/
https://www.niigataunyu.co.jp/
https://kikoshin.co.jp/
https://ns-niigatanishi.nissan-dealer.jp/
https://www.nippon-seiki.co.jp/
https://www.fujita-kz.com/
https://funaei.co.jp/
https://morocho.co.jp/
https://www.yukiwa.co.jp/
https://www.yonex.co.jp/
https://kuno-corp.com/
https://bizwind.co.jp/
https://www.yaz.co.jp/
https://usen-next.co.jp/


＜午後の部＞13：30～15：30

No 企業名（企業名をクリックで各社サイトへ飛びます） 業種

1 ヴィームスタジアム株式会社 サービス

2 越後交通工業株式会社 建設・建築・電気工事・不動産

3 越後製菓株式会社 製造（食品・その他）

4 えちご中越農業協同組合 官公庁・組合・団体

5 エヌ・エス・エス株式会社 製造（電気・電子・機械）

6 株式会社ＮＳ・コンピュータサービス IT・通信

7 株式会社大石組 建設・建築・電気工事・不動産

8 株式会社オーエム製作所 製造（電気・電子・機械）

9 大原電業株式会社 建設・建築・電気工事・不動産

10 オムニ技研株式会社 建設・建築・電気工事・不動産

11 オンヨネ株式会社 製造（食品・その他）

12 株式会社カシックス IT・通信

13 キヤノントッキ株式会社 製造（電気・電子・機械）

14 KYBトロンデュール株式会社 製造（電気・電子・機械）

15 高速印刷株式会社 広告・印刷

16 税理士法人小宮山会計事務所 専門コンサル・ビジネスサービス

17 株式会社三光社 卸売・商社

18 社会福祉法人信濃川令終会 医療・福祉

19 株式会社新産 建設・建築・電気工事・不動産

20 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

21 株式会社スミック 卸売・商社

22 株式会社生活サポーターふるまい 医療・福祉

23 株式会社星光堂薬局 小売・流通・自動車販売

24 セコム上信越株式会社 セキュリティ

25 ソリマチ株式会社 IT・通信

26 第四北越証券株式会社 金融・保険

27 太平興業株式会社 小売・流通・自動車販売

28 トヨタカローラ北越株式会社 小売・流通・自動車販売

29 株式会社トラスト IT・通信

30 社会福祉法人長岡三古老人福祉会 医療・福祉

31 長岡信用金庫 金融・保険

32 長岡中央水産株式会社 卸売・商社

33 新潟県警察本部 官公庁・組合・団体

34 株式会社新潟食品運輸 運送・運輸

35 新潟綜合警備保障株式会社(ALSOK) セキュリティ

36 藤村クレスト株式会社 建設・建築・電気工事・不動産

37 株式会社ブレーク IT・通信

38 株式会社プレテック・エヌ 製造（電気・電子・機械）

39 株式会社北越トラスト 建設・建築・電気工事・不動産

40 ホテルニューオータニ長岡（㈱コープビル） サービス

41 株式会社ホンダ四輪販売長岡 小売・流通・自動車販売

42 マサル工業株式会社 製造（食品・その他）

43 株式会社松井組 建設・建築・電気工事・不動産

44 株式会社マルイ 小売・流通・自動車販売

45 株式会社丸栄機械製作所 製造（電気・電子・機械）

46 三越タクシー株式会社 運送・運輸

47 株式会社山下家具店 小売・流通・自動車販売

48 ユニオンツール株式会社 製造（電気・電子・機械）

49 理研精機株式会社 製造（電気・電子・機械）

50 ワタナベグループ サービス

No NAGAOKA WORKER 業種

1 株式会社アイビーシステム IT・通信

2 株式会社スプリックス（SPRIX Engineering Lab） IT・通信

3 株式会社NEX-GEN IT・通信

イベント申込はコチラ

https://www.veam.jp/
https://www.ekkk.co.jp/
https://www.echigoseika.co.jp/
https://www.ja-chuetsu.or.jp/
https://e-nss.com/
https://nscs.jp/
https://www.ohishigumi.co.jp/
https://www.omltd.co.jp/
http://www.ohara-ew.co.jp/
https://omnigiken.co.jp/
https://www.onyone.co.jp/
https://www.kasix.co.jp/
https://tokki.canon/
https://www.trondule.co.jp/
https://www.kousoku-print.jp/
https://www.komiyamakaikei.net/
https://www.sankosha-net.co.jp/
https://kounannosato.jp/
https://www.madoya-madosuke.com/
https://subaru-tax.com/
https://smic-n.co.jp/
https://www.hurumai.com/
https://drugtops.sundrug.co.jp/
https://www.secom-joshinetsu.co.jp/
https://www.sorimachi.co.jp/
https://www.dh-sec.co.jp/
https://www.taiheikou.co.jp/
https://corolla-hokuetsu.corolla-dealer.jp/
https://trust-coms.com/
https://nagaokasanko.or.jp/
https://www.shinkin.co.jp/nagaoka/
http://www.nagaoka-chuo-suisan.co.jp/
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kenkei/
https://www.nsu365.com/
https://www.alsok.co.jp/
https://fujimura-crest.co.jp/
http://www.break.ac/
https://www.pretech-n.co.jp/
https://hokuetsutrust.co.jp/
https://www.nagaoka-newotani.co.jp/
https://www.hondacars-nagaoka.co.jp/
http://www.masarukk.co.jp/
http://k-matsui-gumi.co.jp/
https://www.super-marui.com/
http://www.maruei-kikai.co.jp/
http://www.35-6161.com/
https://www.yamashitakagu.co.jp/
https://www.uniontool.co.jp/
http://www.rikenseiki.co.jp/
https://www.wash.co.jp/group/
https://www.ib-system.co.jp/
https://sprix.jp/
https://www.nexgen-global.com/

