
参加企業・団体167／★印は、今期応援団のイベント　初登場の企業・団体（55社）

旅行・ホテル 商社・卸 製造

 HRTニューオータニ㈱
 NASPAニューオータニ

（リゾートホテル・スキー場） ★  ㈱猪井 （呉服）  ㈱アドテックエンジニアリング （産業装置）

★  ㈱ホテル清風苑 （宿泊施設）／サービス  ㈱オートパーク
（自動車の販売・
点検・整備・修理）

 ㈱飯塚鉄工所

流通・小売 ★  ㈱カネコ・コーポレーション  ㈲石倉製麺所

 アークランドサカモト㈱
（ホームセンタームサシ）

（ホームセンター） ★  ㈱三光社 （エレクトロニクス） ★  ㈱石山 （発泡スチロール等）

 アクシアルリテイリンググループ
（㈱原信・㈱ナルス）

★  新発田ヤクルト販売㈱ （食品・化粧品）  エヌエスアドバンテック㈱

 ㈱ウオロク （スーパーマーケット） ★  ㈱シマキュウ （高圧ガス・鋳造機材・産業機器）  大野精工㈱ （自動車部品）

★  ㈱川崎商会 ★  ㈱仙台銘鈑 （安全保安用品、土木建築資材） ★  小林鉄工㈱ （機械部品）

 ㈱キューピット （スーパーマーケット）  ㈱高儀
メーカー
（エクステリア・のこぎり）

 ㈱コロナ （暖房機器・住宅設備機器）

★  ㈱スポット （スーパーマーケット） ★  トヨタカローラ新潟㈱ （自動車）  ㈱齋鐵 （冷暖房器具・務用厨房関連）

 ドラッグトップス（㈱星光堂薬局）
サンドラッググループ

（ドラッグストアの経営）  新潟いすゞ自動車㈱ （自動車）  ㈱佐文工業所 （精密部品）

 ㈱新潟日報サービスネット ★  新潟県酒類販売㈱ （酒類・食品）  システム精工㈱ （ハードディスク製造・検査装置）

 ㈱ハードオフコーポレーション （リユース） ★  新潟自動車産業㈱ （自動車）
 下村グループ
（下村企販㈱・下村工業㈱）

（家庭用品）

★  ㈱パナハートタカハシ （携帯電話）  新潟酒販㈱ （食品） ★  ㈱新東エンジニア （水門・除塵機・ポンプ設備）

 ㈱PLANT  新潟スバル自動車㈱ （自動車） ★  スワロー工業㈱ （屋根関連金具）

 マキチエ㈱
（旧 キコエ補聴器株式会社）

（補聴器）／医療機器メーカー ★  ㈱新潟ダイハツモータース （自動車）  ㈱セイヒョー （食品）

 ㈱マルイ （スーパーマーケット）
 新潟中央ホンダ販売㈱
（Honda Cars 新潟中央)

（自動車） ★  ㈱セキノワークス
（金属製屋根材・壁材）
建設資材商社

 ㈱リオン･ドール コーポレーション  新潟日産モーター㈱ （自動車）  ㈱ソフィーナ （繊維製品）

福祉・介護  ㈱新潟日立 （電気機械器具）／管工事  ㈱第一印刷所 （総合印刷）

 あおやまメディカル㈱ （医療・福祉／建築／教育） ★  日産部品新潟販売㈱ （自動車部品） ★  第一合繊㈱

★  （社福）小千谷北魚沼福祉会  ネッツトヨタ越後㈱ （自動車）  ㈱ツバメックス （金型）

★  （社福）桜井の里福祉会 ★  ㈱ハヤマ エネルギー  THK新潟㈱ （直動システム）

 （医） しただ／（社福）しただ ／医療／保育  パール金属㈱ （家庭・アウトドア用品）  トップ工業㈱ （作業工具製造販売）

 ㈱生活サポーター ふるまい  藤田金屬㈱ （鉄鋼） ★  ㈱日功

★  （社福）中越老人福祉協会
 ㈱ホンダオート新発田
（Honda Cars 新発田）

（自動車）  日鉄住金工材㈱ （金属製品）

 （社福）苗場福祉会 （高齢者介護福祉） ★  丸新電機照明㈱ （電気設備資材）  ㈱野水機械製作所
（自動研磨機・刃物研削機・
集塵機）

 ながおか医療生活協同組合 ／医療 ★
 ヤンマーアグリジャパン㈱
  関東甲信越カンパニー

（農業機械、農業用資材）  ㈱ピーコック （ファストフード）

 （社福）長岡三古老人福祉会
（高齢者福祉・保育・
障がい者就労支援）

住宅・不動産 ★  ㈱日立産機中条エンジニアリング （産業用電気機器）

 （社福）新潟南福祉会  新日本建設グループ ★  ㈱フジ機工 （機械装置）

★  （社福）見附福祉会 （高齢者福祉）  セキスイハイム信越㈱
 ㈱プレスメディア
（第一印刷所グループ）

（印刷・デジタルメディア関連）

百貨店・専門店 ★  新潟空港ビルディング㈱
不動産賃貸及び
飲食物販店舗運営

 ㈱プレテック・エヌ （産業機械製造・センサー類量産）

 クラッシュアンドカンパニーグループ （ファッション）  日生不動産グループ  ベスパック㈱　長岡工場 （パッケージ）

★  7improvements グループ （インテリア等）／商社  ㈱マンションセンター ★  北越印刷㈱ （総合印刷）

★  ㈱ノジマ （デジタル家電他） 交通・運輸 ★  マイクロ・テック㈱
（精密スクリーン印刷機
及び周辺装置）

 ㈱ピーシーデポコーポレーション （家電・事務機器・カメラ） ★  小千谷観光バス㈱ ★  見附染工㈱ （織物・ニットの染色整理）

★  ㈱山下家具店 （家具・インテリア・生活雑貨）  中越通運㈱ （物流）  ㈲みやけ食品 新潟

金融 ★  新潟名鉄運輸㈱ ★  宮本警報器㈱ （自動車用電装部品）

 岡三にいがた証券㈱
(㈱岡三証券グループ)

（証券） ★  日本通運㈱　新潟支店  山崎醸造㈱ （しょうゆ・みそ・塩こうじ）

 協栄信用組合  東日本旅客鉄道㈱　　新潟支社 ／鉄道  ㈱山崎食品 （食品）

 ㈱セントラルパートナーズ （保険） ★
 北星産業㈱
（コメリ流通管理センター）

 ユニオンツール㈱ （金属製品・精密機械）

 第一生命保険㈱ （各種保険） 教育・スクール ★  ㈱吉運堂 （仏壇･仏具）

 ㈱大光銀行 （地方銀行） ★  ㈱アルファブライト 建設・土木・設備

 日本生命保険（相）　新潟支社 （生命保険）  ㈱水原自動車学校  ㈱阿部建設 （総合建設）

 明治安田生命保険（相） （生命保険）  ㈱新潟関屋自動車学校 （自動車学校）  ㈱池田組

ソフトウエア・ＩＴ関連 ★  ㈱東新潟自動車学校  石高建設㈱ （総合建設）

 ㈱ウイング 外食・フードサービス  イワコンハウス新潟㈱ ／不動産

 ㈱NS・コンピュータサービス
（日本精機グループ）

 ㈱里味  ㈱小川組

 ㈱カシックス （情報サービス）  ㈱三宝  小柳建設㈱

★  コンピュートロン㈱ 新潟支店  富寿しグループ（㈱宮崎商店）  ㈱新和組 （総合建設）

 JCCソフト㈱  ㈱日本フードリンク  ダイエープロビス㈱ ／住宅・不動産

 ㈱スペースアルファーシステム  ㈱船栄 （飲食店経営） ★  ㈱新潟施設
（設備工事の設計・施工・
メンテナンス）

★  ㈱綜合システムプロダクツ サービス  長谷川電気グループ ／環境ビジネス

★  タクトシステムズ㈱  アークベルグループ 冠婚葬祭業  ㈱日乃出江口 （施工管理）

 ㈱ビット・エイ 情報処理サービス、デザイン  青木環境事業㈱ （環境・エネルギー関連他） ★  ㈱北越舗道 （アスファルト混合物の製造・販売）

 ㈱ベーシック  ALSOK 新潟綜合警備保障㈱ （セキュリティサービス）  ㈱丸山工務所 （建築・住宅・設計）

★  ㈱マルス ★  税理士法人 小川会計 （税理士事務所）  ㈱村尾技建 地質調査・建設コンサルタント

アミューズメント  ㈱新潟県厚生事業協同公社 （リネンサプライ） ★  ㈱山内組 総合建設業

 ヴィームスタジアム㈱
（アサヒグループ）

★  藤島無線工業㈱
情報通信
設備／エンジニアリング

 ㈱吉原組

 MIDグループ
（㈱エム・アイ・ディ ジャパン）

 ㈱青山設計 （建築設計・監理、土木測量設計）  ㈱レックス（フクダグループ） インフラの維持・メンテナンス

 ㈱シリウス　(シリウスグループ) ／書店／飲食  ㈱ソリマチ経営（ソリマチグループ）
（会計事務所・
経営コンサルタント）

公的機関・団体

 ダムズグループ　㈱第一実業  株式会社丸山自動車
 防衛省
 自衛隊新潟地方協力本部

　にいがた就職応援団　4/23（日）　就職縁日　参加企業一覧　（業種別）


