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日2/2

長岡・小千谷・見附・出雲崎の高校生のための

企業フェス
日 時 会 場

202２年

2/３（木） アオーレ長岡
シティホールプラザ

アリーナ、2階多目的室A～C、
3階会議室A～C

タイムスケジュール
以下のタイムスケジュールに沿って
全企業の説明が行われます。

【グループ①】
9：45～ 9：50
9：50～11：30

当日の説明・企業ブースへの移動

企業説明

【グループ②】
12：45～12：50 当日の説明・企業ブースへの移動

12：50～14：30 企業説明

【グループ③】
14：50～14：55 当日の説明・企業ブースへの移動

14：55～16：35 企業説明

主 催

高校生の皆様へお願い

①お荷物、コート類は、移動の際、忘れずにお持ちください。新型コロナウイルス対策のため、会場は
換気を行っています。体調を崩さないよう、防寒具着用の上、企業説明をお聞きください。
②各企業の説明は、２０分間の説明を5分間の移動時間を挟みながら計4回実施します。
③会場内は混雑が予想されます。ソーシャルディスタンスには充分に気を付け、周囲の人との間隔を
保ってお聞きください。1つのブースに定員以上の生徒さんが集まったり、密が発生していることが
確認された場合、別のブースへ誘導をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
④会場内での飲食は禁止となっておりますので、ご協力をお願いします。
⑤「ガイダンス参加証明書」が必要な場合は、受付にお声掛けください。
⑥イベント終了後、「アンケート」については、記入の上、各学校にご提出ください。
⑦ご不明の点は、会場スタッフにお聞きください。
⑧気分が優れなかったり、体調に異変を感じた場合は、速やかに会場スタッフに申し出てください。

長岡市雇用対策協議会
（長岡市/ハローワーク長岡/長岡商工会議所/長岡地域商工会連合）

共 催 小千谷市/見附市/出雲崎町
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企業ガイド表の見方（企業情報を読む際の参考にしてください）

【例】 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
ページ

数
ブース
番号 事業所名 業種 はた HP くる える ユー 安全

5 1 株式会社　ピーコック　小国工場 冷凍食品製造業 ○ ○
5 2 渡辺建設　株式会社 総合建設
6 3 株式会社　東京ロストワックス工業 製造業（精密鋳造業） ○

・
・
・
・

①はた・・・【長岡働き方プラス応援プロジェクト賛同企業】
長時間労働の見直しや育児・介護の両立ができる労働環境の整備を推進
している企業です。（長岡市事業）

②HP・・・【ハッピーパートナー企業】
男女ともに働きやすく、仕事と家庭生活の両立をしやすい環境を整え、
女性の育成、登用に積極的な企業です。（新潟県事業）

③くる・・・【くるみん認定企業】
子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けた企業です。仕事
と家庭の両立に向けて高い水準で制度導入や利用に取り組んでいます。

④える・・・【えるぼし認定企業】
女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な事業主として厚生労
働大臣の認定を受けた企業です。

⑤ユー・・・【ユースエール認定企業】
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小
企業として厚生労働大臣の認定を受けた企業です。

⑥安全・・・【安全衛生優良企業】
労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安
全衛生水準を維持・改善しているとして、厚生労働省から認定を受けた
企業です。
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目　　次
＜参加企業＞
ページ

数
ブース
番号 事業所名 業種 はた HP くる える ユー 安全

5 1 株式会社　ピーコック　小国工場 冷凍食品製造業 ○ ○
5 2 渡辺建設　株式会社 総合建設業
6 3 株式会社　東京ロストワックス工業 製造業（精密鋳造業） ○
6 4 阿部幸製菓　株式会社 食品製造業 ○
7 5 株式会社　日乃出江口 総合建設業 ○ ○
7 6 ベスパック　株式会社　長岡工場 プラスチック製品製造業 ○
8 7 株式会社　宮下電設 建設業 ○ ○
8 8 株式会社　氣輪工業 建設業 ○ ○
9 9 新潟県醤油協業組合 製造業 ○
9 10 株式会社　システムスクエア 検査機組立 ○

10 11 大和電機産業　株式会社 配電盤製造業 ○
10 12 株式会社　ビップ サービス業
11 13 株式会社　ミクロ技術研究所　長岡事業所 製造業
11 14 株式会社　大石組 建設業 ○ ○
12 15 株式会社　北陸製作所 金属製品製造業 ○
12 16 株式会社　松井組 総合建設業 ○ ○
13 17 社会福祉法人　苗場福祉会 介護福祉 ○
13 18 HIMU-GROUP 新デンシ　株式会社 電子部品製造業
14 19 社会福祉法人　長岡三古老人福祉会 社会福祉・介護事業 ○ ○
14 20 株式会社　オーエム製作所　長岡工場 製造業 ○
15 21 社会福祉法人　長岡福祉協会 医療・福祉サービス ○ ○
15 22 株式会社　北澤工業 建設業 ○ ○
16 23 株式会社　志田材木店 製造業 ○
16 24 株式会社　物理計測コンサルタント　長岡支店 地質調査業 ○
17 25 株式会社　Tenico（AMAZING HAIR） 生活関連サービス業
17 26 株式会社　アドテックエンジニアリング 電子デバイス製造業 ○
18 27 株式会社　スミック 卸売業 ○ ○
18 28 株式会社　コロナテクノ 製造業
19 29 北陸施設工業　株式会社 建設業 ○
19 30 株式会社　ヤヨイサンフーズ　長岡工場 食品製造業 ○
20 31 コンドウ印刷　株式会社 印刷業 ○ ○
20 32 株式会社　ホンダ四輪販売長岡 小売業
21 33 株式会社　今町コロナ 製造業
21 34 社会福祉法人　長岡福寿会　特別養護老人ホームまちだ園 福祉・介護 ○ ○
22 35 株式会社　第一測範製作所 製造業
22 36 株式会社　田村製作所 建築鉄骨加工業 ○
23 37 株式会社　中元組 総合工事業 ○ ○
23 38 エヌ・エス・エス　株式会社 精密機械器具製造
24 39 株式会社　中越自動車学校 自動車教習所 ○ ○
24 40 株式会社　ナンバ 設備工事業 ○ ○
25 41 株式会社　草野商店 卸売業、管工事業、電気工事業
25 42 株式会社　多田組 総合建設業 ○ ○
26 43 長岡都市ホテル資産保有　株式会社（長岡グランドホテル） サービス業 ○
26 44 株式会社　渡辺リネン クリーニング業 ○
27 45 株式会社　鈴民精密工業所 製造業 ○ ○
27 46 遠藤電機　株式会社 製造業、電気工事業、電気機器卸売業 ○
28 47 アキラ工業　株式会社　長岡支店 建設業 ○ ○
28 48 株式会社　太陽メディケアサービス 医療・福祉 ○
29 49 大森機械工業　株式会社　長岡工場 製造業 ○
29 50 岩塚製菓　株式会社 米菓製造業 ○ ○ ○
30 51 株式会社　良電社 建設業 ○ ○
30 52 ケミコン長岡　株式会社 製造業 ○ ○
31 53 小杉土建工業　株式会社 建設業 ○
31 54 株式会社　難波製作所 製造業
32 55 越後製菓　株式会社 製造業 ○
32 56 株式会社　太陽工機 機械製造業（工作機械） ○
33 57 社会福祉法人　長岡東山福祉会 介護・福祉 ○ ○ ○
33 58 株式会社　タカハシキカイ 機械器具製造業
34 59 藤田金屬　株式会社 鉄鋼卸売業 ○ ○
34 60 株式会社　JVCケンウッド長岡 製造業 ○
35 61 太平興業　株式会社　長岡支店 自動車修理販売業
35 62 アルプスアルパイン　株式会社 製造業 ○ ○
36 63 株式会社　たかの 食品製造
36 64 株式会社　北越トラスト 建設業 ○
37 65 大原電業　株式会社 電気工事業 ○
37 66 社会福祉法人　中越老人福祉協会 福祉・介護 ○
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数
ブース
番号 事業所名 業種 はた HP くる える ユー 安全

38 67 株式会社　フジ機工　小千谷工場 製造業
38 68 株式会社　山﨑組 総合建設業 ○ ○
39 69 株式会社　中越興業 総合建設業 ○ ○
39 70 ケーエスエス　株式会社　小千谷工場 製造業
40 71 医療法人　立川メディカルセンター 医療業
40 72 上越スターチ　株式会社 製造業 ○
41 73 久保誠電気興業　株式会社 電気機械器具製造業、電気工事業 ○
41 74 エスケイエンジニアリング　株式会社 建設業（掘削） ○
42 75 オムニ技研　株式会社 土木工事業 ○
42 76 株式会社　クレアメディコ（アルファスグループ） 医療・福祉
43 77 TDKラムダ　株式会社 製造業 ○ ○
43 78 株式会社　木村食品 製造業
44 79 ユキワ精工　株式会社 一般機械部品製造販売
44 80 越後札紙　株式会社 製造業
45 81 株式会社　イートラスト 設備工事業 ○ ○
45 82 株式会社　INPEX　長岡鉱場 鉱業 ○
46 83 社会福祉法人　信濃川令終会 高齢福祉事業 ○
46 84 カネモク工業　株式会社　新潟事業所 特注家具・装備品製造業 ○
47 85 株式会社　コロナ　長岡工場 製造業 ○ ○
47 86 株式会社　ブルボン 食料品製造業 ○ ○
48 87 アクシアル リテイリンググループ（株式会社原信） 小売業 ○ ○ ○
48 88 有限会社　ル・クール サービス業 ○
49 89 ヨネックス　株式会社　新潟工場 製造業
49 90 株式会社　マルシャン 製パン業

＜掲載のみ＞
50 オネストリィ　株式会社（はぴねす長岡） 福祉事業 ○
50 医療法人 厚徳会　まつむら第二歯科 医療 ○
51 越後交通　株式会社 旅客自動車運送事業 ○
51 株式会社　竹田工務店 総合建設業 ○
52 社会福祉法人　栃尾福祉会 サービス業（障害者福祉） ○
52 特別養護老人ホーム　サンホーム 老人福祉・介護事業 ○
53 中越よつば森林組合 林業 ○
53 中日本信和株式会社　長岡営業所 建設業 ○
54 長岡市私立幼稚園・認定こども園協会 幼稚園・認定こども園 ○
54 株式会社　千代田設備　長岡営業所 建設業（管工事業） ○
55 株式会社　ＴＯＳＹＳ 通信建設業 ○
55 株式会社　ソフィーナ 繊維製品製造業
56 株式会社　吉原組 総合建設業 ○
56 株式会社　栃尾コロナ　栃尾工場 民生用電気機械器具製造業
57 丸運建設　株式会社 総合建設業 ○
57 昭栄産業　株式会社 卸売業
58 新潟名鉄運輸　株式会社 運輸業
58 第四北越証券　株式会社 証券業
59 長岡中央水産　株式会社 水産物卸売業
59 緑水工業　株式会社 水道業
60 株式会社　サカイ引越センター 運輸業
60 上越工業　株式会社 製造業
61 株式会社　田中設備 建設業
61 株式会社　八号線 接客サービス業
62 有限会社　小池左官工業 土工・左官工
62 株式会社　ユアテック 総合設備工事業
63 長岡中央青果　株式会社 卸売業
63 株式会社　セントラルリース　長岡営業所 仮設足場リース業
64 株式会社　朝日電設工業 電気工事士
64 株式会社　マルジン　新潟営業所 機械器具設置工事業
65 中越通運　株式会社　 運輸業
65 株式会社　伊藤建設 建設業
66 東西運輸　株式会社　長岡営業所 運送業・倉庫管理業
66 有限会社　サヨ美容室 生活関連サービス業
67 株式会社　宮崎商店　(富寿しグループ) 飲食・サービス業
67 株式会社　コンエー 鋳物製造業
68 株式会社　ミタカ 総合設備業
68 小川興業　株式会社 建設業
69 株式会社　オータニツール 製造業
69 株式会社　アップデート 建設業
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

76 人 37 歳 8 日/年 15 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 1.25 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし なし あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

原料の受入から商品の出荷に至るまでの製造工程等で、最新鋭設
備による一貫生産により冷凍たこ焼、たい焼、今川焼等を製造販
売している食品製造メーカーです。たこ焼製造量は国内第1位を
誇っており、お客様へ安全・安心な商品を提供し続ける為、日々
品質管理を徹底しています。入社後は研修部署ごと、総合（事務
所）、人事部メンターの三重構造で仕事やメンタル面においても
しっかりサポートできる体制が整っております。

『規則正しくお客様の笑顔の為、おいしい商品を
製造します』を会社の品質方針とし、お客様のお
いしいねの笑顔と信頼の為に確かなおいしさを提
供、研究し続けています。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャピーコック オグニコウジョウ 認定取得状況

株式会社ピーコック　小国工場 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2192 その他
新潟県長岡市新産3丁目2番地1

TEＬ 0258-21-4001 ＦAX 0258-21-4011
業種 冷凍食品製造 就業場所 所在地に同じ 新潟県長岡市小国町小栗山83番地

事業内容 冷凍食品の開発・製造・販売

□

事業所名
フリガナ ワタナベケンセツ　カブシキガイシャ 認定取得状況

渡辺建設株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0028 その他
小千谷市城内2丁目3番3号

TEＬ 0258-82-2187 ＦAX 0258-82-5309
業種 総合建設業 就業場所 所在地に同じ

事業内容 道路、河川、下水道などの公共工事が主な仕事です。冬季は除雪車による道路除雪作業があります。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

12 人 48 歳 13 日/年 2 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、昭和29年創業以来、移り変わる時代の要請に答えつつ、
建設を通じて地域社会の発展と共に、堅実な経営を続けて参りま
した。土木・建築施設は、維持管理の時代に成りました。この変
化に対応すべく、下水道等の管渠内調査・補修、マンホール更生、
コンクリート構造物補修、地中熱の分野へ進出しました。日々研
究・努力を積み重ね、地域に愛される会社として業務に努めます。

土木・建築工事、除雪作業を通じて、地域の安全
安心に貢献します。
勤務地は、小千谷市の現場がほとんどです。
資格取得費用は会社が全額負担します。
大型重機の運転もできます。
文系・理系、体力有る無しは、関係ありません。
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

307 人 43.4 歳 11 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 9 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

おいしい「たね」をツクル。創業60年、柿の種をはじめとした
お米からできたお菓子を製造してきた私たちが、更に皆さまから
必要とされる会社になれるよう、価値あるモノを生み出していく
ための合言葉です。おいしいたねとは、おいしい製品、たのしい
製品、安心安全な製品を、そして、おいしいビジネスのたねを示
します。おいしいたねを蒔き、やがて芽を出し、笑顔の花を咲か
せる、そんな思いを込めています。

柿の種を毎日休むことなく作っている会社です。
柿の種はご飯とは違い、本来食べなくても生きて
いけるモノ。柿の種は笑顔のために食べるモノな
のです。笑顔がないと、楽しく生きていけない。
私たちは、世の中が笑顔になる「たね」をつくり
続けています。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

80 人 37 歳 10.3 日/年 11.5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

発電用ガスタービン部品や航空機エンジン、ＩＴ半導体表面実装
機、医療機器などに用いられる高品質・高性能な部品の製造を通
して、躍進・社会貢献している精密鋳造（ロストワックス）メー
カーです。製造業ですが女性比率が39％と多く、育児休暇、短
時間勤務を利用して長く勤められる会社です。

私たちの暮らしになくてはならない火力発電所や
航空機の重要な部品を製造しています。入社前は
特別な資格不要です。入社後に、研修や資格取得
を推進しております。

□

事業所名
フリガナ カブシキカイシャ　トウキョウロストワックスコウギョウ 認定取得状況

株式会社東京ロストワックス工業 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0006 その他
新潟県長岡市東高見一丁目2-16

TEＬ 0258-25-2333 ＦAX 0258-21-2840
業種 製造業（精密鋳造業） 就業場所 ✓所在地に同じ

事業内容 ロストワックス製法で金属部品の製造、販売

□

事業所名
フリガナ アベコウセイカカブシキガイシャ 認定取得状況

阿部幸製菓株式会社 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-8585 その他
小千谷市上ノ山4-8-16

TEＬ 0258-83-3210 ＦAX 0258-82-2639
業種 食品製造業 就業場所 ✓所在地に同じ

事業内容 米菓製造、惣菜製造販売、鏡餅製造、食品販売
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

97 人 34.4 歳 11.4 日/年 2.1 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

医薬品容器、食品容器のパッケージメーカーです！
本社は東京にあり、工場は全国に4か所（うち3か所が新潟県
内）にあります。長岡工場はクリーンルーム（ISO7クラス）の
衛生的な環境で点滴のバッグなどを製造しています。製品は製薬
会社様に納品しており、医薬品容器の分野で社会に貢献していま
す。環境への負荷が少ないプラスチックの開発にも取り組んでい
ます。

「包む」文化を高め続ける総合パッケージング企
業として、高品質・高機能な製品を提供すること
でお客様に喜んでいただくことを目標にしていま
す。一人一人が前向きに挑戦し、生涯学び続け、
ともに成長してゆける企業を目指しています。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

40 人 43.3 歳 13 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 33 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、建築工事を得意とする日乃出建設と、設備工事を得意と
する江口設備が合併してできた、創業34年の総合建設業を営む
会社です。様々な店舗や施設を建設していますが、なかでも（株）
原信との信頼関係は厚く、店舗の内装工事・メンテナンス業務・
改修工事については当社が100％担当させていただいています。
その他、住宅、リフォーム、給排水設備工事、パッケージデザイ
ン、不動産など取り扱うものは多岐にわたります。

自ら管理し工事した設備・建物が完成した時の達
成感や、お客様からの感謝のお言葉をいただいた
時の喜びは、何ものにも代えられません。
ものづくりや建築にご興味のある方に、当社の仕
事内容を詳しく知っていただく機会をもっていた
だけるとうれしく思います。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ヒノデエグチ 認定取得状況

株式会社　日乃出江口 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2122 その他
長岡市福山町1033番地

TEＬ 0258-47-4506 ＦAX 0258-47-4510
業種 総合建設業 就業場所 所在地に同じ 長岡本社または小千谷支店

事業内容 給排水設備・ガス・空調・衛生設備工事、商工業施設の建築（新築、内装工事等）、店舗保守、住宅

□

事業所名
フリガナ ベスパックカブシキガイシャ　ナガオカコウジョウ 認定取得状況

ベスパック株式会社　長岡工場 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2045 その他
新潟県長岡市西陵町2674-10

TEＬ 0258-21-0180 ＦAX 0258-21-0181
業種 プラスチック製品製造業 就業場所 ✓所在地に同じ

事業内容 プラスチック製医療（輸液）関連製品の製造
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了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

16 人 44.1 歳 8 日/年 14.3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

水と空気、人間が地球上で生活する為に欠かせません。管工事業
の仕事は、管を通して安全な水を安定してお届けすることです。
人と人とを繋ぐライフラインの構築です。私達の体内にも血管で
酸素や栄養を運んでいる管に異常をきたせばどうなるか、我々が
扱う管も同じです。そんなライフラインを守り人々が安心して生
活を送れる様、幸せな家庭を見守り続け、人の生活、経済活動の
基盤を支え、正確な作業を以って地域社会に貢献します。

社員が働きやすい雰囲気づくりを心がております。
社会に出るという変化で人知れずに悩みを抱いて
いることが多いです。相談するという事自体に慣
れてない場合もあります。従業員の教育に充てる
時間を多く設けており、コミュニケーションを図
ることで悩みを抱えないよう努めてます。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャケーワコウギョウ 認定取得状況

株式会社氣輪工業 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0011 その他 健康経営2021
長岡市下々条町1994番地1

TEＬ 0258-86-7946 ＦAX 0258-86-7945
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 生活を支えるライフライン（ガス・水道）を整える・土木工事・JR沿線の鉄道設備維持管理及び調査管理

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

53 人 43.2 歳 9.7 日/年 9.5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 50 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

創業75年の電気総合設備会社です。
公共施設の建物や大型マンションから一般住宅まで幅広く施工。
そしてインフラ整備の道路・トンネル・橋・歩道橋・公園などの
照明設備工事やロードヒーティング・ルーフヒーティングの融雪
設備工事や道路情報の情報システム工事の施工も特色で県下全域
で営業を展開しています。

10代・20代の若い社員も電気技術・技能を身
に着けようと日々努力を積み重ねチャレンジして
います。資格取得もその一つ、会社も資格取得支
援制度で自己啓発をさまざまな方法でサポートし
ています。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャミヤシタデンセツ 認定取得状況

株式会社宮下電設 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2127 その他
長岡市新産3-6-14

TEＬ 0258-46-7171 ＦAX 0258-46-7278
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 電気設備全般の設計施工保守
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校
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

164 人 38.2 歳 10.3 日/年 21 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 67 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社の検査機は主に食品工場で使用され、製品への異物混入を防
いでいます。皆さんにとっての当たり前の「安心安全」を守る機
械です。「検査機組立」のお仕事は流れ作業ではなく、１人が１
台の検査機を最初から最後まで組立てるので、完成した時は大き
な達成感が得られます。2019年に竣工した綺麗な社屋で、充
実した研修を受けながら成長できる環境です。

製造で数年経験を積んでいただいた後は、メンテ
ナンス職や営業、設計など、幅広いキャリアの選
択肢があります。もちろん、製造のプロフェッシ
ョナルという道も。新入社員研修、フォローアッ
プ研修、メンタルフォロー面談など、社員をサポ
ートする仕組が充実しています。

□

事業所名
フリガナ システムスクエア 認定取得状況

株式会社システムスクエア はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2121 その他
新潟県長岡市喜多町金輪157

TEＬ 0258-47-1377 ＦAX 0258-94-4512
業種 検査機組立 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 主に食品工場で使用される「異物検査機」のメーカーです。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

43 人 40.3 歳 10 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、昭和48年に県内の醬油醸造元18社が集結して誕生し
た会社です。現在では、県内醤油生産量の約７割を製造し県内ト
ップシェアを誇っています。近年では「新潟県産復刻プロジェク
ト」を立上げ、醬油の原材料である大豆・小麦を新潟県産に限定
して、昔ながらの製法で作り上げる企業活動にも注力しています。

業務内容は奥が深くやり甲斐のある仕事です。
定着率も高く、若い人が多いため活気のある職場
です。高校卒業生も２年連続で入社いただいてお
り、元気に頑張ってもらっています。

□

事業所名
フリガナ ニイガタケンショウユキョウギョウクミアイ 認定取得状況

新潟県醤油協業組合 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1131 その他
新潟県長岡市十日町1901番地1

TEＬ 0258-22-2106 ＦAX 0258-22-2108
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 業務用として県内の米菓をはじめ食品メーカー向けのしょうゆ、液体調味料の製造、市販品として越後良寛販売
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

364 人 33 歳 7 日/年 2 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

冠婚葬祭という「人生の節目」にあたる儀式・イベントの施行を
行っている企業です。冠婚葬祭業はハードに頼りがちですが、当
社は基本スタイルとして「ハードよりハート」を掲げています。
当社の商品はスタッフそのものであり、スタッフのハートによっ
てお客様の満足度が左右されるからです。大切な方々の「人生」
というドラマの節目の感動を演出しています。

スタートラインはみな同じです。感動を創造する
スタッフになるべく、成長を最大限サポートしま
す。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャビップ 認定取得状況

株式会社ビップ はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-0994 その他
新潟県新潟市中央区上所2-11-33

TEＬ 025-285-1143 ＦAX 025-285-1113
業種 サービス業 就業場所 所在地に同じ 新潟、県央、長岡、上越支社

事業内容 冠婚葬祭の施行、諸行事施行、宴会および貸衣裳

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

91 人 43.2 歳 10 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

大和電機産業は配電盤の製造会社です！　その社会的役割は･･･
みなさんが普段、自宅や職場で使用している ｢電気｣ は、発電所
で発電されています。発電所で発電された ｢電気｣ をそのままの
状態で使っているわけではありません。発電所で創られた ｢電気
｣ はいくつもの電柱を経由し建物に送られます。配電盤は送電線
の ｢電気｣ を安全かつ適切な電圧に下げ建物に送る重要な役目を
果たしています。

「電気」や「配電盤」に関する知識は入社後の研
修や毎年開催されている部署別研修があるので安
心して仕事に取り組めます。
チャレンジしたい資格にも受験費用や練習場所、
教材は会社から支給されるのでどんどんスキルア
ップできる環境です。

□

事業所名
フリガナ ダイワデンキサンギョウカブシキガイシャ 認定取得状況

大和電機産業株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2045 その他
新潟県長岡市西陵町221-27

TEＬ 0258-47-4500 ＦAX 0258-47-4455
業種 配電盤　製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 配電盤を設計から製作、検査まで一貫対応する、製品を一から作り上げて提供する配電盤製造メーカーです。
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

91 人 46.8 歳 7 日/年 23 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

主に中越地方の土木・建築など建設業全般に亘り、施工していま
す。道路、河川、砂防、上下水道といった社会資本及びライフラ
インの整備や、災害から地域の人々を守るための整備事業に携わ
り、発注者様、官庁等からの信頼も厚く着実に実績を伸ばしてい
ます。

長年の歴史の中で培った、熟練した技術力と数々
の実績は当社の強みです。研修や技術者同士の意
見交換を通し、更なる技術力向上に努め、地域の
お客様のお役に立てるよう今後も成長していきま
す。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ オオイシグミ 認定取得状況

株式会社　大石組 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-8521 その他
新潟県長岡市南町2丁目4番4号

TEＬ 0258-35-5511 ＦAX 0258-33-1600
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 総合建設業（土木工事業、建築工事業、管工事業、舗装工事業等）

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

300
（会社全体） 人 44 歳 9.5 日/年 20 時間

（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

社員の一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境が、ミクロ技
術研究所の力を最大化します。
“創意自ら道を拓く”の社是のもと、各個人が創造力を発揮し、挑
戦・信頼・礼節・感動を胸に、それぞれの業務に取り組む。
私たちは、お客様の期待を超える満足の実現を通して、情報コミ
ュニケーションの未来に貢献してまいります。

「自分のやりたいことをミクロを利用して実現し
てやる」
そんな気概を持った方こそ、これからのミクロに
必要な人です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャミクロギジュツケンキュウショナガオカジギョウショ 認定取得状況

株式会社ミクロ技術研究所長岡事業所 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1164 その他
新潟県長岡市南陽1-1027-5

TEＬ 0258-89-7396 ＦAX 0258-89-7398
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 タッチパネル、カバーガラスの製造・販売
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

28 人 45 歳 10.2 日/年 4.8 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

わたしたち松井組は長岡市中之島地区で95年目になる総合建設
業の会社です。土木・建築・消パイ・舗装工事を手がけるほか、
除草・除雪・災害対応を行います。設計事務所も併設しておりま
す。地域に根差した経営をモットーとし、「鶏口牛後」の精神で
ひとりひとりの社員の個性を尊重し、社員自ら考えてやりがいを
もって動くことができる環境づくりを行っております。モノづく
りの楽しさ、やりがいは間違いナシの仕事です。

わたしたちの職場は事業所が本社１か所ですので
転勤や残業がありません。そのため、仕事とプラ
イベートのメリハリをつけやすいですし、地域で
長く勤めたい・おちついて自分のペースでキャリ
アアップしたい、という方におススメの職場です。
地域の人に喜んでもらえる仕事です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　マツイグミ 認定取得状況

株式会社　松井組 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 954-0123 その他 長岡市働き方プラスプロジェクト参画
新潟県長岡市猫興野18－43

TEＬ 0258-66-2131 ＦAX 0258-66-5546
業種 総合建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 公共工事を中心に、土木・建築・消パイ・舗装・除雪・災害対応を行う、地域に根差した建設会社です。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

58 人 41 歳 11 日/年 12 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

私たちは建物をつくる時に必要な鉄の骨組みの加工、製造、組立
を行っているモノ創りの企業です。時代のニーズに適した企画力
と技術力でお客様から高い信頼を得ています。最近は、独自の技
術・製品開発に力を入れ特許を取得するなど、高品質なモノ創り
に取り組んでおり、誇りをもって仕事ができます。また社員の働
きやすい環境、働きがいのある職場を目指しています。

明るく前向きの気持ちの方であればどなたでも歓
迎いたします。また建築鉄骨の製作･管理に関わ
る資格および免許などは会社がバックアップし、
継続して計画的な資格取得を図っています。未経
験者も指導育成いたします。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ホクリクセイサクショ 認定取得状況

株式会社　北陸製作所 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0012 その他 にいがた健康経営推進企業
長岡市下々条1-484

TEＬ 0258-24-5478 ＦAX 0258-24-5281
業種 金属製品製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 建築用鉄骨の設計、製作及び組立工事
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

61 人 46 歳 10 日/年 3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

自動車のスイッチに使用されるリレーコイルやカシオＧショッ
ク・オシアナスのモーター駆動コイル等を製造しています。
コイル巻線業界において直径12ミクロン（髪の毛の約４分の
１）の細い銅線まで巻ける技術は他社に負けません。

ヒムグループとして、国内にヒムエレクトロ㈱・新デンシ㈱・帯
広電子㈱の３社があり、250名を超える社員が在籍しています。

人材は財産であるとの考えから、On-JT、Off-
JTを含め、基礎から最新技術まで勉強できる環
境を整え、また、意見闊達な職場づくりを目指し
ているため、社員がやる気になり、結果として会
社と社員が共に成長できる会社です。

□

事業所名
フリガナ シンデンシ カブシキガイシャ 認定取得状況

HIMU-GROUP 新デンシ株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0044 その他
新潟県小千谷市大字坪野853番地　ヒムエレクトロ内

TEＬ 0258-81-2381 ＦAX 0258-84-3996
業種 電子部品製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ （他、小千谷市平沢に工場あり）

事業内容 各種リレーコイル等のコイル巻線

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

約1500 人 41.7 歳 8.2 日/年 7.5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

私たちは、『自らが受けたいと思う医療と福祉の創造』という理
念の実現に向かって日々取り組んでいます。また、「こまやかな
気配り」「やさしい笑顔」「まごころを込めたお付き合い」を大切
にし、お客様によりよい介護が提供できるように職員一丸となっ
て頑張っております。様々な研修制度が充実しており、資格取得
支援制度もあるため、介護が初めてでも働きながら無理なく国家
資格取得が目指せます！

介護が初めてでも充実した研修制度が整っている
ので、毎年多くの高卒の方が入職してくださって
います！働きながら国家資格の取得も可能ですよ。
マンツーマンで先輩職員が教えてくれる制度もあ
るので社会人１年目でも安心して働いていただけ
ます。

□

事業所名
フリガナ シャカイフクシホウジン ナエバフクシカイ 認定取得状況

社会福祉法人　苗場福祉会 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 948-0036 その他
新潟県十日町市川治4525

TEＬ 025-761-7400 ＦAX 025-761-7422
業種 介護福祉 就業場所 所在地に同じ 新潟県内18施設

事業内容 高齢者介護福祉事業
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

208 人 36.4 歳 11 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 7 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

オーエムの工作機械は「航空機」「鉄道」など様々な分野で活躍!!

オーエム製作所は、工作機械メーカーとして、立旋盤をはじめ、
研削盤、専用機械の製造・販売を行っています。
これらは航空機のエンジン部や、鉄道の車輪メンテナンス、エネ
ルギー産業などさまざまな業界で使用されています。

当社の製品は様々な分野で活躍しています。一般
の方が目にすることが難しい最先端の製品、技術
を見ながら、仕事できるというのも魅力のひとつ
です！

□

事業所名
フリガナ カ）オーエムセイサクショ　ナガオカコウジョウ 認定取得状況

株式会社 オーエム製作所 長岡工場 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0014 その他
長岡市北園町2番1号　　　　　　　　https://www.omltd.co.jp/

TEＬ 0258-24-1550 ＦAX 0258-24-2061
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 工作機械の製造・販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

1336 人 43.9 歳 7.3 日/年 2.4 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 97.1 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

年齢層も幅広く、約1340名の職員が在籍。研修制度・福利厚
生等が充実しています。マンツーマンで対応する新人育成、保育
施設の設置など、安心して勤められる環境が整っています。更に、
新潟県介護技術コンテストにおいて、高校卒業後に入職した3名
が最優秀賞をいただくなど、スキルアップできる環境も整ってい
ます。

資格が無くても働くことができます。高卒で入職
した方も多くおり、働きながら国家資格（介護福
祉士）を取得しています。（資格取得支援制度が
あります）

□

事業所名
フリガナ シャカイフクシホウジンナガオカサンコロウジンフクシカイ 認定取得状況

社会福祉法人長岡三古老人福祉会 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0034 その他
新潟県長岡市福住1丁目7番21号

TEＬ 0258-31-2620 ＦAX 0258-31-2612
業種 社会福祉･介護事業 就業場所 所在地に同じ 長岡市

事業内容 長岡市を中心に高齢者福祉・保育・障がい者就労支援の事業等を行っています。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

46 人 45.4 歳 7 日/年 3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 80 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 20 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

「お客様のニーズに答え地域に求められる企業として存在してい
くために」
弊社では土木・設備工事またリサイクル事業などライフライン工
事を主に行っております。地域の皆様の住みよい暮らしを支え、
お客様から求められ末永く愛される企業を作り、地域貢献を通じ
ての全社員の幸福を追求できる企業として存在していくために、
これからもサービス、施工技術の向上に努めてまいります。

・生活に直接的な関わりを持つ仕事は、心を潤す
ということであり、使う人の身になって考え、誠
実にまごころをこめるのが最も大切なことであり
ます。
このようなことに配慮しながら日々精進を行って
います。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　　キタザワコウギョウ 認定取得状況

株式会社　　北澤工業 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0871 その他
長岡市北陽2丁目14番地31

TEＬ 0258-24-7472 ＦAX 0258-24-2398
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 土木工事、ガス・水道工事、空調・衛生・給排水ガス、融雪、ポンプ設備配管、床暖房設備、コージェネレーション施設・設計・施工

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

2037 人 43.9 歳 10.7 日/年 5.2 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 11.5 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

法人設立から約40年、長岡市・燕市・小千谷市で様々な高齢・
障がいサービス、病院等を運営してきました。また首都圏（東京、
埼玉、千葉）においても高齢・障がいサービスを展開しています。
職員はおよそ2,000名、誰にとっても働きやすい職場環境です。

長岡福祉協会は、福祉、介護、医療、教育という
4つの分野と連携しながら、様々な事業を行って
います。その、全ての活動に共通するのは、「自
分や家族、友人が利用したいと思うサービスの提
供」をすることです。

□

事業所名
フリガナ シャカイフクシホウジン　ナガオカフクシキョウカイ 認定取得状況

社会福祉法人　長岡福祉協会 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2135 その他
長岡市深沢町字高寺2278番地8

TEＬ 0258-46-6053 ＦAX 0258-46-6402
業種 医療・福祉サービス 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 中越地区を中心に、高齢者、障害児、障害者対象の施設サービスや医療と多方面にて事業を展開。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

64 人 45.17 歳 11.7 日/年 21.1 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし なし なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、長岡市にサービス拠点を置く、唯一の国産"坑井"専門計
測・メンテナンスサービス会社です。
日本全国の作業フィールドにおいて、最先端技術を用いた坑井用
機器と40年を超える経験・類稀な技術で、日本の資源・エネル
ギー、環境、地震防災等の幅広い分野に地球物理学的なフィール
ドデータとサービスを提供しています。

長岡支店には物理検層等の計測に関する2部門が
集まっており、他に総務課がある。
福利厚生としてJTBベネフィット会員になって
います
住宅として借り上げ社宅制度があります

□

事業所名
フリガナ カブシキカイシヤブツリケイソクコンサルタントナガオカシテン 認定取得状況

株式会社物理計測コンサルタント長岡支店 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0024 その他
長岡市西新町2-4-14

TEＬ 0258-36-5021 ＦAX 0258-34-0343
業種 地質調査業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 石油・ガス井、地熱、温泉井、その他の坑井の検層調査及び土木・建設・鉱業に関する土質・地質調査

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

42 人 42 歳 6.8 日/年 11 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、製材機、木材乾燥機、全自動プレカットマシーンを使用
して、中越地区を中心に一般住宅向けから商業施設、大規模建造
物まで様々な木造建造物へ供給を行って参りました。
また近年は、雪国に多くあるブナ材を利活用する取り組みを産官
学共同で進めており、山間地域の活性化にも貢献しています。

創業100年を迎えるた地元企業です。
人と自然と建物が共生し続ける社会のために、私
たちは安心の住まいづくりと環境の保全を目指し
てまいります。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャシダザイモクテン 認定取得状況

株式会社志田材木店 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0897 その他
長岡市新組町2327番地

TEＬ 0258ー24ー0511 ＦAX 0258ー24ー0611
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 木材製材加工販売／大断面集成材製造・工事／建材・住宅設備機器・合板販売
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

313 人 39.8 歳 16.5 日/年 20.7 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

スマホをはじめ、みなさんの身近な電子製品のなかに必ず入って
いるプリント基板。その基板上に数ミクロンの幅で配線パターン
を形成することができる「露光装置」の分野で当社は世界トップ
クラスのシェアを誇ります。「光」の技術を駆使した最先端装置
をつくり、世界に発信している企業です。

最先端の装置を世界に発信し続ける企業ですが、
「年間休日125日」「リフレッシュ休暇」「FLEX
制度（一部）」「クラブ活動」「各種保険完備」「社
宅（独身寮）制度あり」などなど福利厚生面でも
働きやすい企業です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ アドテックエンジニアリング 認定取得状況

株式会社アドテックエンジニアリング はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940－2311 その他
新潟県長岡市三島新保397番地

TEＬ 0258－42－3111 ＦAX 0258－42－3114
業種 電子デバイス製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 プリント基板用自動露光装置、各種自動化装置の開発、設計、製造、販売、保守

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

30 人 30 歳 6 日/年 11 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

明るく、支えあいの風土があります。スタッフみんなが勉強熱心
で、意見交換をしながらより良い技術・サービスをお客様に提供
できるように努力しています。専門分野を教えられる講師陣もそ
ろっているので、多くの技術を学ぶことができます。入社後はア
カデミーで新人研修からスタート。基本的な心構えから、接客接
遇、コミュニケーション、リーダーシップ等社会人として必要な
スキルを学びます。

シャンプー、カット、パーマ、カラーリングなど
を行う髪のプロフェッショナルを目指します。通
信制美容学校（3年制）で学び、働きながら資格
取得が可能です。スクーリング期間の給与も支給
します。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャテニコ（アメージングヘアー） 認定取得状況

株式会社Tenico（AMAZING HAIR） はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0856 その他
長岡市美沢3-478　ヴァーユワインズガーデン2F202号室

TEＬ 0258-94-4098 ＦAX 0258-94-4099
業種 生活関連サービス業 就業場所 所在地に同じ 長岡市千歳2-9-1他　市内3店舗

事業内容 理容・美容・アイメニュー・エステ



18

校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

43 人 42 歳 11.9 日/年 3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、ファンヒータ・石油ストーブ・石油給湯機・エコキュー
ト・エアコンなどの生産をしている株式会社コロナの100%出
資の関連会社です。現在は、主にファンヒータや電気ヒータなど
に使用する燃焼部品や発熱体（ヒータ）を１人ひとりが機械や装
置を扱い生産し、本社工場に出荷しています。発熱体（ヒータ）
の製品設計や開発においては、独自の技術を保有するオンリーワ
ンの会社です。

当社は、発熱体（ヒータ）の製品設計・開発・製
造、ダイカストマシンによるアルミ成形、工作機
械を駆使した機械加工、塗装、組立など、多様な
製造工程があることから、“モノづくり”の面白さ
と、働くことの楽しさを知ってもらえる“モノづ
くり工場”です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　コロナテクノ 認定取得状況

株式会社　コロナテクノ はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 954-0112 その他
見附市上新田町字大面江東57-2

TEＬ 0258-66-7867 ＦAX 0258-66-7454
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 電熱器具の設計・製造 ダイカスト加工 機械切削加工組立

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

105 人 44.4 歳 8.4 日/年 10.1 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ 県内のみ あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

私たちは創業115年の老舗企業です。老舗という言葉からイメ
ージされる、古い、歴史を重んじる、とは少し違います。どうし
たらもっとお客様に満足してもらえるか？どうしたらもっとみん
なが活き活きと働くことができるか？を常に問い続け、時代の変
化と共に恐れず変化し進化してこれたからこそ、今があるのだと
確信しています。今私たちは第二創業期を迎え、新たな一歩を踏
み出したところです。

私たちはこれまでに、たくさんの風景をカタチに
してきました。決して受け身ではなく、積極的な
「提案型」の営業を展開しています。
常に自分自身にチャレンジできるよう、みんなで
活動しています。

□

事業所名
フリガナ カブシキガシヤ　スミック 認定取得状況

株式会社スミック はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 954-0124 その他
新潟県長岡市中之島3837番地

TEＬ 0258-61-2255 ＦAX 0258-61-2778
業種 卸売業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 新潟県内4拠点

事業内容 新潟県内の建築業者様へ、国内メーカーから仕入れた建築資材を販売している建築資材総合卸売業社です。

遠赤外線用ヒータ製作工程
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

375 人 39 歳 10 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は2022年に長岡市で創立60年を迎える業務用の冷凍食品
の製造メーカーです。
主な商品はハンバーグ、メンチカツ、ハムカツ、餃子、焼売、ウ
インナー等で、原材料から加工し、商品に仕上げて販売していま
す。業務用冷凍食品のパイオニアとして、スーパーのお惣菜、コ
ンビニエンスストア、レストラン、学校給食など多くのお客様と
お取引きさせて頂き、長年にわたり信頼を築いてまいりました。

名前はあまり知られていませんが、実は給食など
で当社製品を食べているかも!?
皆さんの毎日の生活に欠かせない「食」、その食
生活の一旦を担う企業として、400名近くの従
業員が日々「安全・安心」な製品を作るべく、チ
ームワークを発揮しています。

□

事業所名
フリガナ 認定取得状況

株式会社ヤヨイサンフーズ長岡工場 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1194 その他
新潟県長岡市南陽1丁目1027番地1

TEＬ 0258-22-3800 ＦAX 0258-23-2797
業種 食品製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 業務用冷凍食品の製造・販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

48 人 39 歳 9 日/年 15 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

東証１部上場企業「植木組」の100％出資子会社として創業し、
ＪＲ東日本の線路保守工事に始まり、土木、管更生など多方面に
広がりをみせながら順調に日々邁進しています。若手の教育育成
や資格取得にも熱心な企業です。安定した風土の中働きやすい職
場環境を目指しています。

仕事にまじめ、育成にまじめ、遊びもまじめ！
公私共に風通しの良さが自慢です。
全ての人が安心して鉄道を利用できるように、私
たちは日々「鉄道の安心・安全」を守るを心がけ
て仕事に取り組んでいます。

□

事業所名
フリガナ ホクリクシセツコウギョウ 認定取得状況

北陸施設工業㈱ はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2127 その他
長岡市新産1-1-8

TEＬ 0258-46-1211 ＦAX 0258-46-1210
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 鉄道工事（軌道、土木）、一般土木工事、管渠等更生
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

306 人 40 歳 7.9 日/年 17.8 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

お客様と末永くお付合いできる関係を築くため、カーライフに新
しいサービスや価値観を提案し続けていく事が、求められてい
ます。営業、サービス、女性スタッフに一人ひとりが責任を持ち、
役割を超えて連携する『Team  Honda』として『すべてはお
客様の為に』を常に考え行動しています。時代の変化と共にお客
様が求めるもの・かたちで提供し、更に付加価値を与える事に
『Honda Cars』の未来が広がっています。

HondaCarsの使命は、Hondaがつくる『クル
マ』をお客様に届けることです。カーライフパー
トナーとして、進化し続けるクルマを通し人々の
暮らしをより豊かなものにすることを目標にして
います。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ホンダヨンリンハンバイナガオカ 認定取得状況

株式会社　ホンダ四輪販売長岡 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0877 その他 2021年度　健康経営優良法人
新潟県長岡市稲保４丁目５５８番地２

TEＬ 0258-24-1503 ＦAX 0258-24-2041
業種 小売業 就業場所 所在地に同じ

事業内容 自動車ディーラー（新車・中古車販売、自動車整備事業）

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

20 人 32.3 歳 12.6 日/年 3.7 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社の事業内容は、シールラベルの生産・加工です。
私達が作ったラベルが商品に貼り付けられ、店頭に並びます。
ラベルは、その商品がお客様に選ばれるために存在します。
ラベルは、消費者に情報を伝える重要な役割を担っています。
店頭で私達が作ったラベルを見つけた時、やりがいと達成感を感
じることができます。
いつも皆さんの身近にある製品を作っている会社です。

社員は全員未経験での入社です。
お互い様の心を持ってフォローしあえる、仲間思
いの強い会社です。
健康経営や複業推奨など、仕事も私生活も充実で
きる両立支援に取り組んでいます。

□

事業所名
フリガナ コンドウインサツカブシキガイシャ 認定取得状況

コンドウ印刷株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1164 その他
長岡市南陽2-951-12

TEＬ 0258-86-6225 ＦAX 0258-86-6259
業種 印刷業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 シール・ラベルの生産および加工
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

156 人 46 歳 8.5 日/年 1.2 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

長岡市内で、高齢者福祉の事業を行っております。私たちは、
「優しさと信頼との出会い」という理念のもと、地域に開かれた、
地域に愛される、地域に信頼される施設であることを目指してい
ます。地域の福祉ニーズの窓口として、福祉・介護サービスの提
供の場として、これからも地域の期待に応えていきます。

無資格、未経験の方でも、安心して働くことがで
きるように、研修制度や資格取得制度、福利厚生
等の充実に取り組んでいます。また、地域貢献活
動にも力を入れています。

□

事業所名
フリガナ シャカイフクシホウジン　ナガオカフクジュカイ　トクベツヨウゴロウジンホーム　マチダエン 認定取得状況

社会福祉法人長岡福寿会　特別養護老人ホームまちだ園 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1111 その他
新潟県長岡市町田町５４０番地

TEＬ 0258－39－3927 ＦAX 0258－39－3946
業種 福祉・介護 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 介護老人福祉施設／（介護予防）短期入所生活介護／（介護予防）通所介護／（介護予防）認知症対応型
生活介護／居宅介護支援／介護予防・日常生活支援／地域包括支援センター／高齢者センター

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

79 人 37.3 歳 10.8 日/年 1.7 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

株式会社コロナの100％出資のグループ会社です。
「つぎの快適をつくろう！！」をスローガンにグループ企業一丸
となって「お客様に喜んで使って頂ける商品」
を提供しています。
当社では、反射型ポータブル石油ストーブ、電気ストーブ、冷風
機などの製造を担い、部品加工から組立までの一貫生産していま
す。

CORONAの製品は、
全製品がMADE IN NIIGATAです。
石油ストーブの国内シェアは70％で、日本全国、
世界で販売されており、誇りとやりがいが持てる
仕事です。
職場環境も冷暖房完備で快適です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　イママチコロナ 認定取得状況

株式会社　今町コロナ はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 954-0112 その他
新潟県見附市上新田町字上谷内7-7

TEＬ 0258-66-7755 ＦAX 0258-66-7717
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 CORONAブランド製品の製造
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

241 人 43.8 歳 8.5 日/年 8.6 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 33 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

創業77年、当社はゲージや計測機器およびボールねじなどの精
密測定機器や精密機械部品を手掛ける専門メーカーです。当社の
製品は自動車産業をはじめとするものづくり企業の「製品への信
頼」を裏付けための「判断基準」として重要な役割を担っていま
す。平成30年度には経済産業省「地域未来牽引企業」に選定さ
れ、今後も小千谷市の発展、ものづくり産業の発展に貢献してい
きます。

探求心が成長のカギ。一緒に可能性に挑戦しまし
ょう！まずは「健康第一！！」元気でどんどんい
ろんなことにチャレンジできる方、大歓迎！入社
後はマンツーマンリーダーがしっかりフォローす
る新入社員教育やスキルアップのための技能講習
や資格取得を支援します！

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ダイイチソクハンセイサクショ 認定取得状況

株式会社　第一測範製作所 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0044 その他 経済産業省「地域未来牽引企業」
新潟県小千谷市坪野８２６－２

TEＬ 0258-84-3911 ＦAX 0258-81-2113
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 精密測定機器および精密機械部品の製造ならびに販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

65 人 40.5 歳 12.2 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 50 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

私たち田村製作所は、建築の骨組みである鉄骨を加工し現場で建
てる仕事や、重い荷物を運搬するクレーンの販売・メンテナンス
を行っている会社です。私たちの仕事は”建物”という自分で作っ
たものが目に見える仕事。そんな仕事を通して腕を磨き、家族や
友人に誇れる仕事をめざしています。手に職をつけ、知識を身に
つけ、世界に誇れるモノづくりが出来る技術者を育成していきた
いと考えております。

『みんがよくなる｡』が私たちの経営理念です！
私たちは社員の皆さんの意見を取り入れながら
”働きがい”を大切に環境を整備しています。
社員同士のコミュニケーションを図るため、飲食
代を補助する「のものも」なんていう制度もあり
ますよ。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ  タムラセイサクジョ 認定取得状況

株式会社　田村製作所 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2316 その他
新潟県長岡市鳥越２２５５－１

TEＬ 0258-46-5051 ＦAX 0258-47-1373
業種 建築鉄骨加工業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 又は　柏崎事業所（選択可能）

事業内容 建築鉄骨の加工・施工・耐震・改修工事、クレーンの設置工事/メンテナンス等を行っています。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

129 人 50.8 歳 9 日/年 15 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

日本海に面した新潟県において、県下最大規模の工事用船舶を有
し、豊富な経験と最新施工技術を用いて港湾工事に圧倒的な強み
があり、建築、土木工事を含めて県下全域で安定した事業を展開
しております。ほとんどが県内での業務となる為、原則として自
宅から通勤可能です。又、従業員130名体制と風通しの良い社
風で、じっくりと仕事ができ、組織の歯車ではなく軸となり、や
りがいを実感できます。

建設工事を通して地域の皆さんや、工事関係者と
のコミュニケーションをとることにより大きく成
長できる会社です。又社員同士の情報交換や相談
が気軽にでき、先輩社員の親身な指導にも定評が
あります。

□

事業所名
フリガナ カブシキカイシャ　 ナカモトグミ 認定取得状況

株式会社　　中元組 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2502 その他 新潟県健康経営推進企業
新潟県長岡市寺泊松沢町9353番地14

TEＬ 0258-75-3151 ＦAX 0258-75-3727
業種 総合工事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 土木工事業・建築工事業・港湾土木工事業

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

127 人 38 歳 11.5 日/年 30 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

私達エヌ・エス・エス株式会社は工作機械の心臓部にあたる『ス
ピンドル』という金属製の回転部品を製造しています。1000
社近いお客様よりオーダーメイドで注文をいただき、製品は高い
評価を頂いております。当社のスピンドルが搭載された工作機械
によって、スマホのケースや車のエンジン、太陽光パネルや胃カ
メラの先端部品などが作られ、国内外で多くの「ものづくりをサ
ポート」しています。

・ 多くの同業企業がある中で、わが社には誇れる 
技術力があります。

・働き方改革実施中
現在、残業時間の希望制を取り入れ自分のライ
フスタイルに合わせた働き方の実現を目指して
います。

□

事業所名
フリガナ エヌエスエスカブシキガイシャ 認定取得状況

エヌ・エス・エス株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0035 その他 地域未来牽引企業
新潟県小千谷市桜町2379-1

TEＬ 0258-82-2255 ＦAX 0258-82-5382
業種 精密機械器具製造 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 工作機械・産業機械用超精密スピンドル、スピンドルユニットの製造
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

80 人 44.7 歳 14 日/年 閑：20
繁：70 時間

（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 100 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

長岡市内に２校の自動車学校を運営している弊社は、ほぼ全ての
車種を取り扱っております。他にも、各種作業車資格からアーク
溶接やチェーンソー等の講習、最近ではドローン検定講習も始め
ました。教習生には、全国他校よりいち早く導入したスマホアプ
リを利用して頂き、学科教習もオンライン受講を導入しました。
全国視点で成長を続けている弊社は、先駆けとなってデジタル化
運営を目指しています。

弊社は中越地区にて交通に関するルールと運転技
術を学ぶ最初の機会として地域の交通安全水準を
保つ一翼を担っています。
そのため、求められる人柄としては、基本に忠実
な方はもちろん、教習生の性格に沿って指導のア
プローチを切り替えられる柔軟性も求められます。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャチュウエツジドウシャガッコウ 認定取得状況

株式会社中越自動車学校 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1139 その他
新潟県長岡市高島町７８０番地

TEＬ 0258-22-2336 ＦAX
業種 自動車教習所 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 自動車教習、高齢者講習、ドローン検定など

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

58 人 41.5 歳 10.6 日/年 20.3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

ナンバは「お客様から選ばれる会社」を目指し、49年間培った
高い技術力で、人々の暮らしになくてはならない冷凍・冷蔵、空
調、厨房を中心とした設備に携わっています。新潟県を中心に、
関東、東北、北海道にも積極的に事業展開を行っており、スーパ
ーマーケット、コンビニ、飲食店、食品工場などと多数の取引実
績があります。また、地球温暖化防止やSDGsの目標達成に貢
献するための取り組みも積極的に行っています。

資格取得報奨金制度、奨学金返済支援制度、改善
提案活動、育児目的休暇、インフルエンザ予防接
種会社負担、入社当日からの有給付与など、ナン
バでは、社員が働きやすく、安心して仕事に専念
できるよう、様々な制度を設けています。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ナンバ 認定取得状況

株式会社ナンバ はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2311 その他
長岡市三島新保633番地1

TEＬ 0258-42-2211 ＦAX 0258-42-2089
業種 設備工事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 ナンバは、冷凍・冷蔵、空調、厨房を中心とした、設備の設計・施工・メンテナンスを行う設備工事会社です。
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

14 人 歳 日/年 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

「住まいの機器の専門店」として、水回りの機器（キッチンやバ
スルーム、トイレや洗面台など）の販売を中心に、取付や修理
などのアフターフォローからリフォーム工事の取りまとめなど、
『創意と工夫と真心でお客様のお役にたとう』をモットーに社員
一丸となって日々頑張っています。

仕事に必要な各種資格取得は仕事をしながら取得
でき、助成制度もあります。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャクサノショウテン 認定取得状況

株式会社草野商店 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0051 その他
小千谷市三仏生３５４７－１

TEＬ 0258-83-2336 ＦAX 0258-83-4680
業種 卸売業，管工事業，電気工事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 住宅機器の販売、設置及びアフター工事。一般住宅や工場等電気設備工事

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

31 人 51.9 歳 11.8 日/年 6.7 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 100 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、民間や国・県・市などから土木工事、建築工事を受注
し施工しています。技術と経営に優れた会社を目指し、3D測量
機器やICT建機などを使用したICT施工にチャレンジしています。
また、社員にとって働きやすい環境であるよう、完全週休2日制
や退職金制度の見直しなど、福利厚生に力を入れています。

これからの建設業に興味のある方、また興味のな
い方も、ぜひ話を聞きにきてください。質問も大
歓迎です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ タダグミ 認定取得状況

株式会社　多田組 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0137 その他
新潟県長岡市平2丁目1番15号

TEＬ 0258-52-2555 ＦAX 0258-52-3565
業種 総合建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 土木・建築・管工事等の設計・施工（建築設計事務所併設）及び不動産業、製材業
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

73 人 45.8 歳 6 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

長岡駅前の中核施設として1981年の開業以来40年の歴史を持
ち、2016年には国内外134店舗の横浜ブリーズベイホテルグ
ループに加入。宿泊施設や宴会場、レストランのほか、チャペル、
美容室や衣裳室、写真スタジオなどを備えたシティホテルとして
県内外の皆様に愛されています。特に料理には定評があり、和食
料理長が令和２年度「にいがたの名工」に選ばれるなど、文化や
情報の発信地としても地域の一翼を担っています。

ホテルの中には様々な仕事があり様々な職種の人
が働いています。各セクションがプロフェッショ
ナルとしてチームワーク良く連携を取り、サービ
ス産業の代表として皆様に愛されるホテルを運営
しています。

□

事業所名
フリガナ ナガオカトシホテルシサンホユウカブシキガイシャ 認定取得状況

長岡都市ホテル資産保有株式会社（長岡グランドホテル） はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0066 その他
長岡市東坂之上町1-2-1

TEＬ 0258-33-2111 ＦAX 0258-33-2106
業種 サービス業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 宿泊、宴会、レストランサービスを主体としたホテル運営

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

409 人 40 歳 6 日/年 6 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

渡辺リネンは、新潟県内および首都圏のホテルや病院で使用され
るタオルやシーツ、枕カバーなどのリネン品をクリーニングし、
お客様にレンタルしています。クリーニングといっても、機械に
セットするとアイロンとたたみ作業をしてくれるので、特別な技
術や知識は必要ありません。

入社時研修はもちろん、各人の目標・キャリアア
ップを実現するため、さまざまな研修を取り入れ、
人材育成に力を入れています。また、歳の近いス
タッフも多いので、安心して働くことができます。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ワタナベリネン 認定取得状況

株式会社　渡辺リネン はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2126 その他
長岡市西津町3806-1

TEＬ 0258-27-5422 ＦAX 0258-28-2515
業種 クリーニング業 就業場所 所在地に同じ 長岡市（高見町・上前島）

事業内容 ①ホテル・旅館の寝具類のクリーニング　②食品工場やレストランのユニフォームのクリーニング
③病院・福祉施設の寝具類や白衣等のクリーニング
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

120 人 36.9 歳 6.7 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 100 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は工業用ミシンの世界トップメーカーであるＪＵＫＩの子会
社です。工業用ミシン刃物の種類と出荷量では世界一の企業です。
創業は100年以上で、この間多くのお取引先様から信頼を得て
まいりました。社員の50％以上が国家技能士の有資格者でモノ
づくり集団として新たな技術にもチャレンジをしております。ま
た、時間をかけて育成した技術者が長く安心して働けるよう、給
与体系の改正や手当の見直しなどを行っております。

お花見や日帰りバス旅行、バーベキュー大会、キ
ャンプなどの社員同士が交流する楽しいイベント
がたくさんあります♪自由参加です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　スズタミセイミツコウギョウショ 認定取得状況

株式会社鈴民精密工業所 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 959-0161 その他
新潟県長岡市寺泊竹森字二ツ塚1411番地

TEＬ 0256-97-2145 ＦAX 0256-98-5483
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 金属部品加工（工業用ミシン部品製造）及び一般精密部品製造販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

47 人 46 歳 7.5 日/年 4 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

弊社は、「会社の存在」と「社員・家族の幸せ」を従業員全員で
考えています。人件費削減が経営課題だと言われますが、「人の
幸せ」を考えた場合、人件費削減がいいとは思えません。幸せに
なるためには収入を増やす、つまりは人件費を増やすことが目的
そのものなので、利益を上げていくために仕事に対する姿勢や考
え方を皆で考えています。そして、従業員が協力し合って仕事を
し、お客様から選ばれ続ける会社を目指しています。

令和２年度の売上額は、コロナ禍以前の１年と比
較すると約15％減少しましたが、利益額は黒字
を達成しました。売上減の要因の１つは、県外で
の電気設備メンテナンスを全てお断りしたことで
す。弊社は、従業員の健康を第一に考えています。

□

事業所名
フリガナ エンドウデンキカブシキガイシャ 認定取得状況

遠藤電機株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0024 その他
長岡市西新町２丁目３番40号

TEＬ 0258-36-4423 ＦAX 0258-32-4091
業種 製造業、電気工事業、電気機器卸売業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 機械自動制御盤の設計・製造、電気設備工事、電設資材の販売
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

222 人 40.9 歳 11.1 日/年 28.2 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

文化的な生活には上下水道による水の供給・排水は欠かせません。
都市を人体に例えると、水は血液。上水道は動脈、下水道は静脈
と言えます。血液を循環させる「心臓」はポンプそのものです。
コンクリートに覆われた現代社会はゲリラ豪雨などの水害から都
市を守る為、治水対策としての排水設備が必要です。昱工業はポ
ンプ技術で水をコントロールし、都市を守っている会社です。

私たちの仕事は建設業というカテゴリーの中の
「設備工事業」となります。日立製作所の特約店
として、日立グループと共に歩み続け55年の歴
史と実績を重ね、県内トップクラスの設備工事会
社となりました。これからも都市を活かし、都市
を守る会社で在り続けます。

□

事業所名
フリガナ アキラコウギョウ（カ ナガオカシテン 認定取得状況

アキラ工業株式会社　長岡支店 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2117 その他 にいがた健康経営推進企業 地域未来牽引企業
長岡市石動南町40-5

TEＬ 0258-47-2311 ＦAX 0258-47-2300
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 上下水道、治水・農業楊排水、空調・衛生設備のエンジニアリング・施工・維持管理業務、遠隔監視事業他

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

105 人 42.2 歳 7 日/年 2 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

『what is it?』（なにかを探す旅に出よう！）をモットーに介
護サービスのみならず、教育事業・物販・営業企画などの多様な
コンテンツを持ちながら、「高齢者に優しいまちづくり」は「み
んなに優しいまちづくり」であるというコンセプトのもと事業展
開を行っています。「めっちゃん」という会社のイメージキャラ
クターも存在し、イベントを中心とした事業には一緒に活躍して
くれています。

社内研修、資格取得体制が充実していますので、
安心して働ける環境があります。実際に、高卒で
入社し現場の第一線で活躍されている方もいらっ
しゃいます！！

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　タイヨウメディケアサービス 認定取得状況

株式会社 太陽メディケアサービス はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940－0082 その他
新潟県長岡市千歳3丁目2番35号

TEＬ 0258－86－8966 ＦAX 0258－37－9955
業種 医療/福祉 就業場所 所在地に同じ 長岡市内3施設

事業内容 「医療・介護」の
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

98 人 37 歳 14 日/年 25 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 50 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

実は身近な大森機械工業・・・スーパー・コンビニ・ドラッグス
トア-で見かける商品を思い浮かべてください。ほとんどの商品
が包装されて陳列されています。当社はいろんな商品を自動で包
装する機械を設計・製造・販売する機械メーカーです。食品・医
薬品などの幅広い分野の包装に関わっているため、自分が携わっ
た機械で包装された商品を目にする時、達成感や喜びが湧いてき
ます。

大森機械工業の特徴は【安定性】です。会社設立
以来60年以上ずーっと黒字経営を続けています。
包装業界を牽引している業界トップの企業です。

□

事業所名
フリガナ オオモリキカイコウギョウナガオカコウジョウ 認定取得状況

大森機械工業株式会社長岡工場 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2045 その他
長岡市西陵町2674-6

TEＬ 0258-46-8100 ＦAX 0258-21-4181
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 自動包装機械並びに関連するシステム機器の設計・製造・販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

887 人 41.2 歳 12.2 日/年 12 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

国産米100％使用の美味しさにこだわる岩塚製菓。老若男女問
わず楽しんでいただける”人々が笑顔になる米菓”を社員一同誇り
をもって商品をお届けしております。岩塚製菓の魅力は何といっ
ても人の温かさ。地域密着企業というように、主要工場や本社の
拠点である長岡市を中心とした地域貢献を大切にしております。
また社員同士プライベートでも仲が良い人も多く、メリハリをつ
けて仕事に取組んでいるため、長く働ける会社です。

岩塚製菓の社員は、とにかく明るく前向きな方が
多いです。一人一人が丹精を込めて作った米菓を
ぜひ知っていただきまして、地元にこんなに美味
しい米菓があるんだ、温かい企業があるんだ、と
思っていただけましたら幸いです。当日お会いで
きるのを楽しみにしております！

□

事業所名
フリガナ イワツカセイカカブシキガイシャ 認定取得状況

岩塚製菓株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業 〇

所在地
（本社）

〒 949-5414 その他
新潟県長岡市飯塚2958番地

TEＬ 0258-92-4111 ＦAX 0258-92-6060
業種 米菓製造業 就業場所 所在地に同じ 岩塚製菓（株）沢下条工場・飯塚工場

事業内容 米菓の製造・販売
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

47 人 43 歳 10 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

創業75年、令和に入って若手経営者へ世代交代した老舗企業で
す。学校・病院・店舗・工場・福祉施設など私たちのごく身近な
建物の電気工事に携わるこの仕事は、郷土への地域貢献に直結。
「建築物に命を吹き込む」という大役を使命としています。全社
員中、約30％が10～20代の社員！安心の教育制度の下、若手
大活躍中です。豊富な技術力で社会の安全の確保に最善を尽くし
ています。

働き方改革・健康経営・IT化を益々推進してお
ります。チーム力も当然のことながら、当社は特
に「個の力」＋「若い力」を重視した風土づくり
に取り組んでいます。中小企業ならではのやりが
い・楽しさ・成長機会・家族主義がここにありま
す！

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャリョウデンシャ 認定取得状況

株式会社良電社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0051 その他
新潟県長岡市西神田町１－５－１

TEＬ 0258-35-7001 ＦAX 0258-37-2334
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 電気設備工事・空調設備工事

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

141 人 43.4 歳 10.9 日/年 8.4 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

弊社は、「環境と人にやさしい技術への貢献」を企業理念に掲げ
ています。アルミ電解コンデンサの世界シェア№1である日本ケ
ミコン株式会社（東証1部上場）の出資比率100％の子会社で
す。有休休暇、福利厚生、人事制度等、ケミコングループ内で統
一している為、充実した職場環境です。ドライブレコーダー用の
カメラモジュールや、蓄電デバイスである電気二重層キャパシタ
のモジュールを生産しています。

ケミコン長岡では、県内でいち早く生産現場に協
働ロボットを導入した会社です！生産設備も、自
分たちで設計・創造しています。日々「ものづく
り」において新しいアイディアを取り入れている
企業です。人のすぐ隣でロボットが一緒に働いて
いる様子は非常に近代的で新鮮です。

□

事業所名
フリガナ ケミコンナガオカカブシキカイシャ 認定取得状況

ケミコン長岡株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2127 その他
新潟県長岡市新産3丁目4番地12

TEＬ 0258-46-2244 ＦAX 0258-46-9535
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 カメラモジュールの設計開発及び製造、車載用蓄電デバイスモジュールの製造。
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

36 人 49.5 歳 12.5 日/年 6.4 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 100 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

弊社は受注施工を主体とした総合建設業です。建築は学校や庁舎
などの公共施設や民間工場の新築・改修工事を、土木は地域住民
の生活の基盤となる道路や河川の工事、災害から地域や住民を守
る設備・施設等の施工を数多く、幅広く手掛けています。また
冬期間は国・県道の道路除雪も長年担当をさせて頂いておりま
す。社業である社会資本の整備を通じて地域社会に貢献を続けて
100年を超える、歴史ある地域密着型の中堅中核企業です。

弊社は地元小千谷ではよく目にする。誰でも知っ
ている建物や土木施設を多く施工しており、社員
はみんな周りに胸を張って自慢できる仕事に従事
しています。地域の活性化には地元建設業の元気
と若い力が必要です。建設業で大きな物造りの感
動・高揚感・充実感を味わってみませんか！

□

事業所名
フリガナ コスギドケンコウギョウカブシキカイシャ 認定取得状況

小杉土建工業株式会社 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0004 その他
小千谷市東栄３丁目４番５号

TEＬ 0258－83－2511 ＦAX 0258－82－6199
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 会社近郊の工事事務所

事業内容 土木・建築工事の受注施工を主体とした総合建設業

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

50 人 42 歳 7 日/年 13 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

生活に欠かせないペットボトルをつくる工作機械の部品や、スマ
ホやテレビに使われている有機EL、電車の心臓部分である床下
部品など様々なものづくりを通して、みなさんの生活を支えるお
手伝いをしています。製造業というと力仕事がメイン、専門職だ
から難しそう・・・というイメージがあるかもしれませんが、当
社には最新の設備を揃えたきれいな工場と、初心者の方でも丁寧
に学んでいける環境が整っています。

ものづくりが好き！という気持ちから、未経験で
入社した先輩も多くいます。日本一の職人にな
る・誰にも負けない技術を身に付けるなど明確な
目標を持つことで、社員全員が常に挑戦する気持
ちを忘れずに自分の才能を伸ばし、仕事にやりが
いと楽しさを感じながら取り組んでいます。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ナンバセイサクショ 認定取得状況

株式会社　難波製作所 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2053 その他
長岡市福道町字前田804番地

TEＬ 0258-27-5161 ＦAX 0258-29-2326
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 産業用機械・鉄道車両・半導体製造装置等の小型・中型部品の金属加工を行っています。
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

874 人 47.34 歳 12.03 日/年 6.63 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 8.33 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

「安心して食べられる食品を作り、社会に役立つ企業となる」こ
とを目指し、保存料等無添加と美味しさにこだわっています。
日本人にとって馴染み深い餅や鏡餅、せんべい、あられの他、便
利なパックご飯、中華麺や学校給食のソフト麺など、幅広い食品
を製造しています。製造に関係する機械設備や製造ラインそのも
のも自社で開発・製作しており、食品から機械まで幅広く携わる
ことができる会社です。

弊社では幅広い食品を製造しておりますが、工場
によって製造している商品が違い、製造に関わる
作業は機械整備も含め、幅広く存在します。また、
仕事の忙しさも季節によって変わります。製造に
は地味なイメージがあるかもしれませんが、奥が
深く、やりがいが詰まっています。

□

事業所名
フリガナ エチゴセイカカブシキガイシャ 認定取得状況

越後製菓株式会社 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-8622 その他
新潟県長岡市呉服町1-4-5

TEＬ 0258-32-2358 ＦAX 0258-36-7005
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 長岡市、小千谷市、十日町市の各工場

事業内容 食料品（餅、米菓、米飯、麺類等）の製造、販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

250 人 36.7 歳 10.4 日/年 10.4 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

太陽工機は、「研削盤」という金属を加工する機械のメーカーで
す。私たちのつくる研削盤とは、金属部品を精密加工する機械で
す。人間の背丈よりも大きな機械ですが、食品用ラップの厚さよ
りも細かい精度での加工が可能で、自動車をはじめとした様々な
製品の安全性や耐久性、動作の静かさなどを向上させることがで
きます。当社では、こうした機械の製造をすべて長岡の本社工場
で行い、世界中のお客様へご提供しています。

太陽工機の社名を聞いたことがある方は少ないか
もしれませんが、実は世界中のメーカーの生産を
支える仕事をしている会社です。年3回の長期休
暇や各種手当など、働きやすくプライベートとも
両立しやすい環境の整備にも努めています。
ぜひブースで説明を聞いていってください。

□

事業所名
フリガナ カブシキカイシャタイヨウコウキ 認定取得状況

株式会社太陽工機 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2045 その他
長岡市西陵町221-35

TEＬ 0258-42-8808 ＦAX 0258-42-8810
業種 機械製造業（工作機械） 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 各種研削盤（工作機械）の開発、設計、製造、販売、アフターサービス
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

189 人 46 歳 9 日/年 4 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 16 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

職員同士の絆、ご利用者との絆、地域の皆様との絆をさらに深め
ていきたい。そして、人生の先輩として生きてこられたご利用者
一人ひとりの思いを大切に受け止め、互いの気持ちが通う、そん
な支援の実践を目指しています。人と人との繋がりはまずは笑顔
でのあいさつ。そこから始まる出会いと絆を大切に、日々ご利用
者に寄り添う支援を実践しています。

生活環境の変化があっても、仕事を続けていける
よう“おたがいさま”の合言葉のもと、協力しあい
仕事に取り組んでいます。育児休暇取得実績は女
性職員が100％、男性職員も取得の実績があり
ます。大規模な法人ではありませんが、アットホ
ームな雰囲気の職場です。

□

事業所名
フリガナ シャカイフクシホウジン　ナガオカヒガシヤマフクシカイ 認定取得状況

社会福祉法人　長岡東山福祉会 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん 〇
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0803 その他
新潟県長岡市加津保町１６９５番地２

TEＬ 0258－44－8338 ＦAX 0258－44－7255
業種 介護・福祉 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 介護福祉施設の運営

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

103 人 39 歳 10 日/年 7 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 20 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は1955年に創業し多くのユーザー様の要求に応え続ける
中で技術力を磨いてきました。当社で製造する機械は旋盤という
機械で精密部品を加工するために世界のたくさんの国に輸出され
ている。
当社の機械で加工された部品は自動車やパソコン、カメラなど私
たちの身近なものに使用されています。普段は目にすることがな
い機械ですが私たちの生活を豊かにするために役立っています。

「お客様に喜んでいただける製品づくり」を理念
に営業・技術・製造・アフターサービスの各部門
が連携し分析・検討を重ねることでより信頼性の
高い製品づくりを行っています。新たないニーズ
に対応する技術力で、これからも精密加工分野に
おけるトップ企業を目指します。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　タカハシキカイ 認定取得状況

株式会社　タカハシキカイ はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-8506 その他
小千谷市大字山谷字新保4－11

TEＬ 0258-82-4315 ＦAX 0258-83-2202
業種 機械器具製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 小千谷工場、長岡工場

事業内容 工作機械（NC旋盤）および周辺装置の製造・販売
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

429 人 41 歳 8 日/年 13 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

藤田金屬（株）は新潟市に本社を置き、鉄鋼を卸売りしている鉄鋼
専門商社です。東日本一帯に10県21拠点に事業を展開し今年
で創業130年を迎えました。当社は自動車や家電製品、ビルな
どモノづくりまちづくりをしている会社に鉄を販売している会社
です。ただ鉄を販売しているだけではなく、モノづくりしやすい
大きさに鉄を切断する加工設備も持っています。鉄という材料を
供給することでモノづくりを支えています。

社名に「金屬」と入っていますので、何か金屬の
製品を作っていると思われがちですが、鉄を販売
している会社です。製造業と何が違うの？と思わ
れた方はぜひブースに来て会社説明をお聞きくだ
さい！

□

事業所名
フリガナ フジタキンゾク　カブシキガイシャ 認定取得状況

藤田金屬株式会社 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん 〇
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-8588 その他 健康優良企業認定
新潟県新潟市中央区八千代一丁目7番20号

TEＬ 025-245-6666 ＦAX 025-241-6274
業種 鉄鋼卸売業 就業場所 所在地に同じ 新潟県内事業所（長岡・県央地区）

事業内容 各種鋼材の販売・加工、土木・建築用重量・軽量仮設材のレンタル、各種設計・施工

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

130 人 49 歳 10.7 日/年 5.3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

㈱JVCケンウッドグループの国内生産拠点として、主に血液分
析装置等の医療機器・高精細医用画像表示用ディスプレイの製造
をメインとしたヘルスケア事業と、車両搭載基板を中心とした電
子基板製造（EMS事業）の2種類の事業を柱として、どちらも
人の命に関わる製品を扱う会社として社会の発展に貢献していま
す。

入社後の作業内容については、各種研修及び先輩
社員の指導により、基本から一つ一つ丁寧に指導
しますので、未経験の方でも安心して働ける職場
です。また本人の能力と成果に応じて評価される
やりがいのある企業です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャジェイブイシーケンウッドナガオカ 認定取得状況

株式会社JVCケンウッド長岡 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0006 その他
新潟県長岡市東高見1丁目2番地1

TEＬ （0258）24-6611 ＦAX （0258）24-7054
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 医療機器・医用画像表示用ディスプレイの製造及びアフターサービス。車載基板を中心としたEMS事業（電子機器）
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

528 人 41 歳 8.5 日/年 28.9 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 18 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、東京に本社を置き、秋田・山形・新潟の3県において三
菱ふそうが製造したトラック・バスの販売及び修理を行う自動車
販売会社です。当該3県におけるいわゆる『正規ディーラー』で
す。私達の会社は、人と人とのつながりを大事にしています。ト
ラックやバスの販売・修理を通じてお客様との親密な関係を作る
ことが大切だと考え、そのために社員の教育に力をいれると共に
働きやすさを見据えた福利厚生を充実させています。

トラックは日本の物流の９割を担い、私たちの生
活を支える上で重要な存在です。そしてトラック
輸送を整備によってサポートする大型メカニック
は、社会的にとても意義がある仕事です！

□

事業所名
フリガナ タイヘイコウギョウ（カ）ナガオカシテン 認定取得状況

太平興業株式会社長岡支店 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0012 その他
長岡市下々条2－1355

TEＬ 0258-24-2121 ＦAX 0258-24-2126
業種 自動車修理販売業 就業場所 所在地に同じ

事業内容 三菱ふそうトラック・バス（株）製のトラックやバスの販売及び修理

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

952 人 44.2 歳 13 日/年 9.1 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

自動車、スマートフォン、家電製品に使用される電子部品やカー
ナビ・カーオーディオ等を手掛けるメーカーです。パソコン用マ
ウス等、日本・世界初の製品を生み出してきました。
 <現在の製品例>・エアコン等に搭載されている「温湿度センサ」
・カーナビ/スマートフォンの「タッチパネル」
・５G用海底ケーブル等に使用される「高速光通信用レンズ」
より快適で豊かな暮らしのために、新規開発を進めています！

求める人物像として「失敗を恐れず、積極的にチ
ャレンジできる方」を掲げており、若手でも大き
な仕事・新しい仕事に挑戦できる風土がありま
す！

□

事業所名
フリガナ アルプスアルパインカブシキガイシャ 認定取得状況

アルプスアルパイン株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業 〇

所在地
（本社）

〒 940-8572 その他
新潟県長岡市東高見1丁目3番地5

TEＬ 0258（24）4111 ＦAX 0258（24）4110
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 電子部品／車載情報通信機器の製造・開発・販売
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

101 人 42.8 歳 9.5 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

北越トラストは舗装工事を中心に土木工事等を請負う建設業です。
重機はもちろん、自社でアスファルト合材工場も所有し、長年培
ってきた技術・ノウハウと共にハードとソフトを融合させた一貫
システムが当社の強みです。生活や産業の基盤である道路インフ
ラを支え、公共性が高く地域貢献を実感できる事業を展開してお
ります。また、除雪・排雪により冬場の交通を支えるほか、地震
等大規模災害時には地域の復興へ貢献できる企業です。

当社はＳＤＧｓ宣言を行い、持続可能な開発目標
に積極的に取り組んでいます。公共性の高い道路
インフラの維持管理の他、自社プラントでアスフ
ァルトの再利用を実践しています。新たにカーボ
ンオフセットという森林保護活動にも参加し、自
然環境にやさしい活動を推進していきます。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ ホクエツトラスト 認定取得状況

株式会社　北越トラスト はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0013 その他 にいがた健康経営推進企業
小千谷市大字上片貝７６番地１

TEＬ 0258-82-2634 ＦAX 0258-83-2802
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 舗装工事・土木工事・アスファルト合材製造販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

200 人 43.3 歳 5 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

工場では製造機械を使って、ごはんパックや冷凍白玉などを製造
します。入社後は、先輩社員が丁寧に教えますので、安心して作
業を覚えることができます。においが少なく働きやすい環境です。
お昼ごはんには自分たちで製造したごはんパックを食べ放題です。
また、スーパー特製のお弁当を注文することができ、お弁当の心
配もありません。どの職場も転勤がなく、同じところで長く勤め
ることができます。

どの仕事も入社後は先輩社員が丁寧に教えますの
で、安心して仕事を覚えられます。食品工場の隣
には小千谷自動車学校があり、仕事をしながら免
許を取ることができます。ごはんパックは売り上
げも増えていて、2022年初めには新しい製造ラ
インができる予定です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　タカノ 認定取得状況

株式会社　たかの はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0052 その他 地域未来牽引企業
新潟県小千谷市大字千谷甲2837-1

TEＬ 0258-82-6500 ＦAX 0258-82-6620
業種 食品製造 就業場所 ✓ 所在地に同じ たかのスーパー、小千谷カントリークラブ

事業内容 ごはんパックや冷凍白玉などの食品製造業、販売・小売業（食品スーパー）・レストラン事業
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

125 人 46.5 歳 12.5 日/年 1.9 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

ご利用者様が住み慣れた地域で笑顔で過ごせるようお手伝いをさ
せて頂く、それが私たちの役目です！
①介護未経験でも安心な研修制度
②スキルアップ支援制度あり！
③ご利用者も職員も大切に。当法人のモットーです！
④就職支援金を支給します！

『人が真ん中』を理念に「特別養護老人ホームや
すらぎの里」をはじめ、デイサービスなどを出雲
崎町で運営しています。地元に根差した社会福祉
活動を展開し、身近な福祉・介護のプロフェッシ
ョナル集団として地域貢献に努めています。

□

事業所名
フリガナ シャカイフクシホウジン　チュウエツロウジンフクシキョウカイ 認定取得状況

社会福祉法人　中越老人福祉協会 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 949-4353 その他
新潟県三島郡出雲崎町大字川西660番地1

TEＬ 0258-78-3311 ＦAX 0258-78-3124 HP http://chuetsu-roufukukyo.com
業種 福祉・介護 就業場所 ✓ 所在地に同じ 出雲崎町内4施設

事業内容 出雲崎町を中心拠点に、介護サービス等の社会福祉事業を展開している社会福祉法人です。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

68 人 38 歳 9.1 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

創業から70年以上、電気の安定供給を支え続けている会社です。
　例えば、　・発電所の設備をつくる。点検する。
　　　　　　・鉄塔を建てる。管理する。
　　　　　　・公共施設や道路、トンネルの照明を設置する。
　　　　　　・光ケーブルなど通信設備を整える。
電気が生まれてから使用されるまで、全ての過程に携わる仕事を
しています。　

送電部、発変電部、一般内線部の３部門でイン
フラを支え、電力会社と公官庁からの受注が9割。
転勤なし、地元、長岡で安心して末永く勤め続け
ることができます。

□

事業所名
フリガナ オオハラデンギョウカブシキガイシャ 認定取得状況

大原電業株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0013 その他 健康経営優良法人2021認定
新潟県長岡市原町２丁目２番地２５

TEＬ 0258-24-3600 ＦAX 0258-24-3777
業種 電気工事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 『電気』が生まれ街を灯すその瞬間まで。ライフラインを守り、電気の安定供給を支える技術集団。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

74 人 41 歳 11.8 日/年 10.5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

世界中の人たちが日常使っているスマートフォン。当社が手掛け
る装置と技術が無ければ手にしていないかもしれません。当社が
販売した機械装置でスマホ・パソコンが世界中で日夜作られてい
ます。
当社の新しい技術が最新のスマホに命を吹き込み、世界中の人々
へ笑顔を届ける一端を担っています。

今後も新しい技術を取り入れ、努力を維持するた
めには、若い技術者の柔軟性と情報収集力が必要
不可欠。当社が『若き集団』としてさらなる実力
を発揮するため、日々邁進しております。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　フジキコウ　オヂヤコウジョウ 認定取得状況

株式会社　フジ機工　小千谷工場 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 332-0004 その他
埼玉県川口市領家3-24-11

TEＬ 048-224-5177 ＦAX 048-225-2695
業種 製造業 就業場所 所在地に同じ 小千谷工場（小千谷市大字ひ生）

事業内容 プリント基板生産設備装置の設計・製作・販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

53 人 50 歳 5 日/年 3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

弊社は経済環境の変化に対応できる企業を常に目指しています。
高い能力への意欲と倫理感に富んだ社員の養成に努め、顧客様重
視のスタンスを企業活動の原点として、製品づくりを行っていま
す。
また、本社は長岡駅から徒歩5分の長岡市中心地にあり、社員に
は社用車を貸与、現場への直行直帰ができるようにしています。

若い力が業界をまた会社を盛り上げてくれると考
えています。建設業というモノづくりの世界へ興
味のある方は是非、お声がけください。

□

事業所名
フリガナ カ）ヤマザキグミ 認定取得状況

株式会社 山﨑組 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0064 その他
新潟県長岡市殿町1丁目5番地6

TEＬ 0258-35-7131 ＦAX 0258-34-6741
業種 総合建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 土木構造物の設計、施工。建築物の設計、施工及び付帯サービス。新潟県ハッピーパートナー企業として、仕事
と家庭が両立できる職場づくりに取り組んでいます。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

181 人 48.9 歳 11.4 日/年 15.7 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

信頼される高い技術力を誇る総合建設会社です。当社ではさまざ
まな社員が各現場にて働いています。現場では建物や道、堤防な
どの建設物を多くの人と協力しながらつくりあげております。皆
思うことはひとつ、建設を通して人々の生活を支えたい。”いい
仕事を未来へ”　残すため、今日も誠意をもって働いております。
【当社施工実績】 ながおか花火館、アオーレ長岡、南越路スマー

トインターチェンジ　等

中越興業では高校を卒業して就職した若い社員が
何人も働いています。年間休日122日や、充実
した福利厚生で社員が働きやすい環境を維持して
おり、建設業では必ず必要となる”資格”について
も取得支援を行うなどサポート体制もしっかりと
しています。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　チュウエツコウギョウ 認定取得状況

株式会社中越興業 はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2186 その他
長岡市喜多町1078番地1

TEＬ 0258-27-0711 ＦAX 0258-29-2029
業種 総合建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 土木・建築工事、建設骨材の生産販売。「道の駅長岡花火館」や「アオーレ長岡」を施工した会社です。
社員の約半数は施工管理の仕事を行っております。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

160 人 38.2 歳 9.5 日/年 24.4 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 6.6 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

KSSの主力商品は「ミニチュアボールねじ」。一般的にはあま
りなじみがありませんが、「半導体、スマホやタブレット」など
の製造装置や検査装置、「人型ロボット、医療機器、航空宇宙分
野」など様々な用途に使用されています。
マイクロメートル単位で造られる特殊な技術により高い精度を実
現、同分野でトップクラスのシェアを誇ります。

精密機器という専門分野ですが、専門知識は入社
してから身に付けていただくので心配いりません。
チャレンジ精神と行動力で、前向きに仕事に取組
んでいる社員が大勢います。クラブ活動を通じて
上司と部下で分け隔てなくコミュニケーションが
取れることも当社の特徴です。

□

事業所名
フリガナ ケーエスエスカブシキガイシャ オヂヤコウジョウ 認定取得状況

ケーエスエス株式会社　小千谷工場 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 147-0043 その他
新潟県小千谷市大字山谷字新保4-14

TEＬ 0258-82-5577 ＦAX 0258-82-5575
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 直動部品・機械要素部品及びユニット製品の開発・製造・販売
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

1882 人 40.3 歳 9.4 日/年 8.2 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 2 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 99 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

立川メディカルセンターは、急性期医療を担う立川総合病院、回
復期・慢性期・リハビリ・介護を担う悠遊健康村病院群、精神医
療を中心とした柏崎厚生病院群、さらに人工透析を行う腎センタ
ーと予防医療を中心とした総合健診センターを立川綜合病院内に
有している、医療・介護・福祉事業を展開する複合グループです。
地域医療の中核として多方面から地域の方々の健康な暮らしを支
えています。

患者さん一人ひとりに満足していただける医療・
福祉・介護の実現を目指して職員一丸となって取
り組んでおります。大きな法人ですが、職員間の
コミュニケーションがしっかり取れており、明る
く雰囲気の良い環境です。

□

事業所名
フリガナ イリョウホウジン　タチカワメディカルセンター 認定取得状況

医療法人　立川メディカルセンター はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-8621 その他
新潟県長岡市旭岡1丁目24番地

TEＬ 0258－33－3111 ＦAX 0258－33－8811
業種 医療業 就業場所 所在地に同じ 悠遊健康村病院、柏崎厚生病院

事業内容 病院、透析センター、健診センター、介護・障害施設、居宅介護支援、訪問看護ステーション、看護学校の運営

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

45 人 41 歳 11.2 日/年 3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

弊社で製造販売している、「でんぷん」、「加工でん粉」、「米粉」
などはあまりなじみがない物かもしれませんが、お菓子やパン、
麺、冷凍食品などの加工食品の素材原料として全国の加工食品
メーカー、外食産業などでご利用いただいています。その中でも
「米でんぷん」は国産品でトップシェアになっています。職場で
は高校卒業間もない若手から60代のベテランまで幅広い年代の
社員が活躍しています。

弊社は食品業界の「縁の下の力持ち」として、
「知る人ぞ知る会社」です。興味のある学生さん
は是非ブースにお立ち寄りください。

□

事業所名
フリガナ ジョウエツスターチカブシキガイシャ 認定取得状況

上越スターチ株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0012 その他
長岡市下々条3-1425

TEＬ 0258-25-6222 ＦAX 0258-25-6211
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 お菓子、パン、麺、冷凍食品などの原料となる「でんぷん」、「加工でん粉」、「米粉」などの製造販売。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

147 人 42.5 歳 15 日/年 15 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社製品は国内他欧州、北米、中南米、アジアそしてアフリカの
世界各国に納入され、経済発展、環境保護に貢献しています。ニ
コニコイキイキの前向き肯定的社員が活躍。近年北陽Ｈ２＋Ｈ３
組立工場、ＰＣ１板金工場を建設、働きやすい職場環境と生産
性の高い工場を実現しています。さらに技術センター、営業総務、
会議室、食堂を備えたおしゃれなV10（北陽）本社Oｆｆｉceの完
成により、さらなる飛躍を目ざしています。

クボセイでできる仕事：◆技術職（設計）：配電
盤、制御盤の設計。◆営業職：配電盤、制御シス
テムの営業。◆製造職：板金、塗装、組立工場で
製品の製造。◆検査職：製品の出荷前検査。◆購
買・仕入職：部品等仕入、仕分等。
職種はまだまだありますよ。

□

事業所名
フリガナ クボセイデンキコウギョウカブシキガイシャ 認定取得状況

久保誠電気興業株式会社 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0871 その他 地域未来牽引企業
長岡市 北陽2丁目14－32

TEＬ 0258-24-5513 ＦAX 0258-24-7452
業種 電気機械器具製造業、電気工事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 長岡市内 ２事業所

事業内容 病院、学校、オフィスビルなどで電気を使うために必要な「配電盤」やスマホ、工機などの製造装置をコントロ
ールする為に使用される「制御盤」の製造、そして電気工事を行っています。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

109 人 42.2 歳 14.6 日/年 17 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

石油･天然ガス､ 地熱､ CCSなどの深い井戸（地下数千メートル）
の掘削サービスを提供する専門会社です。掘削に関わるエンジニ
アやスペシャリストが多数おり、国内の掘削業界では技術、規模
ともにトップクラスです。未知なる地下を探求するというロマン
を感じ、地球に挑戦してやろうとする仕事ですが、チーム一丸と
なり井戸を完成させた時の達成感はとても素晴らしいものがあり
ます。

日本のエネルギー開発に貢献するやりがいのある
仕事です。職場は活気に満ちておりワンチーム
で推進することから､ ラグビーの ｢ONE FOR 
ALL、ALL FOR ONE（一人は皆のために､ 皆
は一つの大いなる目標のために）｣ に類似してい
ます。

□

事業所名
フリガナ エスケイエンジニアリングカブシキカイシャ 認定取得状況

エスケイエンジニアリング株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0014 その他
新潟県長岡市北園町3-21

TEＬ ＦAX
業種 建設業（掘削） 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 国内の石油･天然ガス、地熱、及びCCSに関する坑井(井戸)の掘削サービス全般
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

158 人 40 歳 5 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 9 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

生涯で一度の買い物といわれる住宅。外観や間取りといった建物
部分には大きな関心が寄せられてますが、その住まいを支える基
礎地盤については中々注目されていないのが実情です。
私達は住宅等の基礎地盤対策の専門頭脳集団で、そこに住む人に、
安全と安心を提供する事が最大の仕事です。
問題を正面から取組み、ユーザーが納得出来る様、お客様本位で
進めております。

社員はもとより会社を取り巻く全ての人々が、日
常会話で「いい会社だね」と言って下さる様な会
社を目指してます。
社員が精神的にも物理的にも、より一層の幸せを
造ると共に、永続的に様々な分野で社会貢献をし
たいと考えてます。

□

事業所名
フリガナ オムニギケンカブシキカイシャ 認定取得状況

オムニ技研株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2128 その他
新潟県長岡市新産東町48番地

TEＬ 0258-21-0016 ＦAX 0258-21-0026
業種 土木工事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 地盤調査　・　地盤改良工事　・　基礎/外構工事

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

337 人 41 歳 7.5 日/年 6.5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

【定着率・職場環境に自信があります】
・直近3年間の新入社員の定着率は90％以上。
・ やりがいを持って、長く勤務していただくため、働きやすい職

場環境の整備と入社してからの教育に力を入れています。
【入社後の研修、サポートが充実しています】
・ 新入には入社から6ケ月間の研修プログラムが用意されていま

す。多くのスタッフがサポートするので安心です。

ご利用者様の自立支援、状態改善の取組みを中心
に介護サービスを行っています。「お世話型」の
介護ではなく、ご利用者様が元気に楽しんでいた
だくことがクレアメディコの目指す介護です。
「人に喜ばれる仕事」「人の役にたつ仕事」に携
わることができます。

□

事業所名
フリガナ カブシキカイシャ　クレアメディコ 認定取得状況

株式会社　クレアメディコ（アルファスグループ） はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2105 その他
新潟県長岡市緑町1-38-283

TEＬ 0258-29-2130 ＦAX 0258-29-2136
業種 医療、福祉 就業場所 所在地に同じ 長岡市、見附市、柏崎市の各施設

事業内容 社会福祉施設の運営、介護用品のレンタル及び販売、医院開業の企画
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

685 人 16.6 歳 12.4 日/年 8.09 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

“スイッチング電源”って聞いたことありますか？発電所等から供
給される電力を、電子機器が使えるように変換するもので、「電
子機器の心臓部」として働いています。産業用ロボットや医療
機器など、私たちの生活に欠かせない様々な産業機器に、多く
使われています。また、当社は産業機器向け電源「世界シェア
No.1」です！高い技術力と製品開発への挑戦心を胸にこれから
も信頼と驚きを生み出し続けます。

私たちの身の回りには、様々な場面で”電源”が使
われています。
電源とはどんなもので、どんな人たちによって、
どのように作られていくのか、少しでも興味を持
っていただけたら嬉しいです。

□

事業所名
フリガナ ティディケーラムダカブシキガイシャ 認定取得状況

TDKラムダ株式会社 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし 〇 ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 103-6128 その他
東京都中央区日本橋2丁目5番1号　日本橋高島屋三井ビルディング

TEＬ 03-6778-1111 ＦAX
業種 製造業 就業場所 所在地に同じ 長岡市、テクニカルセンター

事業内容 「スイッチング電源」の開発・製造・販売・保守サービスをトータルに手がける専業メーカー

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

89 人 53.5 歳 12.5 日/年 4 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、スーパー等の量販店様向け「お惣菜調理キット」（レシ
ピに従って肉や野菜を加工し、調理に必要なタレや粉等も１つの
パックにしたもの）を製造・販売している会社です。
「店舗での調理のし易さ」「消費者に喜ばれる」商品を目指し、
商談と試作を重ねてレシピを仕上げます。製品化（キット化）後
は、お客様の要望に併せ、短納期で多品種な製品提供を心がけて
おります。

私たちは、安全・安心な商品の提供を通じ、社会
とお客様から信頼されることを目指します。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　キムラショクヒン 認定取得状況

株式会社木村食品 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0003 その他 ISO22000
新潟県小千谷市大字ひ生丙1654-1

TEＬ 0258-82-5866 ＦAX 0258-82-3399
業種 製造職 就業場所 所在地に同じ 本社もしくは第2工場

事業内容 惣菜調理用材料キットの製造（カット、小分け、包装）
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了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

218 人 40 歳 15 日/年 15 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 100 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

自動車からスマートフォン等、精密部品加工において無くてはな
らない工作機器メーカーの周辺機器である、ツーリングシステム、
コレットチャック、CNC円テーブル・割出台、といった製品の
開発、製造、販売を行っています。

「人の和」は、私たちユキワ精工の原点です。
当社の経営理念は「和をもって一致協力する」「人
の和」はユキワ精工の未来への原動力を生み出し、
当社の経営理念でもある重要なキーワードです。

□

事業所名
フリガナ ユキワセイコウカブシキガイシャ 認定取得状況

ユキワ精工株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0052 その他
新潟県小千谷市千谷2600番地1

TEＬ 0258-82-1800 ＦAX 0258-81-1112
業種 一般機械部品製造販売 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 工作機器メーカーの周辺機器である製品の開発、製造、販売を行っています。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

58 人 40 歳 7 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、1885年（明治18年）に呉服用の値札（札紙）の製造
で創業して以来、時代とともに事業内容を変化させ、現在はシー
ル、ラベル、ステッカーを製造しています。130年以上の長い
歴史にの中で常に新たなチャレンジを続けており、経済産業省よ
り「地域未来牽引企業」に選定されました。また、昨年度はコロ
ナ禍で不安定な経済状況の中、過去最高の売り上げを達成しまし
た。

当社が製造しているラベル、シール、ステッカー
は様々な分野で使用され、多くの人々や活動を支
えています。これからも、常に新しいチャレンジ
をしながら、お客様の満足を追求し、地域と会社
の成長を目指して頑張っていきます！

□

事業所名
フリガナ エチゴフダガミカブシキガイシャ 認定取得状況

越後札紙株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 947-0026 その他
新潟県小千谷市上ノ山１－２－８

TEＬ 0258-83-2304 ＦAX 0258-83-4649
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 シール、ラベル、ステッカーの製造
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

118 人 37 歳 13 日/年 15 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 1 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ　※長岡鉱場単体

日本の暮らしと産業を支えるエネルギーの安定供給と
2050年ネットゼロカーボン社会の実現に向けたエネルギー構
造の変革に積極的に取り組みます。
”エネルギーに新しい風”　ＩＮＰＥＸ

当社は、エネルギーの開発・生産・供給を持続可
能な形で実現することを通じて、より豊かな社会
づくりに貢献し、社員と会社が共に成長していく
企業を目指します。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　インペックス　ナガオカコウジョウ 認定取得状況

株式会社ＩＮＰＥＸ　長岡鉱場 はたプラ ハッピーパートナー くるみん 〇
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 949-5411 その他 2021健康経営有料法人ホワイト500
長岡市来迎寺字原2943

TEＬ 0258-41-3583 ＦAX 0258-41-3584
業種 鉱業 就業場所 所在地に同じ 県内、東京、秋田、千葉各所

事業内容 石油、天然ガスその他の鉱物資源の調査、探鉱、開発及び生産等

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

186 人 42.8 歳 11 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 14 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社はこれまで培ってきた電気と情報通信技術を融合させ、防災
や環境におけるシステムを提案し、安心・安全な社会の実現に向
けた取り組みを行っています。また災害時、まず重要になる情報
を地域の人々にいち早く正確に伝えるためのインフラを作ってい
ます。地震や台風などの自然災害が多い昨今。社員の中には実際
に被災した経験を持つ者もおり、使命感を持って公共性の高い仕
事に取り組んでいます。

東日本大震災や台風19号からの復興支援、エネ
ルギー問題に対する太陽光発電の提案など、我々
の取組は“SDGs”にダイレクトに繋がってい
ます。自分の仕事と世の中との関わりを実感し、
“社会への貢献”を実現したい。そんな希望を叶え
る環境が、イートラストにはあります。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　イートラスト 認定取得状況

株式会社　イートラスト はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0871 その他
新潟県長岡市北陽1丁目53番地54

TEＬ 0258-21-2500 ＦAX 0258-21-2540
業種 設備工事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 電気設備、通信設備の設計、施工、保守　防災情報システムの企画開発、販売、施工など



46

校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

32 人 43.4 歳 10 日/年 19 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

「ものづくり」の特注家具製造会社として創業55周年を超えま
した。この業界は“縁の下の舞”と言われるように中小企業の組織
ではありますが、今日の弊社は業界を代表するところまでに発展
を遂げることができました。また優良法人として長きにわたり連
続表敬されています。とにかく「ものづくり」が好きな人が多く
就いている会社です。

受注生産なので、製作の難易度は毎日異なります。
最初に根気が要る基本的な作業をしっかり習得し、
最終的には図面を理解して立体形での完成をイメ
ージして、最初から最後まで製作してもらいます。
個々の技量を重んじて難易度の高い什器製作に携
わっていく為、やり甲斐があります。

□

事業所名
フリガナ 認定取得状況

カネモク工業株式会社 新潟事業所 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1164 その他
長岡市南陽1-1118-1

TEＬ 0258-23-2340 ＦAX 0258-23-0523
業種 特注家具･装備品　製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 インテリア家具･店舗什器･ＰＯＰディスプレイなどを製造から納品まで一貫した「ものづくり」製作メーカーです。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

159 人 41 歳 11 日/年 3.2 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景　※写真はコロナ禍以前の物です。

■会社からのメッセージ

■各種データ

信濃川令終会は、長岡市の南部に拠点を置き、高齢者福祉施設
「岡南の郷」・「せったやの郷」を運営し、地域に根差した活動を
行っている社会福祉法人です。
当法人の特徴は職員間の距離が近いこと。距離が近いから風通し
が良くなり、それが働きやすさにつながる。働きやすいから長く
勤務することができ、そのような職場環境が、利用者様の過ごし
やすさにつながると考えています。

ＩoT・ICTの活用のため、施設内は全館Wi－Fi
が使用できる環境となっています。また、介護ロ
ボットやＷｅｂ研修・動画視聴型研修の導入によ
り、職員の労務負担の軽減と残業の削減が両立で
き、働きやすい職場環境を構築しています。

□

事業所名
フリガナ シャカイフクシホウジンシナノガワレイシュウカイ 認定取得状況

社会福祉法人信濃川令終会 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1105 その他
新潟県長岡市渡沢町字早田５３番地

TEＬ （0258）23-7511 ＦAX （0258）23-7510
業種 高齢福祉事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 特別養護老人ホーム、ケアハウス、老人デイサービス、居宅介護支援、老人短期入所、グループホーム等の運営
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

1714 人 43.6 歳 12.3 日/年 12.8 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

コロナは日本初の石油ストーブを開発して以来、暖房業界のリー
ディングカンパニーとして成長を続けてきました。現在は、再
生可能エネルギーである空気熱を利用したヒートポンプ式給湯機
『エコキュート』をはじめ、暖房・空調・給湯と幅広い事業を展
開し、総合住宅設備機器メーカーとして人々の暮らしを支えてい
ます。「暮らしになくてはならないコロナ」として、これからも
お客様の暮らしを快適にする製品を提供していきます。

コロナでは社員が気持ちよく働けるよう、子育て
支援制度や有給休暇の取得推進、ノー残業デー等、
働きやすい環境づくりを行い、仕事とプライベー
トの両立を支援しています。

□

事業所名
フリガナ カブシキカイシャ　コロナ　ナガオカコウジョウ 認定取得状況

株式会社コロナ　長岡工場 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん 〇
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 955-8510 その他
新潟県三条市東新保7番7号

TEＬ 0256-32-2111 ＦAX
業種 製造業 就業場所 所在地に同じ 新潟県長岡市下条町1069

事業内容 暖房機器、空調・家電機器、住宅設備機器の製造・販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

4,867 人 40 歳 15.3 日/年 20.4 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 43.5 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

品質保証第一主義に徹した安全安心な商品をお届けすると共に、
お菓子を中心とした『食』を通じて健康で明るい家庭づくりへの
お手伝いをさせて頂いております。アルフォート・ルマンドなど
長くご愛顧いただいている商品や、プチシリーズ・フェットチー
ネグミなど流行を敏感に捉えるなど幅広い商品ラインナップが特
徴です。また、災害時の物資供給（水・お菓子）など社会貢献活
動にも取り組んでいます！

全くお菓子を作った事の無い方も入社されるので
工場配属前の新入社員研修ではお菓子の知識・作
り方をはじめ、社会人の基礎、食品・安全衛生、
就業時の注意事項など、非常に多くの事をしっか
りと学べます。実際に工場に配属されてからも先
輩が仕事を教えてくれるので安心です！

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ブルボン 認定取得状況

株式会社　ブルボン はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん 〇
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 945-8611 その他
新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号

TEＬ 0257-23-5010 ＦAX 0257-23-2510
業種 食料品製造業 就業場所 所在地に同じ 長岡工場、柏崎工場、上越工場等

事業内容 ビスケット、チョコレート、スナック、キャンディ、米菓、ゼリー、飲料水と総合的に製造しています。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

128 人 31.5 歳 6 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

ル クール【Le Coeur】＝「こころ」「やさしさ」
出会えた全ての方々へ感謝の心を忘れずに、多くのお客様に喜ん
でいただけるようなトータルビューティーサロンを目指していま
す。各専門分野に専任の技術者をおき、お客様によりご満足いた
だける質の高いサービスを提供しています。5年後も10年後も
一緒に楽しくやりがいを持って働ける会社、スタッフが個性を活
かし夢を実現できる会社でありたいと思っています。

“共に成長できる仲間作り”
　たくさんの仲間と共に喜び、共に刺激し合い、
助け合い、技術を磨き、目標に向かってチャレン
ジし続けられる会社です。
　社会保険完備で安心して働け、様々な講習でど
んどん成長できる環境をご用意しています。

□

事業所名
フリガナ ユウゲンガイシャ　ルクール 認定取得状況

有限会社　ル・クール はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0853 その他
長岡市中沢3－355－6

TEＬ 0258-36-6289 ＦAX 0258-36-6289
業種 サービス業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 新潟県内９店舗

事業内容 美容室（ヘア、アイラッシュ、ネイル、エステ）

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

1544 人 38.3 歳 13.6 日/年 16.3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 希望者
100 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ

支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

新潟県、長野県、富山県にスーパーマーケットチェーンを経営す
る企業です。お客様の『おいしくて、安心で、便利で、快適な毎
日の生活の実現』を目的としたサービスを展開するとともに、将
来さまざまな分野において高いレベルで仕事に関われる人材の育
成に力を入れています。

店舗では日々変化するお客様の様々なニーズに対
応できるよう、売場提案や管理をしていきます。
その後店長、バイヤー、トレーナーなど様々な仕
事があり、長期に渡って成長できる制度が整って
います。

□

事業所名
フリガナ アクシアル　リテイリンググループ　　カブ）ハラシン 認定取得状況

アクシアル　リテイリンググループ（（株）原信） はたプラ 〇 ハッピーパートナー 〇 くるみん 〇
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 954-0193 その他
新潟県長岡市中興野18-2

TEＬ 0258-66-6714 ＦAX 0258-66-1715
業種 小売業 就業場所 新潟、長野、富山　各店舗等

事業内容 スーパーマーケットチェーンの経営を中心とした、総合小売業。新潟県ハッピー・パートナー企業、にいがた子
育て応援企業として、仕事と家庭が両立できる職場づくりに取り組んでいます。
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

482 人 41 歳 9.61 日/年 10.8 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

ヨネックスは、長岡市でバドミントン、テニス、ゴルフ、スノー
ボード、ロードバイクのフレーム等のスポーツ用品の開発と生
産を行っております。お客様に喜びと感動を与える製品づくり、
人々の心と体をスポーツで豊かにするグローバル企業を目指し発
展に努める会社です。

企業説明会では、工場で生産している製品を実際
に見て手に取りYONEXを感じていただける内
容を予定しています。企業説明を通し当社に興味
を持っていただけたら幸いです。「この会社で働
きたい！頑張りたい」と思える会社に皆さんが出
会えることを願っています。

□

事業所名
フリガナ ヨネックス　カブシキガイシャ　ニイガタコウジョウ 認定取得状況

ヨネックス株式会社　新潟工場 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 949-5123 その他
新潟県長岡市塚野山900-1（本社：東京都文京区）

TEＬ 0258-94-2121 ＦAX 0258-94-2004
業種 製造業 就業場所 所在地に同じ 新潟県長岡市内に工場有

事業内容 バドミントン、テニス、ゴルフ、スノーボード、ロードバイク等スポーツ用品の開発・製造及び販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

65 人 40 歳 10 日/年 35 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 2.5 ％ なし なし なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

パンの製造を主として、新潟県内はもとより、日本全国の有数な
企業様へ焼きたてのパンを製造出荷しています。　こだわりの原
料と手作りの美味しさで、お客様の明るく楽しい生活に貢献いた
します。

20歳代の方も多く就業してもらっており、70歳
代までの幅広い年齢層の方から働いてもらってい
ます。パンの製造に特化しており、全国にお届け
しております。

□

事業所名
フリガナ カブシキカイシャマルシャン 認定取得状況

株式会社マルシャン はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940－1140 その他
新潟県長岡市上前島1丁目1814番地

TEＬ 0258－22－0522 ＦAX 0258－22－0582
業種 製パン業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 パンの製造販売
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

160 人 37 歳 5 日/年 15 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

”子ども達の明るい未来”を理念とし、未就学児から高校生に療育
支援を行っております。子ども達が”楽しい！ ””出来た！ ”を感
じられるように、私たちも全力で遊び・学び成長していきます。
子ども達の成長を日々感じられる事が、やりがいに繋がっていき
ます！

子ども達と一緒に成長できる会社となっています。
障がいのある子ども達は難しそうと考えがちです
が、大切なのは子どもが大好きな事！人と向き合
うことが大好きな事です！！

□

事業所名
フリガナ オネストリィカブシキガイシャ　ハピネスナガオカ 認定取得状況

オネストリィ株式会社（はぴねす長岡） はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 156-0043 その他
東京都世田谷区松原1-45-10KTスクエアー2B号室

TEＬ 03-3328-4608 ＦAX 03-6265-7170
業種 福祉事業 就業場所 所在地に同じ 新潟県長岡市古正寺3-92

事業内容 発達の遅れがある子ども達の運動・学習療育支援

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

22 人 35.2 歳 8.5 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

まつむら第二歯科の歯科助手を募集します。歯科助手は、経験や
資格がなくても働ける医療職で、診療室内での接客スタッフです。
歯科の知識は入社後に先輩スタッフが丁寧にお教えします。主な
仕事内容は、患者様を待合室から診療室にご案内したり、治療で
使用する器具の準備や片付け、ドクターの治療の手伝いなどです。
高卒スタッフが活躍しています。将来的に返済不要の給付型奨学
金を利用して、歯科衛生士を目指すこともできます。

転勤の可能性のある地域は基本的に自宅から通え
る範囲です。定期的な転勤はありませんのでご安
心ください。人と関わることが好きな方、人をサ
ポートするのが得意な方、相手の気持ちになって
行動できる方は、やりがいをもって働くことがで
きます。自分の成長が実感できる職場です。

□

事業所名
フリガナ イリョウホウジン　コウトクカイ　マツムラダイニシカ 認定取得状況

医療法人 厚徳会　まつむら第二歯科 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0037 その他
長岡市東栄1-2-33

TEＬ 0258-31-7202 ＦAX 0258-31-7150
業種 医療 就業場所 ✓ 所在地に同じ 古正寺町に松村歯科あり

事業内容 患者様満足度を第一に考えた歯科医療サービスの提供で、地域社会の健康づくりに貢献しています。
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

551 人 50.3 歳 9.5 日/年 12.5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 9 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、新潟県中越エリアを中心に路線バス・県内外を結ぶ高速
バスなど、乗合バス事業を展開するとともに、貸切バス事業、企
画販売等の旅行業といったバスに関わる様々な事業を展開してお
ります。また不動産業や建材事業、石油事業、介護事業等も幅広
く展開し、地域を支えるリーディングカンパニーを目指しており
ます。

当社は、バス事業を通じて地域社会に貢献するこ
と、多くの皆様に安全、安心と快適さをお届けす
ることを使命とし、地元に密着した企業として歩
んでまいりました。
地域の毎日を支えるバスとして、責任と誇りをも
って頑張っています。

□

事業所名
フリガナ エチゴコウツウカブシキガイシャ 認定取得状況

越後交通株式会社 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2108 その他
新潟県長岡市千秋2丁目2788番地１

TEＬ 0258-29-1113 ＦAX 0258-28-2160
業種 旅客自動車運送事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、十日町市

事業内容 バス事業、旅行業、物品販売、広告業、レストラン業、不動産業、建設業、石油販売事業、介護事業

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

174 人 46.1 歳 7.3 日/年 14.7 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

私たちの主な業務は、鉄筋コンクリート建造物のコンクリートを
流しこむ枠を作る型枠工事業です。街のランドマーク的な建築物
や生活に不可欠な公共施設（病院・学校・体育館・ホテル等）や
商業施設などの大きな案件を「大成建設・清水建設・鹿島建設・
竹中工務店・熊谷組」などのスーパーゼネコンより直請けしてお
ります。

弊社は、若い職人さんや技能実習生が働いていま
すし、春にはお花見・夏はバーベキュー・冬は忘
年会等を実施しており社員同士が和気あいあいと
しており楽しい雰囲気で仕事ができます。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　タケダコウムテン 認定取得状況

株式会社　竹田工務店 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-0811 その他
新潟県新潟市東区材木町1番40号

TEＬ ＦAX
業種 総合建設業 就業場所 所在地に同じ

事業内容

実習風景
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

95 人 49 歳 7 日/年 0 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

利用者の日々の暮らしを個々の特性に合わせた個別支援計画をた
て、利用者目線できめ細やかな支援を行っています。困ったこと
や分からないことも、先輩や同僚に相談しやすいアットホームな
雰囲気の職場です。さらに、利用者の毎日の健康で穏やかな生活
を支える使命感とやりがいのある仕事です。また、年間休日が
123日と充実しており、身体を休めることはもちろん旅行や趣
味を楽しむ時間が十分に確保することができます。

利用者の方の気持ちに寄り添い利用者と共に歩む
法人として、利用者と同じ視線を持ち、丁寧な生
活支援を行えるよう、思いやりの心を持って利用
者の特性に合わせた、柔軟な対応による業務を遂
行しています。

□

事業所名
フリガナ シャカイフクシホウジン　トチオフクシカイ 認定取得状況

社会福祉法人　栃尾福祉会 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0203 その他
長岡市楡原2220番地

TEＬ 0258-52-1055 ＦAX 0258-52-1026
業種 サービス業（障害者福祉） 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 障害者支援施設守門の里における入所障害者への食事、入浴、歯磨、排泄等の生活支援

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

105 人 45.5 歳 14.5 日/年 4.7 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 70 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

特別養護老人ホーム、通所介護、グループホームの利用者の生活
援助を行っています。ご利用者に心から安心して過ごして頂ける
環境の下、個人の尊厳を重視したケアを提供。常にお一人おひと
りの心の声に耳を傾け、笑顔と心配りを絶やすことなく働いてい
ます。心穏やかに過ごす利用者の皆さんの笑顔を励みに働いてい
ます。

各担当職員による新人教育プログラムに沿って研
修（勉強会）を行います。現場で３年間業務を覚
えながら実務者研修を受講、その後介護福祉士
（国家資格）に挑戦して頂きます。又職場の環境
整備（職員用サウナを設置）と職員のスキルアッ
プに研修体制に努力しています。

□

事業所名
フリガナ トクベツヨウゴロウジンホーム　サンホーム 認定取得状況

特別養護老人ホーム サンホーム はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-0864 その他
三条市曲渕3丁目3番7号

TEＬ 0256-36-7560 ＦAX 0256-36-7586
業種 老人福祉・介護事業 就業場所 所在地に同じ 長岡市楡原784番地13

事業内容 特別養護老人ホーム・グループホームの入所者・デイサービスセンターの利用者への生活援助

＜食事介助＞
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

52 人 45 歳 15 日/年 2 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当組合は、長岡市を中心に県内7市町村を活動範囲とする広域協
同組合です。仕事の内容は、森林整備や公園管理のほか木材加工
などで、世界的に取り組まれているSDGs（持続可能な開発目
標）へ直接的に結びつく活動が多く、脱炭素社会の実現に貢献で
き社会から期待される職種の一つです。地域の林業を100年先
の未来へ継承し続けるため意欲のある担い手を募集します。

一定経験を積んで、林業に必要な資格取得後、林
業機械オペレーターとして木材生産に関わること
も可能です。

□

事業所名
フリガナ チュウエツヨツバシンリンクミアイ 認定取得状況

中越よつば森林組合 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2046 その他
長岡市雲出町字前田4421

TEＬ 0258-21-4525 ＦAX 0258-21-4533
業種 林業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 森林整備・木材販売加工・伐採請負

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

34 人 35.6 歳 11 日/年 24 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

長岡市を中心に中越地域すべてをカバーする仮設足場の専門企業
です。お取引企業は300社以上あり、満足度の高い工事で安定
したリピートをいただいています。2021年には工具専門リサ
イクルショップ『アクトツール』を富山県にオープン、2022年
からは抗菌ガラスコートの取次販売や施工を開始。新たな分野へ
チャレンジをしていきます。

建設現場で働く方の『安心・安全』を守り、建築
物という『財産』を守る仕事をしています。地域
に人が住んでいる限りなくならない仕事。
定期的な技術習得支援、キャリア目標を設定し、
働くことだけでなく人生の質が向上できる企業を
目指しています。

□

事業所名
フリガナ ナカニホンシンワカブシキガイシャ　ナガオカエイギョウショ 認定取得状況

中日本信和株式会社　長岡営業所 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0871 その他
新潟県長岡市北陽2-14-3

TEＬ 0258-25-6266 ＦAX 0258-25-6267
業種 建設 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 クサビ式仮設足場の設置、リース。抗菌ガラスコートの販売・施工。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

人 歳 日/年 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 ％

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

長岡市内には、長岡市私立幼稚園・認定こども園協会に加盟する
16の学校法人立の幼稚園と認定こども園があります。「こども
がまんなか」を念頭に、子どもの最善の利益を求め、日々子ども
たちと寄り添いながら過ごしています。各園それぞれの建学の精
神にのっとり、様々な特色をいかしながら、教育と保育を行って
います。

大学や短期大学、専門学校等の養成校に入学し、
幼稚園免許と保育士資格を取得し、かわいい子ど
もたちと一緒に毎日楽しく過ごしている先生がた
くさん働いています。

□

事業所名
フリガナ ナガオカシ　シリツヨウチエン・ニンテイコドモエンキョウカイ 認定取得状況

長岡市私立幼稚園・認定こども園協会 はたプラ 〇 ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2126 その他
長岡市西津町2444番地１（認定こども園長峰幼稚園内）

TEＬ 0258-27-2340 ＦAX 0258-27-8950
業種 幼稚園・認定こども園 就業場所 所在地に同じ 市内16の各幼稚園、認定こども園

事業内容 ０歳児から小学校就学前までの園児の教育と保育

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

149 人 43 歳 4.3 日/年 1.5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

私たちの仕事は、水や空気など「暮らし」に密接に関わっていま
す。例えばお風呂や台所では水やお湯が、夏や冬には冷房や暖房
が欠かせません。便利で快適、かつ安心・安全な暮らしを送る上
で、私たちの仕事はなくてはならないものなのです。地域や社会
の暮らしを支える、その重責を担うことができる誇りを胸に、私
たちは１年365日、24時間体制で日々技術力とサービスの向上
に取り組んでいます。

私たちの会社は「人を育て、人が育つ会社」を目
指し、社員ひとり一人の技術力の向上やキャリア
形成に力を入れています。その実績は厚生労働省
より「キャリア支援企業」を受賞するほど。今後
も人づくりを第一に、地域・社会の暮らしを支え
る使命を果たしていきます。

□

事業所名
フリガナ チヨダセツビ　ナガオカエイギョウショ 認定取得状況

株式会社　千代田設備　長岡営業所 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1164 その他 にいがた健康経営推進企業
長岡市南陽1-1216-3

TEＬ 0258-23-8277 ＦAX 0258-23-8288
業種 建設業（管工事業） 就業場所 ✓ 所在地に同じ 新潟県内４店舗

事業内容 管工事（給排水衛生工事）　空調工事　住宅リフォーム工事　等
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

784 人 44.5 歳 13.4 日/年 22 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 4 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

●新潟エリアの電気通信網整備で地域に貢献●
ネットや電話、スマホに必要な通信インフラの構築、橋梁や道路
などの土木インフラ工事を通して地域社会に貢献する会社です
●社員のプライベートの充実を応援しています●
有給休暇は1時間から取得でき、好きなタイミングで休むことも
可能です。土日と合せて有給休暇を取り、長期休暇にすることも
できます

TOSYSは、1人よりチームで仕事をすることが
多いので、元気にコミュニケーションを取りなが
ら、積極的に取り組む社員が多く活躍しています。
まずは、色々な会社について調べる事から始めて
みましょう

□

事業所名
フリガナ カブシキカイシャ　トーシス 認定取得状況

株式会社ＴＯＳＹＳ はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-2032 その他
新潟市西区的場流通2-4-1

TEＬ 025-211-0211 ＦAX 025-211-0215
業種 通信建設業 就業場所 所在地に同じ 長岡市喜多町127など新潟県内各地

事業内容 ●電気通信事業者向け通信インフラの建設・構築　●土木工事　●ITビジネス

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

110 人 52.2 歳 6.7 日/年 2.6 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

全国でも珍しい糸から生地まで一貫生産をする繊維の総合メーカ
ーです。国内最大級の設備を有し様々なＯEM商品や自社オリジ
ナル製品を手掛けています。地元に根付いた独自の加工技術とノ
ウハウを活かしながら、ハンドメイドの風合いを量産で実現でき
ることが最大の強みです。

ソフィーナは、その歴史を語るにはまだ若い会社
です。きっと足りない部分も多いでしょう。その
一つひとつをみんなで改善し、楽しく仕事に打ち
込むことのできる環境を築きたい。それが私たち
の願いです。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ソフィーナ 認定取得状況

株式会社　ソフィーナ はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0134 その他
新潟県長岡市栃尾原町５丁目３番３５号

TEＬ 0258-52-5521 ＦAX 0258-89-8039
業種 繊維製品製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 糸の加工ならびに織物の製造ならびに製品の企画開発
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

53 人 46.5 歳 6.7 日/年 25 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

昭和38年の設立当時から、新潟・東京の２拠点にて営業し、主
にマンション、医療福祉施設、注文住宅、商業施設、教育公共施
設、土木工事まで幅広く手掛けております。１級資格者約30数
名を擁し、お客様のご要望にあった確かな品質の建設物をご提供
しております。

新潟県内と首都圏の2極展開で営業し、ベテラン
先輩社員が多数在籍しているので、丁寧にご指導
致します。研修制度も充実し、会社がバックアッ
プをしっかりします。公共土木工事からマンショ
ン建設まで、多種多様な建設物を幅広く経験でき
る会社です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ  ヨシハラグミ 認定取得状況

株式会社吉原組 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-8641 その他 新潟県健康経営推進企業
新潟県長岡市南町2丁目4番27号

TEＬ 0258-36-6141 ＦAX 0258-36-6680
業種 総合建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 建築土木工事業、一級建築士事務所、不動産業、ほか

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

99 人 44 歳 11 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、暖房・空調・住設商品を開発～生産～販売を行っている
㈱コロナ100%出資の子会社として昭和60年に設立しました。
エアコンの一貫生産工場として生産を開始しました。現在は石油
給湯機をメインに､ 加湿器や壁掛暖房など家電商品の生産も行っ
ております。また、プラスチックの成形加工やユニット部品の組
立加工を行い、コロナグループの各工場への供給も行っておりま
す。

お客様に、より安全安心で信頼して頂ける製品作
りを目指し、社員全員がコロナグループの一員と
して誇りを持って日々の仕事に取り組んでおりま
す。また、様々な社内行事を通して社員全員で交
流を図り､ 明るく活気のある職場作りに取り組ん
でおります。

□

事業所名
フリガナ トチオコロナ　トチオコウジョウ 認定取得状況

㈱栃尾コロナ　栃尾工場 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0203 その他
新潟県長岡市楡原790番地3

TEＬ 0258-52-5811 ＦAX 0258-52-4132
業種 民生用電気機械器具製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 暖房機器、空調機器、住宅設備機器の製造
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

227 人 47.2 歳 5 日/年 25 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、新潟市に本社を置く建設会社です。新潟県内に２支店
（長岡、上越）・５営業所、新潟県外に２支店（東京、仙台）を
置き、新潟県内を中心に東日本全体を建設エリアとして営業して
います。新潟運輸グループの１社として、1952年の創業以来、
お客様、地域の皆様のおかげで、多くの施工物件に携わり、実績
を積み上げ、信用と信頼をいただいてまいりました。これからも
誠実に建設業に向き合い、暮らしを支えてまいります。

建設業は、今ある“あたりまえ”の暮らしを、維持、
管理、発展させる仕事です。丸運建設の技術に、
日々の暮らしを劇的に変える特別な何かがあるわ
けではありません。しかし、講習受講や資格取得
支援、ICT施工の積極的導入など時代の流れに合
わせた施工に取り組んでいます。

□

事業所名
フリガナ マルウンケンセツカブシキガイシャ 認定取得状況

丸運建設株式会社 はたプラ ハッピーパートナー 〇 くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-8738 その他 にいがた健康経営推進企業
新潟市中央区幸西１丁目４番２１号

TEＬ 025-245-4311 ＦAX 025-241-4440
業種 総合建設業 就業場所 所在地に同じ 長岡支店：長岡市福道町831番地

事業内容 総合建設請負業、不動産売買賃貸業、設計監理業他

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

45 人 42 歳 9 日/年 23.48 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

・創業から80年余に亘り、日本のものづくり産業の発展に貢献。
歴史と伝統に胡坐をかくことなく、常に新しい感覚でビジネスを
展開。ＳＴＦ昭栄テクニカルフェア（展示会）や工場見学ツアー
等、イベント有り。　・充実した研修制度。商品研修、中小企業
大学校等研修施設への派遣、昭栄新世紀塾等。　・福利厚生とし
て、野球、サッカー等の部活動、海外研修など行事有り。　・
2019年長岡支店、2022年新潟本社が新社屋に。

「営業がやりたい」「ものづくりに興味がある」「新
潟の発展に貢献したい」、ひとつでも当てはまれ
ば、昭栄産業の仕事はおもしろいです。機械など
専門性の高い商材を扱いますが、社員のほとんど
が文系出身。入社してからの勉強で十分活躍でき
ます。

□

事業所名
フリガナ ショウエイサンギョウ　カブシキガイシャ 認定取得状況

昭栄産業株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-0915 その他
新潟市中央区鐙西2丁目29番12号

TEＬ 025-241-6211 ＦAX 025-241-6217
業種 卸売業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 新潟本社、長岡支店

事業内容 モノづくり現場に必要な機械・工具・合理化関連機器など「生産財」を扱う専門商社。



58

校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

250 人 44.5 歳 7.26 日/年 30 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

全国にある名鉄運輸グループの、新潟エリアを担当しています。
工場などでできたお客様の商品を、スーパーや小売店に配送し、
物流を繋いでいます。わたしたちは、常に「こぐま品質」で配達
を行っています。「こぐま品質」とは、「お客様からいただいた商
品を、いただいたままの品質で、お客様へお届けする」というこ
とです。そのために、配達部門と管理部門が一丸となってお客様
のご要望に沿った配達を心掛けています。

たった一つの商品を運ぶためでも、様々な人とコ
ミュニケーションをとることが大切です。現場で
は、先輩後輩、上司部下が常に話し合っています。
また、入社後の新入社員研修で、同期と一緒に会
社のことを学べます。若いドライバーが増えてき
ているので、今後に期待です。

□

事業所名
フリガナ ニイガタメイテツウンユカブシキガイシャ 認定取得状況

新潟名鉄運輸株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-0923 その他
新潟県新潟市中央区姥ケ山435番地

TEＬ 025-287-4000 ＦAX 025-287-3737
業種 運輸業 就業場所 所在地に同じ 新潟県長岡市高見町600番地

事業内容 一般貨物運送事業…法人のお客様の商品を、法人のお客様へ配送する事業。

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

210 人 40.2 歳 10.3 日/年 7.8 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

第四北越フィナンシャルグループの一員である当社は、新潟県内
に15店舗のサービス網を有し、対面営業を主軸とした地域密着
型の事業展開を行っています。
多くの営業スタッフがFP技能士の資格を取得するなど、資産運
用のコンサルタントとしてお客さまのライフプラン等に合わせた
総合的な資産管理をご提案できるよう努めています。

証券会社の仕事は、マーケットに触れて、時代の
変化を感じながら、資産運用のための知識を増や
し、お客さまに資産運用の提案をします。
高校生の皆さん、さまざまなことに興味を持ちチ
ャレンジして、新潟県内に新しい可能性を広げて
いきましょう。

□

事業所名
フリガナ ダイシホクエツショウケンカブシキカイシャ 認定取得状況

第四北越証券株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0061 その他
新潟県長岡市城内町3-8-26

TEＬ 0258-35-2211 ＦAX 0258-37-0702
業種 証券業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 有価証券の売買、売買の媒介、取次および代理業務など
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

54 人 45.5 歳 6.5 日/年 30 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

私たち「長岡中央水産」は新潟県公認の水産物地方卸売市場。高
速道路に直結した立地条件により仕入の拡大、低温市場、配送セ
ンターなど独自の施設による鮮度の保持、世界中の産地の情報を
もとにした水産物の安定供給の追求を行い、中越地域70万人の
食卓と世界の海を太いパイプで結んでいます。

生活必需品である食料品を安定的に供給する事で
地域貢献している会社です。

□

事業所名
フリガナ ナガオカチュウオウスイサンカブシキガイシャ 認定取得状況

長岡中央水産株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2127 その他
長岡市新産１丁目１番地３

TEＬ 0258-46-4343 ＦAX 0258-46-6656
業種 水産物卸売業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 生鮮魚介類、冷凍品、塩干物、加工食品、食肉製品、惣菜品等販売の総合卸売市場

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

431 人 43 歳 10.3 日/年 1.5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ 県内のみ あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

県内で約1,000か所の水インフラ施設（浄水場・下水処理場
等）の運転管理業務を、新潟県や各市町村より受託して行ってい
ます。下水管や圧送ポンプ等の清掃・調査・修繕などの保守業務
も行っています。また、水を浄化する際に発生する汚泥を再利用
して汚泥発酵肥料を製造し販売しています。「水の出前授業」な
どの啓蒙活動も行っており、特例子会社「夢ガーデン」を設立し
障害者雇用にも取り組んでいます。

浄水場や下水処理場などの運転・保守管理業務を、
自治体から受託して行う仕事をしています。
地域の暮らしのエッセンシャルワーカーとして業
務に取り組んでいます。

□

事業所名
フリガナ リョクスイコウギョウカブシキガイシャ 認定取得状況

緑水工業株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0004 その他
長岡市高見町3063ー1

TEＬ 0258-24-0800 ＦAX 0258-24-1377
業種 水道業 就業場所 所在地に同じ 本社および新潟県内事業所

事業内容 上下水道施設（浄水場・下水処理場）の維持管理
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

5,691 人 32.7 歳 日/年 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 100 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

業界8年連続売上ナンバーワン！引越専業では唯一の東証一部上
場企業です。新生活の際に必ず生じる「引越」はまさに人生の一
大イベント。大事な瞬間に立ち会い、お客様の大切なご家財を運
ぶ仕事です。２～４名のチーム制で、１日平均２件のお引越しを
担当します。体を動かしてお客様の役に立ち、感謝されるとって
もやりがいを感じられる仕事です。

お客様から直接「ありがとう」と言ってもらえる
仕事です。人の役に立ちたい方、人を喜ばせるの
が好きな方は、是非、一度話を聞いてみてくださ
い！

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャサカイヒッコシセンター 認定取得状況

株式会社　サカイ引越センター はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 590-0823 その他 健康経営優良法人認定、引越事業者優良認定
大阪府堺市堺区石津北町56番地

TEＬ 072-241-0464 ＦAX 072-241-0191
業種 運輸業 就業場所 所在地に同じ 長岡市喜多町412-1、県内3事業所

事業内容 引越運送・引越付帯サービス

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

77 人 42.78 歳 9.1 日/年 30 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

国内５社、海外３社に拠点を置く株式会社ゴーシューホールデ
ィングスのグループ企業です。『鍛造』とは、鉄を1,000℃以上
に加熱し、何度もたたいて鍛えることで強度・靭性を上げながら、
複雑な一体化した製品を作る技術です。この技術を使い、皆さん
の生活に欠かせない自動車部品等の製造を行っています。私たち
の製品は、直接目に触れる事はなくても、日本中のいたるところ
で重要なパーツとして機能しています。

一人一人の人間性を尊重しながら、相互信頼の下、
社員全員が経営する企業であることを目指してい
ます。「企業は人なり」の考えのもとに、個人の
長所を伸ばし、仕事と遊びのバランスを考え、社
内外のより良い環境づくりをしています。

□

事業所名
フリガナ ジョウエツコウギョウ　カブシキガイシャ 認定取得状況

上越工業　株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 949-5212 その他
新潟県長岡市小国町桐沢55-1

TEＬ 0258-95-4111 ＦAX 0258-95-3641
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 自動車部品・二輪車部品・農機具部品・建築構造部品等の鍛造品の設計及び製造。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

24 人 46 歳 5.5 日/年 53 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は北陸ガス㈱の指定工事店として、地域の皆様が生活する上
で必要なエネルギーである都市ガスを安全かつ確実に各御家庭や
企業様へ供給し、快適な生活空間の実現させるために日々の仕事
に邁進している企業であります。

我社は知識・技術・技能の一体化と誠実な心を持
って地域の方々に豊かな生活環境を提供し社会に
貢献すると同時に会社及び全社員の繁栄を推進す
る事を旨としております。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　タナカセツビ 認定取得状況

株式会社　田中設備 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2022 その他
新潟県長岡市鉄工町2丁目2番41号

TEＬ 0258-28-1918 ＦAX 0258-29-2931
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 都市ガス配管工事　給排水･衛生設備工事　空調設備工事　ガス機器具販売修理･メンテナンス

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

142 人 37.5 歳 10 日/年 3.5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 25 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

CMやWEB動画でおなじみのパンダがマスコットキャラクター
のパチンコ店「デルゼビッグサイト」を運営しています。新潟市
に4店舗・長岡市に2店舗の計6店舗を展開しています。地域の
皆様に愛され創業56年を迎えた地元長岡の会社です。店内は広
く、明るく、空気もきれい！お客様だけではなく、働く従業員に
とっても、より良い環境づくりに取り組んでいます。今後も働き
方改革を進めていく方針です。

「私たちはお客様の遊び心を満たす、心より楽し
める空間と時間を提供します。」
これが株式会社八号線の企業理念です。そんな日
常と心に遊びを与えられる存在を、私たちは目指
します。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ ハチゴウセン 認定取得状況

株式会社八号線 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0094 その他
新潟県長岡市中島7丁目3番11号

TEＬ 0258-35-8380 ＦAX 0258-35-8308
業種 接客サービス業 就業場所 所在地に同じ 新潟県内6店舗

事業内容 県内6店舗のパチンコ店「デルゼビッグサイト」の運営



62

校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

5 人 50 歳 5 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし なし なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

弊社は主に住宅の基礎工事、左官工事、タイル工事、外構工事を
行っております。一日中工場の中でのライン仕事とは違い、色々
な場所に行き、様々なお客様に出会い、お客様の夢（住宅）を仕
上げるお仕事です。

昨今、高齢化により、職人が大変枯渇しておりま
す。工場のライン仕事に比べ、覚える工程は有り
ますが作った物が、色々な人から見て貰える大変
遣り甲斐のある仕事です。技術は裏切らない！定
年後でも需要があるお仕事です。

□

事業所名
フリガナ ユウゲンガイシャ　コイケサカンコウギョウ 認定取得状況

㈲小池左官工業 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0045 その他
長岡市金房2丁目2-19

TEＬ 0258-35-5956 ＦAX 0258-35-6026
業種 土工、左官工 就業場所 所在地に同じ 長岡市東大町210-1

事業内容 主に住宅基礎、外構、左官、タイル工事

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

4089 人 39.11 歳 11.4 日/年 17 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 1 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は東北電力企業グループの一員として、電力の安定供給に欠
かせない電力流通設備の構築・維持を担っており、人々の暮らし
を支える大切なライフラインを守る使命感と誇りを持って日々業
務を行っています。また、高い技術力を活かし、総合設備エンジ
ニアリング企業として、大型商業施設や病院、文化施設など様々
な建築物の各種設備工事を手掛けており、地図に残るスケールの
大きな仕事を行っています。

私たちの日常生活に欠かすことのできない電気を
皆様へお届けするための「ライフラインを守る」
仕事をしています。例えば、建物に電気という命
を吹き込んだり、自然災害などでライフラインが
寸断された場合、すぐに復旧作業に駆けつけるな
ど、日々地域に貢献しています。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャユアテック 認定取得状況

株式会社ユアテック はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 983-8622 その他
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-1

TEＬ 022-296-2111 ＦAX 022-296-2011
業種 総合設備工事業 就業場所 所在地に同じ 東北、新潟、関東など84事業所

事業内容 電力流通設備工事（送電・発変電・配電・土木建築）、一般建築設備工事（電気設備・空調管設備）
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

41 人 44.8 歳 8 日/年 15 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

「新鮮な青果物の安定供給に努め、県民の台所を豊かにする」そ
れが私たちの使命です。
当社は青果物卸売業として1967年に創業し、 2002年に全国
で初めて公設市場の民営化をしました。また長岡市で唯一の青果
市場として、全国各地より青果物を集荷し仲卸業者、小売業者お
よび量販店などへ販売を行っており、生産者と消費者の架け橋と
なるよう日々努力しています。

当社は中越地区の基幹市場として長岡市を中心に
周辺市町村の人口約50万人を対象に、日々の食
生活に欠かせない生鮮野菜果物を供給するという
極めて公共性の高い事業です。営業部は、野菜部
13名、果実部７名で協力しながら販売しており
ます。

□

事業所名
フリガナ ナガオカチュウオウセイカカブシキガイシャ 認定取得状況

長岡中央青果株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940－2127 その他
新潟県長岡市新産1丁目1番地15

TEＬ 0258-46-2000 ＦAX 0258-46-7016
業種 卸売業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 地方卸売市場における青果物の集荷販売

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

155 人 34.8 歳 7.5 日/年 13 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

◆地元で長く安定して働ける会社です◆
セントラルリースは、新潟県・山形県・宮城県・千葉県を拠点に
30年間続いている足場リースの会社です。
足場の仕事、その魅力の一つが景気に左右されにくい、安定した
需要があること。足場の技術を身につけることで、地元で長く安
定して働くことができます。
外で体を動かしたい、毎日違う仕事がしたい人におススメです！

◆チームで協力しながらわいわい仕事する！◆
若手社員も多く20代～40代の社員がたくさん
活躍しています。入社後は歳の近い先輩社員がよ
き相談相手となり、皆さんをしっかりサポートし
ていきますのでご安心ください（^-^）

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャセントラルリース　ナガオカエイギョウショ 認定取得状況

株式会社セントラルリース　長岡営業所 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2033 その他
新潟県長岡市上除町甲 241-1

TEＬ 0258-47-4811 ＦAX 0258-47-4812
業種 仮設足場リース業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 仮設足場の施工サービス付リース、環境整備品（仮り囲い・簡易トイレ）のリース
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

20 人 46.7 歳 5 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし なし なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

昭和49年の創業以来、多くの大手電気工事会社様から信頼をい
ただきながら、電気工事業に取り組ませてもらっております。公
共施設・工場・商業店舗ほか様々な施設の配線・配管・照明器具
取付などの電気工事を、中越地区を中心に行っています。また、
多様な資格や免許取得に積極的に取り組んでおります。

電気工事は、人の手でしか作り上げることができ
ません。「現場は快適です」とは決して言えませ
んが、照明が点灯され完成した時などはベテラン
になっても、とてもうれしい瞬間です。材料が無
駄にならないようにすることで、環境にも配慮で
きるよう努力しています。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　アサヒデンセツコウギョウ 認定取得状況

株式会社　朝日電設工業 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-1103 その他
長岡市曲新町1978-1

TEＬ 0258-35-2370 ＦAX 0258-35-6904
業種 電気工事士 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 公共施設、商業店舗、工場等の電気工事

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

9
（全社56人） 人 30

技術スタッフ 歳 8 日/年 5 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

建設業界では「知る人ぞ知る」ニッチトップ企業です。「安全と
使いやすさ（Safety＆Useful）」というシンプルな目標を軸に
30年以上、600社以上のお客様に信頼され、年間300現場以
上のモノレールサービスを提供し続けております。産業用モノレ
ール事業に関しては、開発からコンサルティング、現場運営、保
守、メンテナンスに至る全てのノウハウを学び、身に着けること
ができる環境が整っています。

マルジンマン：明るく力持ち、ちょっとおしゃれ
技術スタッフは平均年齢30代でチームワーク良
好　北海道から九州、そして世界遺産の小笠原諸
島や屋久島　全国各地にモノレールプロ集団を派
遣　大自然の中で「自分」を磨いてみませんか
マルジン手作りHPもご覧ください

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　マルジン 認定取得状況

株式会社　マルジン　　新潟営業所 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2316 その他
長岡市鳥越2255番8

TEＬ 0258-94-5772 ＦAX 0258-94-5773
業種 機械器具設置工事業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 産業用モノレール(急傾斜地運搬機)を地質調査、土木、電力工事における仮設運搬手段として提供
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

600 人 44.9 歳 7.77 日/年 40 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

物流業界はなくならない！「コンビニやスーパーに行けば物が買
える」そんな当たり前の暮らしを支え、人と人とをつなげるのが
「物流」の仕事。中越通運は地元新潟県を基盤とする総合物流事
業を全国展開しています。当社は皆さんの未来を一緒につくる会
社。仲間との新人研修・成長サポート・健康管理・働きやすさ、
この４つを柱に社員全員が前向きに仕事をできるような企業づく
りを進めています。

当社には地元企業の製品を輸送するドライバー以
外にも、フォークリフトを操作して倉庫内の荷物
を動かすフォークリフト職など様々なお仕事があ
ります。また、資格取得支援制度にも力を入れて
おり、トラックやフォークリフト免許だけでなく、
普通自動車免許取得にも利用できます！

□

事業所名
フリガナ チュウエツツウウン　カブシキガイシャ 認定取得状況

中越通運株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-0073 その他
新潟市 中央区 日の出 三丁目 4－15

TEＬ 025-245-7561 ＦAX 025-241-9351
業種 運輸業 就業場所 所在地に同じ 長岡市新産　/　長岡市千歳

事業内容 陸上輸送事業・倉庫事業・鉄道輸送事業・引越移転事業・物流センター運営事業

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

60 人 47 歳 8 日/年 22 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

伊藤建設は10年先を見据えて前進する企業です！
当社は昭和49年設立、中越地区でも数多くの大型建設機械を所
有する建設会社です。
社員は60名、グループ会社を含めると130名前後になります。
建近年はICT搭載の機械も多数導入し、主に信濃川関連の工事に
携わっています。グループ会社には「イトー運輸」「丸喜石油」「伊
藤整備」があり、日帰り温泉施設『喜芳』も当社のグループです。

近年は、予期せぬ自然災害が多数発生しています。
その災害による被害をできるだけ最小限に抑える
ため、国土強靭化対策、災害復旧工事や道路除雪
などは私たちの生活には欠かせません。その一端
を担っているのが私たち建設会社です。社会に大
きく貢献できるやりがいのある仕事です！

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　イトウケンセツ 認定取得状況

株式会社　伊藤建設 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-2053 その他
長岡市福道町字前田760番地

TEＬ 0258-27-4771 ＦAX 0258-27-4772
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 公共土木工事（大規模土工事）、産業廃棄物中間処理（再生砕石製造販売）、道路除雪作業など

無駄な隙間を作らずに積
み込めたときは気持ちが
いいです。

子どもの頃から乗り物が
好き。トラックの運転手
は、憧れの仕事でした。
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

161 人 44.8 歳 7 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 2 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

私たちは、『安全・信用・確実』をモットーに新潟県内全域に食
品や自動車部品、ガソリンなど様々なお客様の「物」を運んでい
ます。普段目にするトラックは当たり前の生活を支える縁の下の
力持ち。皆さんもどこかで私たちのトラックを見たことがあるか
もしれません。大変な時こそ助け合う、プロ意識をもったたくさ
んの「人」が活躍しています。新潟に密着して事業を展開する丸
新グループの1社です。

「運送・トラック」と聞くと家庭に荷物を届ける
宅配を連想される方が多いかと思います。私たち
はそれとは違い、企業と企業の間の荷物を運びま
す。形は違いますが、やりがいがあります。皆さ
んがお持ちのイメージが少しだけ変わるかもしれ
ません。

□

事業所名
フリガナ トウザイウンユカブシキガイシャナガオカエイギョウショ 認定取得状況

東西運輸株式会社長岡営業所 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 950-2031 その他
新潟市西区流通センター6丁目3番地6

TEＬ 025-260-0707 ＦAX 025-260-4196
業種 運送業・倉庫管理業 就業場所 〒940-0871　長岡市北陽1丁目53番73

事業内容 一般貨物自動車運送事業・倉庫管理業

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

15 人 38 歳 10 日/年 0 ～ 3 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

お客様の人生の節目のお手伝いが出来るように「トータル美容
師」の育成を目指し、美容技術はもちろんブライダル・メイク・
エステ・着付に至るまで各種カリキュラムを設定。
お客様はもちろん、働くスタッフの美と健康の為「弱酸性美容
法」を推奨。技術、サービスの向上の為の講習会を実施。ブライ
ダル等の式場・貸衣装店との提携業務。各種美容コンク－ル、着
物着付コンク－ルにて入賞者多数輩出。

・通信制の学費等は会社で助成可能です。
・国家試験合格までのフォロ－致します。

□

事業所名
フリガナ ユウゲンガイシャ  サヨビヨウシツ 認定取得状況

有限会社　サヨ美容室 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0867 その他
長岡市豊2丁目12-10

TEＬ 0258-33-6377 ＦAX 0258-33-6389
業種 生活関連サービス業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 新潟県内4店舗

事業内容 美容技術（シャンプー・カット・カラｰ・着付・ヘアセット　など）
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校
了

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

190 人 35 歳 10 日/年 30 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ 県内のみ あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

当社は、豊かな食文化を通じてお客様に喜んでいただき、地域に
貢献することをモットーとしています。お寿しは主な食材が『米
と魚』とシンプルな料理です。素材の善し悪しだけでなく、職
人・スタッフの心配りがお客様へストレートに伝わります。です
から『人』はとても重要です。創業69年、富寿しのフィールド
は新潟・長野そして海外に広がり計24店舗を運営しております。
今後も郷土の恵みを大切にし、その良さを発信します。

富寿しグループでは、お客様から「ありがとう」
「また来るね」とお声掛けいただく事が多く有り
ます。そしてスタッフは、そのお客様の笑顔に、
やりがいを感じ日々充実して働いております。
サービスマインドが高く、「人の為に自ら動ける
人」が活躍する会社です。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　ミヤザキショウテン（トミズシグループ） 認定取得状況

株式会社　宮崎商店（富寿しグループ） はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 943-0841 その他
上越市南本町3-5-4

TEＬ 025-523-2367 ＦAX 025-522-2936
業種 飲食・サービス業 就業場所 所在地に同じ 新潟・長野の当社店舗（20店舗）

事業内容 寿司・和食を中心とした飲食店を運営

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

33 人 42 歳 13 日/年 15 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

操業58年の鋳物づくりの会社です。
自動車部品　工作機械部品　等　幅広い種類の各種産業機械部品
として広範囲で社会に役立っています。
材質もそれぞれの製品特性に応じて多品種を作り分けしています。

鋳物のもの作りは
砂練り　鋳型（いがた）造型　鋳鉄溶解
注湯（ちゅうとう）型バラシ　ショット（砂落とし）
加工整形　検品出荷　と続きます。
造型者～総ての製品に精通し
他社との御縁を繋ぐプロになりましょう。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　コンエー 認定取得状況

株式会社　コンエー はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 959-0161 その他
長岡市寺泊竹森1530番地

TEＬ 0256-97-2872 ＦAX 0256-97-4898
業種 鋳物製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 溶けた鉄を鋳型（いがた）で形造る銑鉄鋳物（せんてついもの）を製造しています。
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

131 人 39.9 歳 6.2 日/年 34 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ あり あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

コンビニ・ドラッグストアや大手スーパーなどの冷凍冷蔵設備、
店舗や工場の空調設備を設計施工し、完成後のメンテナンスまで
一貫体制で行っています。この体制は大変珍しく、その技術力や
サポート体制は、お客様に高く評価されています。私たちの生活
に欠かせない「食」に密接に関わる仕事のため、将来に安定感が
あります。新潟・長野・関東で８拠点を展開しています。今後も
お客様のご要望に沿えられるよう拡大していきます。

・「顧客満足ダントツNo.1」を目指し、お客様
の多様なニーズにお応えしています　・メーカー
研修や先輩の指導により、着実に技術を習得でき
ます。日々成長できる環境です　・２年に１度社
員旅行を催しています。費用の約２/３は会社が
負担、旅行中は特別休暇がもらえます

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ ミタカ 認定取得状況

株式会社 ミタカ はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 945-1344 その他
柏崎市大字両田尻515

TEＬ 0257-23-7971 ＦAX 0257-23-7972
業種 総合設備業 就業場所 所在地に同じ 長岡営業所（長岡市新産3丁目1-3）

事業内容 企業や事業所を対象とした、冷凍冷蔵庫・エアコン・厨房設備の設計・施工・販売・メンテナンス

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

30 人 46.4 歳 8.4 日/年 2.1 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 － ％ なし なし なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

長岡市内を主に地元に根付いた事業展開しており、現場も市内が
ほとんどになります。公共・民間工事を柱に、公共施設の維持修
繕、除草、除雪などを通じて地域貢献しています。
「技術と誠意で地域開発に貢献する」をモットーに、個人の能力
に合った働き甲斐のある職場づくりに取り組んでおり、従業員の
割合も20～30代が40%と若い力が大活躍しています。

「土木に関心がある」
「体を動かす仕事がしたい」
「重機を動かしてみたい」
そんな方に向いている仕事です。
やる気のある方を会社も全力でバックアップしま
す。

□

事業所名
フリガナ オガワコウギョウ　カブシキガイシャ 認定取得状況

小川興業　株式会社 はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 949-5409 その他
長岡市西野1906番地

TEＬ 0258-92-2401 ＦAX 0258-92-2694
業種 建設業 就業場所 ✓ 所在地に同じ 長岡市内

事業内容 総合建設業として、道路、河川、水道、ガス、建築など「土木工事」を中心に様々な工事をする会社です。
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従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

63 人 42 歳 10 日/年 10 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 － ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 100 ％ なし あり なし

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

長岡市内で切削工具製造を中心に、精密部品加工,溶射事業を行
っています。ダイヤモンドや超硬といった金属を加工するための
硬い素材の加工を得意とし、異なった素材を組み合わせることか
ら生まれる新しい価値を創造していきます。研ぎ澄まされた特殊
な技術で業界をリードし、私たちにしか創り出せないオンリーワ
ンの製品を極めていきます。職場は温度管理されたクリーンな環
境で、比較的小さな部品の取扱が多いことが特徴です。

ものづくりのスタートとなる工具の製造を行って
いる会社です。ダイヤモンドなどのとても硬い素
材を加工することや、異素材を組合わせることが
得意です。自動車、半導体を中心に安定した事業
展開を行っています。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャオータニツール 認定取得状況

株式会社オータニツール はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 940-0013 その他
新潟県長岡市原町1-5-25

TEＬ 0258-24-5434 ＦAX 0258-24-0589
業種 製造業 就業場所 ✓ 所在地に同じ

事業内容 特殊切削工具製造、精密部品受託加工、溶射事業

従業員数 平均年齢 有給休暇の平均取得実績 月平均残業時間

48 人 32.5 歳 5 日/年 20 時間
（取得総日数/社員数）

育児休暇取得状況
（直近３年度）

男 0 ％ 転勤 社内研修 キャリアアップ
支援

女 0 ％ なし あり あり

■企業ＰＲ ■仕事風景

■会社からのメッセージ

■各種データ

弊社は会社が若く、社員も20代から30代の人が多いです。そ
のため高校生の方が入社されても働きやすい環境だと感じてもら
えるはずです。日々挑戦する事業が増え、勢い・エネルギーに溢
れています。充実したサポート体制の中、お客様に寄り添い思い
やることを第一に、社員一同奮闘中です！
ご来店されるお客様はもちろんのこと、社員それぞれの夢も叶え
られるように一緒に頑張ります！

創立4年目とまだまだ若い会社ではありますが、
若いからこそ年齢関係なく全員で成長していきま
す。先輩社員、新入社員も垣根なく大切な意見を
持っている特別な存在なので、どんどん考え、共
有し、実行してもらえたら嬉しいです。

□

事業所名
フリガナ カブシキガイシャ　アップデート 認定取得状況

株式会社アップデート はたプラ ハッピーパートナー くるみん
えるぼし ユースエール 安全衛生優良企業

所在地
（本社）

〒 954-0053 その他
新潟県見附市本町1-1-37　（就業場所）長岡市古正寺3丁目116

TEＬ 0258-94-4638 ＦAX 0258-94-4638
業種 建設業 就業場所 所在地に同じ 新潟県内2店舗

事業内容 地域密着のホームビルダー事業です。土地探しからアフターフォローまで一貫して行います。
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令和３年度「高校生のための企業フェスｉｎアオーレ」にご参加いた

だきありがとうございました。本イベントはいかがだったでしょうか。

ぜひ、皆さんの声をアンケートでお聞かせください！（アンケートは各

校にご提出ください。） 

長岡市 

Ｗｅｂ版もＣＨＥＣＫ！！ 

Ｗｅｂ版
はこちら 

　この冊子に掲載されている企業ＰＲシートは、本イベントにお申込み

いただいた全ての企業を掲載しています。長岡市、小千谷市、見附市、

出雲崎町に事業所のある企業全１３０社が掲載されていますので、この

冊子を有効活用していただき、業界研究や企業研究にお役立てください。 
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85 86 87

多目的室C 多目的室B 多目的室A

アクシアル
リテイリング
グループ（原信）

会議室C 会議室B 会議室A

88 89 90

コロナ

２、３階会場へ

◆会場ＭＡＰ　　※　　　マークは「はたプラ」賛同企業です

63

62

ユキワ精工 越後札紙 イートラスト INPEX
信濃川
令終会

カネモク工業オムニ技研

75 76 77 78 79 80

1

2 15 27 39 51

14 26 38 50

ピーコック
アルプス
アルパイン

山﨑組

5 18 30 42 54 66

64

4 17 29 41 53 65

3 16 28 40 52

東京ロスト
ワックス工業

阿部幸製菓

6920 32 44 56

12 73

9 21 33 45 57 70

新潟県醤油
協業組合

クレア
メディコ

TDKラムダ 木村食品

7461493725

松井組 コロナテクノ

苗場福祉会
北陸施設

工業

新デンシ
ヤヨイ

サンフーズ

24 36

13

10 22 34 46 58 71

11 23 35 47

システム
スクエア

大和電機
産業

ビップ

48 60

２、３階会場へ

アリーナ

ル・クール ヨネックス マルシャンブルボン

59 72

67

68

19 31 43 55

三古老人
福祉会

コンドウ
印刷

越後製菓

渡辺建設

大石組 アドテック
エンジニアリング

北陸製作所 スミック

日乃出江口

ベスパック

宮下電設

6

7

氣輪工業

8

ミクロ技術
研究所

オーエム
製作所

ホンダ
四輪販売長岡

長岡福祉
協会

今町コロナ

北澤工業 長岡福寿会

志田材木店
第一測範
製作所

物理計測
コンサルタント 田村製作所

AMAZING
HAIR

中元組

渡辺リネン 太陽工機

鈴民精密
工業所

長岡東山福祉会

遠藤電機
タカハシ
キカイ

アキラ工業 藤田金屬

太陽メディケア
サービス

JVCケンウッド
長岡

大森機械
工業

エヌ・
エス・エス

岩塚製菓

中越
自動車学校

良電社

ナンバ ケミコン長岡

草野商店 小杉土建

多田組 難波製作所

長岡グランド
ホテル

エスケイ
エンジニアリング

中越興業

ケーエス
エス

立川メディカル
センター

上越
スターチ

久保誠
電気興業

たかの

北越トラスト

大原電業

中越老人
福祉協会

フジ機工

太平興業

アリーナ２階会場 アリーナ３階会場

学生待機場所


