
3月22日（火） 

10時～16時 

入場無料 
 

◎10時～「就活力UP!!パネルディスカッション」 
テーマ『業界研究ノウハウと採用担当の視点』 
参加パネリスト：「ツインバード工業」、「ナミックス」 
        「マコー」の採用・事業マネージャー 
 ※席に限りがあるため、“当日先着順”となります 
 

日程 3月22日（火）10時～16時 （入場受付：9時45分開始） 
内容 就活力UPﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ･ｾﾐﾅｰ、企業ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（ｾﾐﾅｰ室） 
   ﾌﾞｰｽ形式による12社の企業説明 (ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸﾋﾞｼﾞｭｱﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ室) 
会場 産学地域連携推進機構共同研究棟2号棟（旧ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾄﾘｰ ） 

   ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸﾋﾞｼﾞｭｱﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ室及びｾﾐﾅｰ室  

主催：国立大学法人 新潟大学   問合せ先：工学部 機械システム工学科 新田教授迄（025-262-7271） 

◎10時40分～15時20分「12社の企業プレゼンテーション」 

フォーラム参加企業たちが具体的な業務内容を説明。 
企業理解を深め、入社したい会社を見つけよう！ 
 ※プレゼンスケジュールは後日HPにて公開予定 
 ※席に限りがあるため、“当日先着順”となります 

◎14時10分～「就活力UP!!セミナー」 
テーマ 『履歴書作成ポイント（自己分析）と 
     面接で失敗しないコミュニケーション』 
 講師：グローカルマーケティング 営業支援部長 遠藤氏 
  ※席に限りがあるため、“当日先着順”となります 

[セミナー講師プロフィール（グローカルマーケティング 遠藤氏）] 
大学卒業後、東京の営業ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社に入社。中小企業から大手企業・ 
上場企業まで、様々な業種業態にわたる企業の営業支援を行う。そこで 
培った営業・販売のﾉｳﾊｳを活かして「新潟を若い人がもっと活躍できる場 
に変える」使命をもって、グローカルマーケティングに入社。 
自社の営業の第一線に立つと同時に、様々な新潟の企業の人財育成や 
営業力強化を支援。 

◎実績：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・営業力強化研修、未来を担う人財育成研修等、実績多数 

広域MAP 拡大MAP 
フォーラムの会場
は、丸印で囲んだ
ビルの1階だよ 



キャリアフォーラム出展企業  ～12社の成長著しい県内企業が集結～  
  ～就活力アップ3つのポイント～      その壱 積極的に企業の話を聞こう！ 

  その弐 人脈づくりの場にしよう！     その参 わからないことは必ず聞こう！ 

(株)太陽工機 （就業地 長岡市） 

当社は世界のものづくり 
を支える「立形研削盤」 
を製造販売している 
メーカーです。「研削盤」
は、0.001ミリという高い
精度で部品を仕上げる機械
であり、自動車・建設機
械・航空機など幅広い業界 
で国内外を問わず活躍して
います。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1. 他社の追従を許さない、製品開発力                            
2.「立形研削盤」のパイオニアとして、国内に 
 おいてはトップシェア“9割”獲得 
3. 0.001ミリという高い精度での部品仕上げ 

エヌ・エス・エス(株)（就業地 小千谷市） 

ものづくりのマザーマシ 
ンである工作機械の心臓
部、『スピンドル』 の
専門メーカーとして業歴 
は約130年を数え、金属 
部品の超精密加工を可能
とする企業として、数多
くの国内リーディング 
カンパニーと取引を行っ
ています。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1. 時代の変化に対応したものづくりを可能と 
 するスピンドルメーカー     
2. マイクロメートル単位の製品加工精度は 
    国内外トップクラス            
3. 多品種・少ロット・難加工品に対応し、 
 メーカーからの信頼が厚い 

(株)第一測範製作所（就業地 小千谷市） 

ものづくり企業の追求 
する「測定精度」や「測
定効率」を実現し、お客
様の品質や生産体制をサ
ポートしている精密測定
機器の専門メーカーで、
長年培った技術と信頼で
ＪＩＳ（日本工業規格： 

日本の国家標準の一つ ）の
改廃にも貢献しています。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1. ものづくり企業の長さや形状の「基準」を 
    つくり続けている 
2. 若手社員の定着率が高い 
3. 第一測範の技術は、高度化する豊かな社会を 
   下支えしている 

ツインバード工業(株)（就業地 燕市） 

培ってきた「ものづくり
の力」を「お客様の声」
に集約し、これまでにあ
りそうでなかった、そん
な製品を世の中に出して
いきます。 「一緒に、
つくる。お客様と。 」
日本の家電に、もっと
もっと、いいな！を。 
お客様と、私たちで。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1.コンパクトな組織で小ロット・多品種・スピード 
   開発ができます 
2.ものづくりの聖地 燕三条地域ネットワークで 
 高付加価値を創造をします 
3.日本橋ゲートオフィスやＳＮＳなど、 
 「お客様の声」を汲み取る仕組みがあります 

(株)システムスクエア（就業地 長岡市） 
食品・医薬品等の生産ラ 
インに誤って混入した異 
物を検出する、異物検査 
機のメーカーです。開発 
設計から製作販売まで手 
掛け、独自技術を搭載し 
た検査機で「食の安心・ 
安全」をサポートしてい 
ます。その範囲は国内だ 
けでなく、グローバルに 
展開しています。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1. 技術力－ 顧客ニーズを捉えたオリジナリティの 
                 高い商品開発 
2. 将来性－食品以外の業界、海外市場への更なる 
                 進出 
3. 社会貢献－生活に欠かせない「食」の安全面を 
                 支えている 

国土交通省 北陸地方整備局（就業地 新潟市など） 

安全・エコで最新の技術 
を活用した建設機械の開 
発や、建設現場での生産 
性を向上させる建設生産 
システムの開発・普及を 
通し、高品質な社会資本 
整備と効率的な維持管理 
支援しています。また災 
害対応に備えた高機能な 
災害対策用機械の開発・ 
配備を行っています。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1. 最先端の建設機械や建設技術の開発･普及 
   で社会に貢献 
2. 災害時は被災地の復旧を技術的に支援する 
   TEC-FORCEで活躍 
3. 研修や講習会等職員のスキルアップへの 
   サポート体制が充実 

ナミックス(株)（就業地 新潟市） 

当社は、エレクトロケミカル材料

の研究・開発、製造、販売を行な

う電子部品材料メーカーです。 

直接目にすることはあまりありま

せんが、現代の暮らしに欠かせな

い、ＴＶ、携帯電話、パソコン等

に当社の製品が使用されています。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1. 魅力は技術開発力！毎年売上の1割を研究開発費 
   に投資しています                                                                                                                                    
2. 売上の海外比率は70％以上！グローバルに事業を 
   展開しています                                                             
3. 2015年12月に「グッドカンパニー大賞」で 
  「グランプリ」を受賞しました 

ミズホ(株)（就業地 五泉市） 
世界の医療現場で使用さ
れている外科・整形外科
及び脳神経外科の手術台
や骨折治療に使われる器
具等を製造している企業
です。特に脳神経外科の 
「杉田クリップ （脳動
脈瘤クリップ）」 や 
手術台は世界市場の４割
を占めています。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1. 当社は世界品質に相応しい製品の開発・供給に 
 尽力しています 
2. 医療現場のニーズに的確に応える製品づくりに 
 努めています 
3. 開発部門と製造部門が隣接しているので製品化 
 がとても早い 

(株)アドテックエンジニアリング（就業地 長岡市） 

各種高精細プリント基板

用自動露光装置を柱に、

事務機器、医療機器部品

製造装置などの要素技術

開発、設計、製造、販売

を行っています。特に、

プリント基板用自動露光

装置の販売台数は、世界

トップシェアを誇ります。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1. 長岡市から世界に産業用自動化装置を供給する 
 会社です 
2. 幅広い観点から発想し、新しい技術開発・製品 
 開発に携われます 
3. 国内外の関係会社と連携したプロジェクトで 
 新規装置の開発に携われます 

マコー(株) （就業地 長岡市） 

水と研磨材とエアーによる 
表面処理技術である
「ウェットブラスト技術」
をキーテクノロジーとした
装置の開発・企画設計・ 
製造・販売メーカーです。 
自動車・半導体業界をはじ
め、多くの産業分野に向け
オーダーメイドの装置を納
入しています。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 
1. ウェットブラスト技術でオンリーワン企業 
2. 任される仕事に対する自己裁量が大きく自主性 
 を十分に発揮できる 
3. 自由な環境で働くことができ、居心地の良い職場 

(株)新潟ジャムコ（就業地 村上市） 
「技術を翼に世界の空 
へ」航空機内装品でトッ 
プシェアを誇るギャレー 
（厨房設備）・ラバト 
リー（化粧室）・その他 
を製造する企業です。  
世界に認められた航空機
内装品トップメーカー・ 
ジャムコグループの一翼
を担っています。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 

1. 航空機内装品で世界一のシェアを誇ります 

2. 平均年齢32歳。若者が活躍する活気のある 

    職場です 

3. 今後更に成長、拡大が予測される航空業界です 

(株)北村製作所 （就業地 新潟市） 

社会基盤にまでなってい 

る”ハコ”の専門メーカー 

として、 約70年技術を磨 

いてきた『ものづくり企 

業』です。 幅広いニーズに 

対応できる技術力・生産体

制を強みに、 日本を代表 

する多くの企業と安定的に 

取引を行っています。 

＜当社の魅力 スリーポイント＞ 

1.  常に一歩先の技術を磨くハコ”づくり専門メーカー 

2. 任され、期待してくれる職場環境だから、 

   成長が早い 

3. キタムラの技術が、社会から必要とされ続けている 


