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( 水曜日 ) 内 容

理工系学生対象の合同企業説明会 !

学部 1 年生から
院生まで歓迎 !

出展
企業

ブース形式による25社の企業説明
企業によるプレゼンテーション30分間を
13時、14時、15時から3回実施

主催：新潟大学工学部附属工学力教育センター　共催：（公財）新潟工学振興会／新潟大学大学院自然科学研究科教育研究高度化センター

開催場所

工学部講義棟（203・204・205・206・213講義室）

感染症予防のため、右記の事項へのご協力をお願いたします。 来場前の検温／体調不良・発熱のある方の来場自粛／感染症対策としてマスクの着用／こまめな手洗い、
うがい／咳エチケット・／安全な距離を保つ

日 時

大学のOB・OG が企業の
説明スタッフとして参加！

友達と参加したい！ 地元で働きたい！ もの作りがしたい！

キミにぴったりな地元企業を見つけよう！

株式会社アドテックエンジニアリング／株式会社NS・コンピュータサービス／株式会社遠藤製作所／株式会社オーエム製作所　長岡
工場／小柳建設株式会社／株式会社北村製作所／キヤノントッキ株式会社／CEC新潟情報サービス株式会社／株式会社システムスク
エア／シマト工業株式会社／シンワ測定株式会社／大平洋特殊鋳造株式会社／株式会社太陽工機／田辺工業株式会社／株式会社ツイ
ンバード／直江津電子工業株式会社／株式会社南雲製作所／新潟太陽誘電株式会社／hakkai株式会社／株式会社福田組／北越工業株
式会社／マコー株式会社／ミズホ株式会社／三星工業株式会社／株式会社リケン

こんな理工系学生をお待ちしています！

いつもの服装で
  OK！



当社は情報システムの構築や保守・管理、プログラム開発などの
SIサービスを提供するICT企業です。デジタル技術の進化が目覚
ましい現代、私たちの仕事や働き方は大きく変化しています。そ
の中で当社はビジネ
スのあり方をお客様
と共に考え、「ICTで
新たな価値を創造す
る企業」として地域
社会の発展に貢献す
ることを目指してい
ます。

CEC新潟情報サービス株式会社

ICTで新たな価値を創造する

新 潟

当社は物流・通信インフラや災害復旧をはじめ、わたしたちの生
活に欠かせないオーダーメイドの“ハコ”を造る企業です。一見た
だのハコですが、その中はお客様のニーズに応えた多種多様な
機能が搭載されていま
す。「積極的に行動す
る。ともかくやってみ
る」と基本方針にも掲
げてあるように、日々
チャレンジ精神を持っ
て働ける人をお待ちし
ています。

株式会社北村製作所

社会に欠かせない“ハコ”を造っています

新 潟

福田組は今年で120周年を迎えた老舗企業です。業務内容とし
ては主に建設工事の請負、企画、設計、監理およびコンサルティ
ング業務などを行っております。これまで多くの建設プロジェ
クトに参画して新潟の
街並みをつくり、安全
を守ってきました。今
後も日々磨いた技術を
もとに、「新潟」と「全
国」の発展に貢献して
いきます。

株式会社福田組

感動を、築く仕事

新 潟

「自分の成長も、働きやすさも、実現できる」
ホワイト企業認定、県内建設業では初の子育てサポート企業の最
上位である「プラチナくるみん」認定。“月平均残業時間2時間”を
実現しながら、社員の
平均年収は30万以上
UP。背景にある地道な
チームとしての働き
方変革とは？皆さん
とお会いできること
を楽しみにしていま
す！

小柳建設株式会社

変化を楽しもう。

加 茂

当社の製品はお客様のブランド名で販売されるため知名度は高
くありませんが、ゴルフクラブヘッド、医療機器、自動車の鍛造
部品、OA機器部品の4つの事業は世界でも確かな評価を得てい
ます。挑戦することが好
きな方、金属加工に興味
がある方、そんな方にお
会いできることを楽し
みにしています！

株式会社遠藤製作所

「心が躍る」「感動を届ける」ものづくり

燕

弊社は創業100年の歴史を持つ医療機器メーカーです。
弊社が果たすべき使命は「人々の健やかな毎日のために安心・安
全な医療機器と医療空間を提供し、医療従事者の満足と患者の
QOL向上に貢献す
る」ことです。顧客中
心・イノベーション・
プロフェッショナ
ルを企業理念に捉
え、私たちは日々、
邁進しています。

ミズホ株式会社

医療機器メーカーが果たすべき使命

五 泉

新製品の開発と製品の高
品質・生産の効率化に取
り組み、無限に広がる可
能性を与えてくれる新し
い「ものづくり」へ挑戦し
続けています。企画から
販売まで一気通貫の「モ
ノづくり」で活躍の場が
幅広いのが特徴です。

シンワ測定株式会社

“モノづくり”への徹底的探究心

燕

自社製品を持たず、取引先メーカーのものづくりのお困りごとに
向き合う会社です。
当社だけでは解決が難しい課題については、燕三条地域を中心と
した協力企業との連携に
よりソリューションを提
供することを強みとして
おり、まるで「忍者」のよ
うに日夜地域を飛び回っ
ています。

シマト工業株式会社

ものづくりのソリューション企業

三 条

お客様のお声に真摯に耳を傾け、燕三条地域の職人気質のもの
づくりで、お客様にご満足いただける商品・サービスをお届けし
続ける企業を目指します。人々を心から感動させ、本当に暮らし
を豊かにできるような、安心できる品質と、ずっと使ってもらえ
る機能をもった
本質的に価値あ
る家電をお届け
します。

株式会社ツインバード

心にささるものだけを。

燕

エンジンコンプレッサって？聞いたことがある人は少ないかもしれ
ません。しかし、国内シェアはNo.1、世界でも高い評価を頂いており
ます。
工事現場や鉱山資源採
掘等で使用され、社会
の発展を支えてます。
他にもモータコンプ
レッサや発電機等、社
会の明日を支える機
械を造っているメー
カーです。

北越工業株式会社

エンジンコンプレッサ国内シェアNo.１！

燕

装置の企画・設計～組立、現地のディスプレイパネルメーカーへ
の設置など、急速に拡大するグローバル市場に展開している会
社です。
また、社員の皆さん
が高いモチベーショ
ンをもって働くこ
とができる魅力的
な職場環境（年間休
日123日、入社時研
修、社員食堂など）
を整えています。

キヤノントッキ株式会社

新潟から→世界へ。最先端技術で未来を切り拓く

見 附

理工系学生対象の合同企業説明会 !

キミにぴったりな地元企業を見つけよう！

出店企業紹介 !



スマートフォンをはじめ、みなさんの身近な電子製品に必ず
入っているプリント基板。
その製造に必要な“露光装置”で当社は世界トップクラスのシェ
アを誇っています。
お客様のニーズを先取り
した最先端技術を搭載し
た各種装置は、みなさんの
未来を豊かにします。

株式会社アドテックエンジニアリング

技術でつなげる未来

長 岡

自動車・スマホの量産に欠かせない道具が金型です。
製造業の根幹を支えているといっても過言ではありません！
そんな金型を“日本トップレベル”の技術力をもつ南雲で設計し
ませんか？

株式会社南雲製作所

スマホのない世界、想像できますか？

上 越

直江津電子工業は半導体用シリコンウエハーの加工をしていま
す。未来社会の実現に深く関わる半導体用シリコンウエハー製
造は、更なる技術の進歩や成長が期待される分野です。長い年月
で培った加工技術とノウハウ、何よりも技術者達の熱い挑戦と
探求心を強みに、
これからも世界
水準を追求し続
けます。

直江津電子工業株式会社

目指すのは「未来の扉」を開ける技術

上 越

リケンは創業95年の自動車部品を中心に手掛けているメー
カーです。当社は経営理念に「技術の革新」と「常に変革」の精神
を掲げ、既存製品の性能向上はもちろんのこと、新製品開発の追
求にも力を注いでいます。
既存の枠にとらわれ
ず広い視野で物事を
みようとする方や、
国内外様々な場で活
躍したい方、ぜひ当
社で一緒に働きませ
んか？

株式会社リケン

技術を革新し、新製品の開発へ

柏 崎

業界トップシェアを誇るマコーのウェットブラスト装置は、世
界中で活躍しています。マコーは工場を持たないファブレス企
業であり、社員の仕事は設計や開発がメイン。世間を驚かすお客
様の製品開発に開発段階から関われるのが魅力です。若いうち
から大きな仕事に
自分の裁量でチャ
レンジでき、一人ひ
とりが主役として
働いています！

マコー株式会社

ウェットブラストで、世界中の表面処理課題の解決を。

長 岡

オーエム製作所は中・大型の立旋盤を得意とする工作機械メー
カーです。航空機のジェットエンジンや洋上風力発電の軸受、パ
ワーショベルやロケットなど幅広い分野のモノづくりに当社製
品が活躍中。さらに新
幹線の車輪メンテナン
ス用の車輪旋盤も手掛
けるなど、人々の目に
触れないところで安全
で快適な暮らしを支え
ています。

株式会社オーエム製作所　長岡工場

機械を創る、機会を掴め！！

長 岡

太陽工業は、ものづくりに欠かせない「工作機械」の一種、「研削
盤」の専業メーカーです。研削盤は、自動車やスマートフォンの
ような工業製品をはじめ、食品や薬品などあらゆるものの製造
に不可欠な存在。一台
一台お客様のニーズに
応じたカスタム対応を
行い、オンリーワンの
機械を世界に向けて販
売しています。

株式会社太陽工機

“機械をつくる機械”をつくる

長 岡

私達は新潟県トップクラスの規模と実力を誇るIT企業です。
自動車やオートバイ用のメータ製造の現場で培ったノウハウを
強みに、あらゆる分野の情報化ニーズに応え、地元・長岡への貢
献のためにもナンバー
ワンになりたいと考え
ています。

株式会社NS・コンピュータサービス

「モノづくり」と「IT」で地域・社会に貢献する

長 岡

新潟県内シェア率No.1★フードロス削減、お客様の人手不足の
解消、異物混入リスクの削減など、様々な面に貢献できる検査機
を毎年のように生み出し続けています。独創的な検査技術を用
いて、社会やお客様の課題解決に貢献します。

株式会社システムスクエア

技術で世界に挑戦する検査機メーカー

長 岡

私達のモノづくりは各種業界の製造ラインで使用される生産用
機械装置の製作において、開発段階より参画し共同開発したオ－
ダ－メイドの機械装置づくり。高精度な機械部品を多品種少量で
の生産が特徴です。私達
は機械製作を通じてお客
様のモノづくりを支え、
私たちの生活にある身近
なあらゆる商品づくりを
支えています。

三星工業株式会社

私達が日常使う様々な商品づくりを支える機械メ－カ

上 越

新潟太陽誘電が手掛ける、積層セラミックコンデンサ。
スマートフォンの高機能化、5G への移行、そして電気自動車
の発展…。今の世の中には私たちのつくる電子部品は欠かせな
い存在になっています。
小さな部品が生活を支
え、新しい明日を作っ
ていく、みなさんが日々
使っている電子機器の
中で私たちのつくる電
子部品が働いています。

新潟太陽誘電株式会社

技術は、人から。上越から、世界へ。

上 越

hakkaiは1μ単位の“超”精密加工技術を強みとし、製造に欠かせ
ない金型の設計・加工、そして超精密プラスチック製品製造の2
つを自社で実現することができます。製品製造のみならず、自動
機の自社製作・製造現場のDX化も積極的に推進しており、新た
な技術を駆使し、より多くのお客様のモノづくりを実現します。

hakkai株式会社

世界に誇る“超”精密加工技術で、モノづくりを！

南魚沼

特殊鋳鋼品のエキスパートとして、特に高い信頼性と耐久性が
要求されるエネルギー関連部品を多数製造しています。水力発
電タービンにおいては年間60台の製造能力を持ち、国内トップ
シェアを築いています。
人々の生活を陰で支え
る素形材メーカーとし
て基幹産業の更なる発
展に寄与して参ります。

大平洋特殊鋳造株式会社

高難度材質・複雑形状の鋳鋼品は国内トップシェア

上 越

化学・石油・医薬・自動車など、日本の　「ものづくり」　をリード
する大手製造業をお客様に、プラント設備や各種自動化装置と
いった「製品（もの）をつくるための設備（モノ）をつくる」総合エ
ンジニアリング会社で
す。実践的な教育で培わ
れた高度な技術力と、多
様な部門に展開する総
合力で、日本のものづく
りを支えています。

田辺工業株式会社

ものづくりのための、モノづくり。

上 越

技術は、人から。     
上越から、世界へ。   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


