
企業ガイドブックにいがた 検索

スマートフォン対応型ガイドブック
ホームページ掲載企業数400社以上
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建設業

製造業

卸・小売業

金融・
保険業

情報・
通信業

サービス業・
その他

電気・ガス

運輸業

医療・福祉

建設業

おかげさまで50周年　実績と安心の総合防水

阿部工業 株式会社
地域社会と地球環境に貢献

アスファルト舗装工事・土木工事

 ㈱越佐ロード 株式会社 エフ・ピーアイ
化学プラント建設・機器製作・各種工事

電気工事は一灯より

株式会社 応用電業社
やってくる時代に、何をつくろう

株式会社 加賀田組

人と街を繋ぐ看板を作ります
株式会社金井電設新潟支社

神田鉄筋工業 株式会社

北日本建材リース 株式会社
新潟の通信を支えて100年

株式会社 熊木建築事務所

緑花を通してお客様に快適な環境を提供する 安全な暮らしと美しい自然を守ります

グリーン産業 株式会社
屋根・外壁・雨どい工事の事なら

有限会社 ケービーワーク

『地域に根ざした土台になろう』を合言葉に

株式会社 坂電工業

一度のご縁を一生のおつきあいに

株式会社 砂井
確かな技術、大きな信頼

株式会社 佐藤重機建設

セキスイハイム信越 株式会社
新潟支店

人に夢、街にぬくもり

第一建設工業 株式会社

住まいのトータルカンパニー 鉄で暮らしを創る

有限会社 高喜鉄工

新たな挑戦、未来を拓く 特別な当たり前を建物へ

㍿中央コントロールズ社

株式会社 テクノジェット 東亜工業 株式会社 新潟事業所

ガラスのもつ価値を最大限高めます

株式会社 中村ガラス
地域社会へ「住」で貢献する企業

お客様の安心と、地球の安全は、社員の誇りです。 冷凍冷蔵・空調・GHP・厨房
企画／設計施工／メンテナンス

つながる安心、つながる未来。　

株式会社 ネクスコ・エンジニアリング新潟
過去を未来へ今を次の世代へ 最適な設備運用を支援する設備サービス業

企業情報一覧
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各業種の企業の詳しい情報は、
業種枠内の二次元コード（スマートフォン対応）により、ご覧いただけます。

サービス業・
その他

〉〉〉建設業の続き

株式会社 パパまるハウス

株式会社 湊創業

環境・人・産業の調和

株式会社 森下組
優れた技術と機動力

株式会社 山下技建

電気工事・電気通信工事・土木工事 最適空間実現パートナー

大きな創造　大きな信頼

株式会社 渡大組

製造業
精密ダイヤモンド砥石製造販売

株式会社アダマス

有限会社
阿部仏壇製作所

生産現場の求めるモノを形に

 株式会社 イシイコーポレーション

（限りなき挑戦）

新潟の風情をお菓子にこめて

株式会社 大阪屋 株式会社 大谷
切削工具、精密部品加工のスペシャリスト

株式会社 加島屋
ものづくりを縁の下から支える 米菓のリーディングカンパニー

人の未来とテクノロジーの融合 航空機部品も作っています

株式会社 クボ製作所
ひとつひとつ真心込めた物づくり

グリーソンサイクニ 株式会社
世界に通用する小さな大企業をめざせ

プラント設計　製作　施工！

株式会社 権平工作所
幸せのシーンを一人でも多くの人へ

三幸製菓 株式会社

移動式昇降台装置の設計・製造・販売・レンタル 和豚もちぶた　越後もちぶた

しばたパッカーズ株式会社
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〉〉〉製造業の続き
特注装置の設計・製造・販売

 株式会社 ジャステム
確かな品質でニーズにお応えします。

 シンコー株式会社

水門・除塵機・ポンプ設備 設計製作 「モノづくり」の全工程に携わることができる企業です！

株式会社 ソーゴ

十人十色の視点から生まれるオンリーワンのモノづくりコトづくり コトづくりで、地域を元気に。 図面一枚で、金型製作から鍛造まで

株式会社 滝口製作所
北越紀州製紙グループ

変化・挑戦・創造

株式会社テクノ北越

食を通じてペットの健康を考えます 水溶性天然ガスとヨウ素

株式会社 富井工業所
産業用インクジェットシステムのインテグレーター

 株式会社 トライテック

ナミックス 株式会社
計量を通じて社会に貢献

株式会社 新潟計量システム
信頼のマーク　鹿印合板

新潟合板振興 株式会社

技術と信頼のダイヤモンド
 新潟通信機株式会社

『技術と信頼』で未来をカタチに

新潟ペインティング 株式会社

表面処理全般・環境対応表面処理
ニイブロ 株式会社

チーム日軽金として 異次元の素材メーカーへ

日軽新潟 株式会社
今日を磨き、磨かれて明日へ。

 株式会社 野水機械製作所

皆様の食生活を守るプラスチック容器屋さん

ハセガワ化成工業 株式会社
最適なソリューションを追求する 
株式会社 日立産機中条エンジニアリング

株式会社 双葉印刷
カタチとシカケをデザインする

株式会社 プレスメディア

安全の創造
北越紙精選株式会社

㈲ホクヨー製作所
おいしさはコミュニケーション

株式会社 堀川

松山重車輌工業 株式会社
健康と豊かな食生活に貢献します。

マルシン食品 株式会社 株式会社 丸山車体製作所

創意と技術で未来を拓く

 株式会社 ミツワ  新潟営業所

社会常識と意欲があれば自分が活きる職場

森鐵工 株式会社
大地からの恵　ヤマキのお漬物

株式会社 ヤマキ食品 株式会社山之内製作所

株式会社 リリー
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卸・小売業
129店舗を展開する、新潟県売上NO.1のスーパーマーケット

アクシアル リテイリング株式会社
（原信・ナルス）

地域のためになるか  仲間のためになるか 「あったらいいな」を包む「器」を提供します

 新潟支店

「食」を支え「食」の未来に貢献する

株式会社 いりやまと
「挑戦を楽しむ集団」

計測制御と産業機械の総合商社

株式会社越後 イエローハット
知恵と熱意と創造力を注ぎ、次代の風は私たちがおこす。

小形商工 株式会社

地域の皆様の「食」を考える。 食べ物からの健康づくり

株式会社 きのこや

『おいしい・たのしい・やさしい』お店づくりを目指しています

株式会社 キューピット 株式会社 清野屋
お客様のビジネスサクセス 新たな価値を提供しお客様とともに発展する

 株式会社 コメリ
地域に密着した産業機器の総合商社

株式会社 佐藤商会

快適な「オフィス」のためのプロ集団 おいしさは品質。あなたの街の清水フードのこだわりです。

清水商事 株式会社

「人から愛される企業」を目指して

スズキ新潟販売㈱ 太平興業株式会社 新潟支店 株式会社 髙助

包装のトータル・パッケージ・プランナー 住宅建材・内外装工事・角神温泉「ホテル角神」
株式会社 田中石油

先端技術とともに進む工業技術専門商社 「食」への挑戦 未来の健康今から食べよう！

株式会社 にいがたエネルギー

農業の元氣は、クボタから！
新潟県酒類販売 株式会社 株式会社 新潟材協

伝えます。うるおいとよろこびの、酒文化。

新潟酒販 株式会社 新潟冷蔵 株式会社

「モノ」ではなく、
「コト」を売る会社 株式会社 ネイグル新潟

光がある 文化と感動の創造集団

株式会社 ヒウラ 美容、健康、福祉、あなたの幸せな人生に役立ちたい

プレヒアメディカル㈱

新鮮な魚を新鮮な心で

堀川鮮魚 株式会社

365日オープン

株式会社 ホンダ北越販売
人が好きです。補聴器で笑顔にしたい。

マキチエ 株式会社 新潟営業所 株式会社 マテラル

有限会社

建設業

製造業

卸・小売業

金融・
保険業

情報・
通信業
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各業種の企業の詳しい情報は、
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〉〉〉卸・小売業の続き
健康に奉仕する

人のいる空間を考え続ける あなたの“人間力”を『専門店』で磨き上げてみませんか。

株式会社 山下家具店
半世紀以上にわたり、新潟の魚食文化に携わっています

山津水産 株式会社

大切にしたい、日本の豊かな「こころ」と「伝統」

株式会社 吉運堂  歴世礦油 株式会社

時代と共に　新潟と共に

金融・保険業
地域の皆様に一番近いコミュニティバンクです。

協栄信用組合 株式会社 大光銀行

新潟縣信用組合

働く人の夢と共感を創造する

新潟県労働金庫

運輸業
ちゃんとしたお引越し

アーク引越センター北陸（株） 清水配送 株式会社 中越運送 株式会社

ビジネスを変える物流システムで、日本を動かそう！

トナミ運輸信越 株式会社
「シルバー特急便」で企業間物流に貢献する

新潟運輸 株式会社

新潟交通 株式会社
食品物流のトータルソリューション提供 安全・迅速・確実な輸送

株式会社 新潟丸和運輸

新潟名鉄運輸株式会社

菓子・食品の物流プランナー
日本通運 株式会社 新潟支店

富士タクシー 株式会社 株式会社 リンコーコーポレーション

電気・ガス
ガスを通じて豊かな暮らし…　「地域のなんでも屋さん」

 高野ガス 株式会社

情報・通信業
株式会社 アルコン

株式会社 イーエムエス新潟
株式会社 インテリジェントシステム

建設業

製造業

卸・小売業

金融・
保険業

情報・
通信業

サービス業・
その他

電気・ガス

運輸業

医療・福祉

企業情報一覧
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〉〉〉情報・通信業の続き
新潟の地から世界に向けて先端技術を発信する

キヤノンイメージングシステムズ 株式会社

最適なソリューションの提供を通じて社会に貢献する

コンピュートロン株式会社 新潟支店

いつでも、その先へ。

共に喜び、共に栄え

芝通アドバンス 株式会社 株式会社 スペースアルファーシステム
新潟経済をもっと身近に

にいがた経済新聞
新潟の情報を速く、深くお伝えします。

３D（電波・電子・デジタル）プロ集団
株式会社 日本ソフトウェアビジネス

株式会社 
1970年創業、新潟のIT業界に根ざして

株式会社 マルゴシステム

株式会社 メビウス

サービス業・その他
～まちを、ひとを、未来をアートする～

Ａｒｔ税理士法人
真心を込めてお客様へスマイルいっぱいの人材派遣サービスを！

AISMILES� 株式会社アイスマイルズ
ようこそ。街づくりが始まる場所へ。

 株式会社 青山設計

アクシーで泳いで動いてみんな元気！！

株式会社 アクアシガータ
感動と夢をあなたに

株式会社 アルファブライト
安全と美味しさと喜びを

石本商事 株式会社

（新潟県弁護士会所属）

私たちの笑顔でHAPPY LIFEを応援します！

事業創造で、幸せな社会を。NSGグループ

株式会社 NSGホールディングス

医療事務サポーター

株式会社 エム・エス・シー
本業に専念できる幸せを提供する

社会保険労務士法人　大矢社労士事務所

お客様と共に成長していくことを目指します

税理士法人 小川会計
人と車が輝き続ける未来を創造します

有限会社 カーフレッシュ新潟
総合建設コンサルタント

誠実さと信頼の名のもとに

システム開発センター

建設業

製造業

卸・小売業

金融・
保険業

情報・
通信業

電気・ガス

運輸業

医療・福祉

各業種の企業の詳しい情報は、
業種枠内の二次元コード（スマートフォン対応）により、ご覧いただけます。

サービス業・
その他
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〉〉〉サービス業・その他の続き

北日本防災警備 株式会社
総合人材サービス会社

株式会社 キャリアステーション 株式会社 三愛ビル管理

Sankyo Group　❖❖❖住まいの環境づくりをめざす❖❖❖ 食を通じて喜びと感動を

株式会社 三宝
～ 暮らしに笑顔と安心を ～

信濃土地 株式会社

水と土と緑の建設コンサルタント

株式会社 新栄技術
やさしく・かしこく・たくましく

学校法人 真人学園 真人幼稚園

第二の家族的学び場を目指す

 株式会社 真友社
全車種対応

株式会社 水原自動車学校 株式会社 西武フーズ

セコム上信越 株式会社
警備を通じて、地域社会の安全と安心を守ります。

株式会社 綜合タップ
信頼と実績の総合建設コンサルタント

快適空間創造企業

中越クリーンサービス 株式会社

新潟の社長.tv

株式会社 ティーネットエンタープライズ

東光商事 株式会社

ビューティ＆リラクゼーションサロン

ドリームハート 株式会社
進化する技術、変わらぬ信頼で未来を築く

新潟青山法律事務所

展示・会議室NOCプラザをご利用下さい。

 ㈿新潟卸センター
百年企業を創造する真のビジネスパートナー

税理士法人 新潟会計アシスト
商工会は地域発展のパートナー

新潟県商工会連合会

豊かな田園空間を創造する水土里ネット新潟

新潟県土地改良事業団体連合会
耕そう、大地と地域のみらい。

JA新潟中央会 学校法人 新潟高度情報学園

パワーアップ5000会員増強運動実施中！

 新潟商工会議所
新潟を運転免許のメッカに！！

新潟綜合警備保障 株式会社

食を介し、健康を創る

株式会社 日本フードリンク

株式会社 沼垂不動産

有限会社 パートナーズ（バターフィールド）
　

送る心を大切に

株式会社ピーエイ
地域に根ざした総合人材サービス会社 廃棄物を地域資源に再生する

水が織りなす越後の宿 双葉

株式会社 双葉
訪れる全てのお客様に喜びと安らぎを

株式会社 ホテル清風苑 株式会社 ホテル新潟（ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟）

鮨割烹 丸伊・旨いとんかつ かつ平

株式会社 丸伊
にいがたの住まい探しは

株式会社 マンションセンター

総合アウトソーシング
私達は 笑顔をつなぐ おもてなし空間を目指しています

ガーデンホテル マリエール

㈱東映ホテルチェーン

新潟東映ホテル

建設業

製造業

卸・小売業

金融・
保険業

情報・
通信業
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〉〉〉サービス業・その他の続き
水から生まれる快適な暮らし

ワタナベグループ

医療・福祉
元気な明日を生きるために。

介護と保育の進化を求め みんなの心を豊かにします

一人一人の個性を活かす福祉
その人らしく暮らせるために、たくさんの笑顔がみたいから

社会福祉法人�かえつ福祉会

人間を大切にすることがすべての根元である

 社会福祉法人 亀田郷芦沼会
「もうひとつのわが家づくり」

社会福祉法人 桜井の里福祉会
高齢者と障がい者の楽園
社会福祉法人

ジェロントピア新潟

社会福祉法人 春陽福祉協会
特別養護老人ホームまつはま園・特別養護老人ホーム新屋敷まつはま園

医療法人 徳真会グループ
自らが受けたいと思う医療と福祉の創造

社会福祉法人 苗場福祉会

健康診断・人間ドック・リハビリ病院・老人保健施設

一般社団法人 新潟県労働衛生医学協会 社会福祉法人 新潟南福祉会
笑顔であかるく安らぎにみちた暮らし

“人”を一番大切に　お客様視点でサービス提供

サニーウインググループ

㈱ヘルスケア・エージェンシー・ジャパン
みんなで仲良く楽しく介護しています

株式会社 豊寿園
地域で暮らす喜びをいつまでも

社会福祉法人 吉田福祉会

あなたの笑顔が福祉になる

建設業

製造業

卸・小売業

金融・
保険業

情報・
通信業

電気・ガス

運輸業

医療・福祉

各業種の企業の詳しい情報は、
業種枠内の二次元コード（スマートフォン対応）により、ご覧いただけます。

サービス業・
その他
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その他

若 者

新潟市就職応援サイト

にいがたUターン情報センター 検索

新潟県U・Iターンコンシェルジュ 検索

新潟企業情報ナビ 検索

すべての働く人のためのハンドブックすべての働く人のためのハンドブック
女性をはじめすべての人が働きがいと意欲を持ち、
安心して働くために役立つ関係法律や各種制度、
相談窓口などを掲載したハンドブック。
※「にいがたで働こう」ホームページからご覧いただけます。

1dayトライアルワーク1dayトライアルワーク
就活スタートへの第一歩、1 日限りの
インターンシップ！！ 
プレゼンやグループワークを通じて、市
内企業の魅力を再発見しましょう！

保護者のための就活応援講座保護者のための就活応援講座

にいがたで働こうにいがたで働こう
就職に関する各種相談窓口、
合同企業説明会などの就活関連イベントや
セミナー開催情報をチェックできます！
Facebookも開設中！　“いいね”待ってます♪

県の助成やサイト県の助成やサイト
■就職活動経費の助成
県外在住の大学生などが、県内で就職活動やインターンシップを行う際に、住所地と県内
の往復にかかる交通費や宿泊費の２分の１を補助します。

【問合せ】新潟県労政雇用課　TEL：025-280-5259
U・Iターン  交通費補助 検索県ホームページ内

■各種サイト

こちらから
ご覧いただけます▶

「新潟で就職してほしい」、「子どもの就
職活動は大丈夫…？」
そんな保護者の皆さまへ県内就職や企
業の採用情報、
役立つ情報をお
伝えします。
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平均家賃民間賃貸住宅の
１Ｋひと月当たりの （総務省住宅・土地統計調査 平成25年）

新潟 55,764円 東京 91,782円

生活平均時刻平日・有業者の （総務省統計局社会生活基本調査 平成28年）

新潟県 東 京 都 神奈川県
通勤時間 55分 １時間30分 １時間40分
帰宅時間 18：36 19：45 19：29
睡眠時間 ７時間52分 ７時間37分 ７時間31分

「住み続けたい」新潟
（新潟県県民意識調査 平成29年２月）

これからも住み続けたい 76.9％（新潟地域）
新潟県在住者「現在の暮らしの満足度・定住調査」

「離婚率」
（厚生労働省 人口動態統計 平成28年）

新潟 1.31件（全国46位）
人口千人あたりの離婚率

新潟県 18万8,900円 東京都 21万4,900円
初任給（大卒）（賃金構造基本統計調査 平成29年）

そうだ、大都市だけじゃない！
新潟にある多くの優良企業！

ワーク・ライフ・バランス
も充実♪

① ②

③

数年後、
子どもの預け先が
見当たらず、
家庭を優先…

人気企業
ばかり狙って、
就活全滅…

知名度のある、
大手企業で働きたい！
活躍するには
東京じゃなきゃだめ！

新潟にはあまり
企業が無さそう…？

“にいがた”で
働きたいあなたを
全力でサポート
します !!

男性の正規雇用率
（就業構造基本調査 平成24年） （就業構造基本調査 平成24年）

東京新潟0

76

78

80

（％）82 全国
２位

77.6

81.6

東京新潟0

40

50

60

（％）70

50.0

65.1

　　　　　 有業率育児をしている女性
（25〜44歳）の
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新潟市雇用促進協議会（新潟公共職業安定所・新潟商工会議所・新潟市）
新津職安管内雇用対策連絡協議会　　巻公共職業安定所管内雇用協議会
お問い合わせ：新潟市役所 経済部 雇用政策課▶TEL 025-226-1642

にいがたに惹かれたから。
ここで働く、ここで暮らす。


