登録
番号

事業所名

1 アイシン新和株式会社

事業内容

自動車部品を主体とする鋳鉄の鋳
造・機械加工製品の製造・販売

2 株式会社アイペック

非破壊検査、計測・調査、環境計量

3 安達建設株式会社

総合建設業 富山県内（主に呉西
地区）土木、建築、管、電気等の施
工管理
一級建築設計事務所 住宅、工
場、会館等新築、増築、リフォーム
の設計～施工
不動産業 土地、建物の仲介、売
買、アパート運営管理等
生コンクリート製造販売業
産業廃棄物収集運搬業 富山県、
岐阜県
温水プール施設運営管理 いなみ
交流館ラフォーレ、城端温水プール

繊維製品の各種付加価値加工,繊
維製品の販売(自動車内装材、メ
IAAZAJホールディングス株
4
ディカル資材、スポーツ衣料、アパ
式会社
レル等の染色加工とそれらにかか
わる企画等の付帯作業)

5 株式会社今井機業場

6 株式会社内山精工

スポーツウェアー素材、下着素材、
アウターウェアー素材、メディカル素
材、産業資材など機能性を重視し
たニット生地(経編トリコット)の開発・
製造

機械部品の旋削加工業務

対象学生
理工系学 理工系院

○

○

○

〇

〇

○

○

○

○

〇

〇

薬2

募集職種

本制度の
募集予定
人数

自社ＰＲ

ＨＰ

・機械系
1
・材料系

・トヨタ系アイシングループに属し自動車用の鋳造部品を担
当。
・50年以上に渡り富山の地から自動車産業を支えています。
・有給取得の促進を図りワークライフバランスの向上を進めて
います。
（2016年度有給取得実績17日/人、最低14日以上/人）

http://ww
w.aisinsinwa.co.j
p/

非破壊検査技術員
調査・計測技術員

2 特になし

「見えないものをみる」を社是に道路、橋梁、発電所、公共施
設等の建造物を検査・診断・解析等を行い、社会の安全を守
ります。仕事には厳しく、社内は楽しい和気あいあいとした職
場です。

http://ww
w.ipeccom.jp/sit
e/index.ht
ml

土木・建築エンジニア

土木・建築系で学んでいる学生。実務を経
験し、施工管理の資格を取得し、現場で専
1
門工事業者をマネジメントしていきたい学
生。

本年創業120周年を迎えた超地元密着型安定企業です！施
工地域は富山県内が主で転勤、出張なし。ワークライフバラン
スのとれた生活が実現！子育て支援の”くるみん”、女性が輝
く元気企業とやま賞、県委託事業海外女性技術研修員受入、
子育て応援企業認定、イクボス宣言など今一番熱い企業で
す！！

http://ada
chikensetsu.
biz/

開発営業、生産、品質管理

工学系研究科繊維システム工業専攻、生
活環境学、化学生命環境学科応用科学専
2
攻、物質化学科、感性工学科、機能高分子
学、ファイバー材料工学など。

当社の企業理念は、「私たちのまわりにいる子供たち
を入社させたいと思える会社を創ろう」です。明るく元
気にポジティブに仕事に取り組めるようチーム活動に
力を入れています。

http://ww
w.ichiamia
z.co.jp/

生産技術職(総合職)

工場の設備保全・メンテナンスを通じて、品
質、生産性、試作開発などを管理し、多様
な業務に携わっていきます。総合的な生産
1 技術の責任者へとスキルアップできるよう
指導してまいります。
機械・ロボット工学、化学・材料・生物学、
感性・心理科学など

富山県南砺市は日本一のトリコットの産地で、当社も
緯糸挿入編機の保有および生産量で国内トップクラス
のシェアを誇ります。スポーツ、インナー、ファッション
などの衣料から自動車、ハイテク、メディカルなどの非
衣料まで、様々な機能をもった当社の製品が大手企
業にも多数採用されています。

http://ww
w.imaikigy
o.ecweb.jp
/

2 特になし

・創業87年の長い歴史の中で培われた技術と信頼は
何事にも代え難い当社の宝です。
・活発な改善活動で工場内は社員の知恵とアイデアと
愛情が満載です。

http://ww
w.uchis.co
.jp/pc/

薬6

技術系総合職

製造

期待する研究分野・専攻など

登録
番号

事業所名

7 AWS株式会社

事業内容

・ソフトウェア開発
・IT基盤開発
・WEB＆ビジネスソリューション

アルファフレームシステム及び自動
エヌアイシ・オートテック株式
8
化・省力化装置等の開発、設計、製
会社
作及び販売

9 株式会社エムダイヤ

環境設備の設計、製造、販売
各種機械の修理、メンテナンス
リサイクル資源の収集

10 大谷製鉄株式会社

鉄筋コンクリート用棒鋼の製造及び
販売

11 株式会社小矢部精機

国内外自動車メーカー向け大型自
動化設備及びレーザ技術を使った
生産設備の一貫製作（設計・制作・
輸出・据付調整）

12 株式会社カシイ

エクステリア製品及びサイン製品の
企画開発・製造・販売・設置
県内住宅外構のプランニング

対象学生
理工系学 理工系院

○

○

○

〇

○

〇

○

薬2

募集職種

薬6

システムエンジニア
ITインフラエンジニア

本制度の
募集予定
人数

期待する研究分野・専攻など

2 全分野・専攻対象です

自社ＰＲ

ＨＰ

1985年設立以降、様々な業種・業態のシステム開発を手掛け
てきました。その経験を財産とし、お客様とともに成長していく
ことを目指しています。また、ITサービスの経験を積むことで、
スペシャリストになれます。わからないことや悩みなども相談し
やすく、働きやすい会社です。

http://ww
w.awsnet.
co.jp/

当社は、日本でいち早くアルミ構造材を開発し、このアルミ構
造材「アルファフレームシステム」を使用した装置メーカーとし
て、自動車をはじめ、電子、半導体、精密機械、製薬、食品等
の幅広い分野のお客様に応える技術とサービスを提供してお
ります。

http://ww
w.nicinc.co.jp/

資源リサイクルのための機械をお客様の要望に合わ
機械設計、電機制御、プログラミング、環境
せてオーダーメイドで製造しています。独自の特許技
工学、物質材料等、機械や環境に関連す
術は県外、海外からもお問い合わせがあり、ご来社頂
る分野を学ばれた方
いています。

http://ww
w.mdia.com/

○

開発設計、機械設計、電気
設計

2 機電系学科

○

技術職（設計・製造・技術
営業）

1

技術系総合職（技術開発、
設備保全、製造、品質管
理、研究開発 等）

理工系学部全学科
それぞれの研究分野・専攻を活かしつつ、
それだけに捉われることなく新たな分野に
2
挑戦できる会社です。（在籍者の専攻は機
械、材料、電気、化学、生物、物理等多岐
に渡ります）

機械・電気・制御設計

当社は自動車の車体成形ライン自動化設備の一貫製作を行
うグローバルメーカーです。当社の大きな特徴は、オリジナル
工学部系（機械、電気、電子、情報、材料、 製品を一品一様で製造していることです。製品シェアは国内
1
ロボティクスなど）
トップシェア。レーザ溶接システムにおいては世界第２位の
シェアを誇ります。

http://ww
w.oyabeseiki.co.jp
/

公共向け屋外掲示板のトップメーカーです。その他、アルミ製
エクステリア製品(カーポートやテラス)の製造や、都心の地下
鉄や駅の案内サインを製造して設置しております。

https://w
ww.kashii.
co.jp/inde
x.html

○

○

〇

総合職

1 機能材料系、金属工学系、建築系

北陸３県唯一の鉄筋コンクリート用棒鋼メーカーで、北陸シェ
アほぼ100％。リサイクル・省エネルギーをキーワードに鉄の
可能性を追求し、地域社会の発展に貢献する存在意義のある
企業を目指しています。

https://w
ww.eosc.co.jp/

登録
番号

事業所名

13 川端鐡工株式会社

事業内容

めっき装置、省力化装置、搬送装
置、工業炉、小水力発電装置等の
設計・製造・組立・設置工事

14 救急薬品工業株式会社

医薬品製造業

15 株式会社協和製作所

建設機械、産業機械、工作機械等
の鋳物部品製造販売
鋳物部品加工販売・鋳物部品輸入
販売

対象学生
理工系学 理工系院

キョーリンリメディオ株式会
社

18 くみあい建設株式会社

医薬品製造販売

住宅の設計・施工、一般建築の施
工管理、ＬＰガスの販売 外

薬6

本制度の
募集予定
人数

期待する研究分野・専攻など

自社ＰＲ

機械系技術者は、世界中のどこでも必要とされ、通用する職

○

〇

〇

○

機械系エンジニア

○

○

○

医薬品、体外診断用医薬品、食品
協和ファーマケミカル株式会 添加物、飼料添加物、化粧品、試
16
社
薬、化成品等の製造、販売、輸出
及び輸入

17

薬2

募集職種

営業職、生産技術職

○

〇

○

○

○

研究開発、品質管理

○

薬剤師職

研究開発、薬剤師等

住宅の設計・施工・デザイ
ン、一般建築の施工管理

ＨＰ

可能です。

http://ww
w.kanayag
o.co.jp/

医療用・一般用医薬品の研究開発から製造まで。
口腔内フィルム製剤、全身作用型テープ剤、鎮痛消炎経皮型
貼付剤。永年培った独自技術から新しいカタチの薬を開発・製
造してきた、開発型医薬品メーカーです。

http://ww
w.qqp.co.j
p/

・北陸地区の銑鉄鋳物製造メーカーの最大手
・鋳造技技能士(技能検定合格者) ５１名在籍(特級3名含
む。)
※「企業は人なり」精神のもと、人財育成には力を注いでいま
す。

http://ww
w.kyowamfg.co.jp/

協和発酵キリングループの一員として、医薬品を必要とする世
界中の患者様のために、医薬品を安定的に供給する「かけが
えのない企業」でありつづけます。

http://ww
w.kyowapharma.co
.jp/

1 医学・薬学系、理学系、工学系、農学系

当社は、キョーリン製薬グループにおいて、ジェネリック医薬
品事業を担っています。生命関連企業の一員として、患者様、
医療関係者の方々から信頼されるジェネリック医薬品企業を
目指すと共に、働く社員にとっても「働きがいのある魅力的な
企業」であることを目指しています。

http://ww
w.kyorinrmd.co.jp/

2 建築、デザイン関連

ＪＡ全農グループの会社です。「協同組合理念」のもと、高い倫
理観や責任感を持つとともに、顧客の期待に応え地域の発展
に貢献します。

http://ww
w.jahome.com
/

1

ものづくりや機械・装置に対する興味関心 種です。ぜひ当社でスキルを磨いてください。本人の希望に応
じて、再生可能エネルギー事業や海外事業にも携わることが
があれば研究分野は不問

2 薬学、化学、生物、農学

材料機能工学科 機械知能システム工学
各1
科、 電気電子システム工学科

若干名 薬学

登録
番号

事業所名

事業内容

19 有限会社グリーン調剤

調剤薬局

20 株式会社ＫＥＣ

電気機器設計製造・電気工事業
(パワーエレクトロニクス事業、メカト
ロニクス事業)

21 株式会社広貫堂

対象学生
理工系学 理工系院

薬2

〇

医薬品製造販売

22 金剛化学株式会社

医薬品原薬製造業

23 株式会社斉藤製作所

プラスチック容器・部品の開発・製
造及び金型設計

24 三和ボーリング株式会社

地質調査・土質調査・岩盤調査、地
すべり対策設計・総合解析、地すべ
り対策工事、法面保護工事、土砂
崩壊落石・雪崩防護柵設置工事

薬6

○

〇

○

○

〇

〇

○

募集職種

本制度の
募集予定
人数

期待する研究分野・専攻など

自社ＰＲ

ＨＰ

薬剤師

1 特になし

富山県内に９店舗、金沢市内に３店舗を有する調剤薬局
チェーンです。今社会から求められる地域医療貢献に積極的
に取り組んでおります。

http://ww
w.greentz.com/

技術(電気系、機械系、情
報系)

小水力発電(省エネルギー)省力化に興味
2 のある方、関心がある方
電気・電子工学、機械工学

・人と自然を生かし、独自のシステム技術で広く産業界の省エ
ネ・省力化に貢献する。
・信頼される商品作りに徹し付加価値を高め会社の成長と社
員の自己現実を図る。

http://ww
w.kecjapa
n.co.jp/

2 薬学、化学

廣貫堂は、くすりの富山の礎を築いた創業140年の歴史ある
会社です。全国のご家庭へ富山の置き薬として訪問するととも
に製剤原料の精選に努め、最新鋭の設備を導入してきまし
た。「健康に奉仕する」という企業ポリシーのもと、幅広い事業
展開を行っています。

http://ww
w.koukand
ou.co.jp/

研究開発または品質保証

1 有機合成、薬学全般 他

化学と生命の進化に貢献するために、常に技術の進歩への
不断の努力を積み重ねて社会が必要とする製品を供給する、
これが私たちの使命です。情熱をもって「モノづくり」にチャレン
ジしたい方の応募をお待ちしております。

http://ww
w.kongochemical.c
o.jp/

製品設計開発

1

クリーンな製造環境のもと、プラスチックの可能性に挑戦し価
値ある製品造りを目指しています。

http://ww
w.saitoinc.com/

当社は専門的に蓄積された「地盤」・「斜面崩壊(地すべり)」に
関する情報とボーリング技術を応用し、付加価値の高い調査
や施工を提供する技術者集団です。

http://san
waboring.co.j
p/

研究開発、品質管理 等

技術職(地質調査)
技術職(土木施工管理)

製品開発に向けての機能性とデザイン性
の企画設計力

2 土木工学、地球科学、地質学系 他

登録
番号

25

事業所名

事業内容

・地理情報システムの開発及びコン
株式会社ジオインフォシステ
サルティング
ム
・ソフトウェア開発

26 株式会社シキノハイテック

マイクロエレクトロニクス事業、製品
開発事業（IP事業、カメラ事業）
電子システム事業

対象学生
理工系学 理工系院

〇

〇

28 十全化学株式会社

29 株式会社上智

建設コンサルタント、補償コンサル
タント、測量、地理空間情報処理、３
次元計測、UAV(ドローン）計測、技
術系ソフトウェア開発・販売、遺跡
調査等

シロウマサイエンス株式会
30
社

プラスチック製品の企画、開発、製
造、販売、メーカー

○

プログラマ、システムエン
ジニア

①電子機器・システム開発
②ＬＳＩ設計
③カメラモジュール・組込
みシステム開発
④生産技術

○

○

〇

薬6

○

医薬品、医薬部外品及び化粧品の
27 ジャパンメディック株式会社 製造販売・配置販売業
配置薬販売業

医薬品原薬（医薬品の有効成分）
及びその重要中間体の受託製造
医薬品開発支援事業

薬2

○

○

募集職種

本制度の
募集予定
人数

期待する研究分野・専攻など

自社ＰＲ

ＨＰ

地理情報システムやWeb技術に長けており、パッケージ製品
やクラウドサービスを開発しています。配送計画システムは全
国のお客様に導入頂いています。

http://ww
w.geoinfo.
co.jp/

当社は、ＬＳＩ、電子システム、ＩＰ(知財化した回路データ)、半導
体検査装置及びカメラモジュールでの最先端技術(設計・開発
力)を保有すると共に、モノ作りを本社工場で行います。この開
理工系(電気・電子・情報など)
発・モノ作りの力により、車載用ＩＣ向けバーンイン装置、半導
※特に適応する研究・専攻分野
体検査用バーンインボード、ＪＰＥＧ－ＩＰ及び産業機器向けカ
1～2
集積回路、組込みシステム(マイコン制御)、 メラモジュールでトップメーカーに成長しました。また、地域ス
ポーツのスポンサー活動に長年取り組む他にも、今年、女性
画像処理、半導体テスト、生産工学
が輝く元気企業とやま賞を受賞する等、富山に根差した最先
端エレクトロニクス企業として、地域や社会への貢献を目指し
ています。

http://ww
w.shikino.
co.jp/

1 創薬

当社は薬局やドラッグストアなどで販売されるOTC医薬品を中
心に製造しており、中でも外用剤の分野に注力して、自社で開
発した製品を大手製薬メーカー様などに提案しています。ま
た、配置用医薬品メーカーを前身としており、現在も全国の配
置薬取扱い業者への販売やおよそ3万軒の顧客に対する直販
事業も行っています。

http://ww
w.japanmedic.co.j
p/

http://ww
w.juzenchem.co.jp
/

http://ww
w.johchi.c
o.jp/

1 情報系(人工知能等)

○

理系総合職

○

研究開発職、品質管理職、
生産技術職

2 有機合成化学、化学工学、薬学

安心安全を第一に据え、既成の概念にとらわれず、飛躍のた
めの変革を推奨する雰囲気に包まれています。従業員一人ひ
とりが目標を設定し、達成感と充実感の得られる仕事を担当し
ています。

技術職(土木設計、測量計
測)

1 環境土木、地理空間情報処理

新しい技術を積極的に導入し、色々な知識や技術を活用し
て、地域社会に貢献できるようにがんばっています。

技術系総合職

・機械系及び電気制御系 各学部 及び
機能性に優れたオリジナリティ豊かなプラスチック容器を開発
修士
し、生産しています。私たちと一緒に、最先端の容器に挑戦す
若干名
・高分子化学系（物性） 各学部 及び 修 る仲間を募集しています。
士

http://ww
w.shiroum
a.co.jp/

登録
番号

事業所名

31 新新薬品工業株式会社

事業内容

対象学生
理工系学 理工系院

薬2

医薬品・医薬部外品の製造・販売

総合建設コンサルタント
道路、橋梁、河川・砂防施設、上下
株式会社新日本コンサルタ
32
水道施設、新エネルギー導入等の
ント
計画・設計、都市・地域計画、調査・
測量、情報システム開発、補償

薬6

○

〇

○

募集職種

本制度の
募集予定
人数

自社ＰＲ

ＨＰ

2 薬剤師 資格取得見込

富山県内外の数多くの医薬品メーカーと綿密なパートナーシッ
プを築き、医薬品の開発、受託製造、OTC販売を行っていま
す。毎年新卒者を採用し、今年も20人程の新人が入社してい
ます。

http://ww
w.shinshin
yakuhin.co
.jp/

土木設計・都市計画技術
者、測量技術者

2 土木工学、都市計画、測量、建築 等

老朽化する橋梁や施設の維持管理や長寿命化計画の立案、
自然災害に対する防災・減災への取組、地球温暖化を抑制す
る低炭素社会づくりへの取組みなど新たな社会ニーズにも積
極的に取り組んでいます。

http://ww
w.shinniho
ncst.co.jp/

http://ww
w.sugino.c
om/

品質保証業務

期待する研究分野・専攻など

33 株式会社スギノマシン

産業用工作機械の製造、販売およ
びメンテナンス

〇

○

開発、設計

国立または私立大学において、工学研究
当社は、創業以来8１年間、独自の技術で開発した商品群を
科（機械・電気系）を専攻し、当社のモノづく 世界中にお届けしています。斬新な発想を大切に、モノづくり
1
りを牽引する意欲的かつ創造力の豊かな で人々に選ばれる会社であり続けたいと考えています。
学生

34 センダン電子株式会社

電子機器(スイッチング電源)の設
計・製造・販売

〇

〇

設計・開発

2 電子回路・アナログ設計

40年に渡り、産機・インフラ向けの高信頼性直流安定化電源
の設計・開発に特化しています。

http://ww
w.sendan.j
p/

研究開発職ほか

1 医薬品の設計等

当社では、長年培った生薬のノウハウを活かし、西洋薬と生薬
の長所をうまく組み合わせたユニークな医薬品や、天然物か
ら得られる有用な成分を利用したサプリメントなどの開発、製
造を行っています。近年ではそれらに加え、大手製薬企業と
の共同開発や受託製造も活発に行っており、多くの実績を挙
げております。

http://ww
w.d1yk.co.
jp/

・研究開発職
・製造技術職
・品質管理職

理学部、工学部、薬学部など理系学部の
2
履修者

原薬から製剤までの一貫製造が可能で大手医薬品メーカー
の受託生産を手掛けるなど、高品質な医学品を生産しており
ます。近年は高薬理活性医薬品事業を強化するため、設備投
資を進めております。

http://ww
w.daitonet
.co.jp/

35 第一薬品工業株式会社

一般用医薬品の製造および販売

36 ダイト株式会社

・原薬の製造・販売
・製剤の製造・販売 ・健康食品の
販売

〇

〇

〇

〇

登録
番号

事業所名

事業内容

対象学生
理工系学 理工系院

薬2

募集職種

自社ＰＲ

ＨＰ

品質管理職

有機材料を用いた研究および化学・薬学
1
専攻

医薬品業界における状況の変化に対応すべく、技術力、開発
力そして最新設備を駆使し、常により良い製品を製造しており
ます。
また人の生命に関わる医薬品製造企業として高い倫理観と道
徳観を持って、お客様に満足していただける製品を提供してお
ります。

http://ww
w.daiwapharma.co
.jp/

薬6

期待する研究分野・専攻など

37 大和薬品工業株式会社

医薬品原薬および中間体の製造

38 タカノ建設株式会社

総合建設業

〇

○

総合建設業施工管理職

1 建築デザイン・まちづくり・構造・環境

タカノ建設は、「ひと・まち・みらい」をテーマに、病院、学校、オ
フィス、ビル等の建設を通じ、人が生活するため、欠かすこと
ができない大切なステージを創っています。

http://ww
w.takanokk.com/

39 タカノホーム株式会社

新築住宅建設業・住宅リフォーム業

〇

○

設計・施工管理
その他建築技術職

2 住宅建築・商品開発

タカノホームは、北陸の気候風土にあった、耐久性、耐震性が
高い住まいをご提供しております。お客様とご契約からアフ
ターサービスまで末永いお付き合いをいたします。

http://tak
anohome.
com/

40 立山科学グループ

電子部品、電子機器、生産設備、
金属部品の製造販売
・システムソリューションの開発販売
・みまもりサービスの販売サービス

技術職

2 機械、電気・電子、情報 等

「技術を売り物にする企業であること」明日の技術を目指す開
発志向が立山科学グループの理念です。電子部品、電子機
器、生産設備、金属部品、ＩＴ、みまもりサービスなどの専門分
野に特化し、グループ内異業種交流で総合力を高めておりま
す。

https://w
ww.tateya
ma.jp/

研究職

長年にわたり培ってきた技術をベースに、多品種・高品質の医
薬品中間体、原薬を提供しています。自社開発にかける熱
理工系学部生/大学院生：有機合成化学、 意、そして取引先からの要求に100％応える姿勢で、医薬品か
らファインケミカル分野にいたるまで、業界内から非常に高い
2 創薬科学など
評価を得ています。近年はジェネリック医薬品分野に進出し、
薬学部生：薬学科（薬剤師コース）
医薬品中間体、原薬メーカーとしての認知度も高まっていま
す。今後、先発薬品、ジェネリック薬品の両輪体制で事業を拡
大していきます。

総合職

当社は1920年の創業以来、長年にわたって蓄積された技術と
ノウハウに加え、日々高度化・発展しているインフォメーショ
ン・テクノロジーを駆使し、多様化する情報化社会に貢献して
います。

41 立山化成株式会社

有機化学薬品製造業
（医薬品の中間体、原薬の製造、工
業薬品、電子材料部品の原料の製
造他）

42 株式会社チューエツ

・商業印刷(パンフレット・ポスター
等)や書籍などの企画から印刷・製
本
・食品、医療品などの軟包装材の製
造
・包装資材や産業用資材などの製
造

○

本制度の
募集予定
人数

〇

○

〇

○

○

○

2 機械工学、高分子化学

http://ww
w.tateyam
akasei.co
m/

http://ch
uetsuweb.jp/

登録
番号

事業所名

43 中越興業株式会社

44 テイカ製薬株式会社

45 鉄道機器株式会社

事業内容

土木・建築工事一式、不動産業、軌
道工事、新エネルギー事業、管工
事一式、造園工事、ISOコンサル
ティング業務

医療用・一般用医薬品及び医薬部
外品の製造販売

鉄道用分岐器類の設計及び製造

46 東亜薬品株式会社

医薬品の製造販売

47 東興薬品工業株式会社

医薬品外用製剤の研究・開発・製
造：日本のみならず欧米先進国を
含む世界各国に医薬品外用剤の製
剤特許を出願しており、それらの特
許に基づく製品を製造し、各製薬企
業に提供しています。

48 富山地方鉄道株式会社

鉄道、軌道、乗合及び貸切自動車
による運輸業を主体とし、併せてレ
ジャー、不動産、旅行業等の付帯
事業を経営している。

対象学生
理工系学 理工系院

薬2

薬6

〇

〇

○

〇

○

○

○

〇

本制度の
募集予定
人数

期待する研究分野・専攻など

自社ＰＲ

○

http://ww
w.tyuetsu
kogyo.co.j
p/

1 土木・建築設計分野を専攻している方

豊かな経験と確かな技術で地域に貢献する総合建設会社で
す。

研究開発職、品質保証職

薬剤師並びに創薬研究や製剤技術開発、
2 品質保証を推進できる研究分野を専攻し
ている人材

当社は、創業以来”優れた医薬品を世の中に提供する”を全
社員の信条に提案型企業として、製剤技術の向上と新薬開発
に積極的に取り組んでおります。薬学出身の方は、”くすりの http://www.te
スペシャリスト”として、創薬研究、製剤技術及び品質保証等 ika.co.jp/
の各分野において当社の重要な業務に先頭に立って活躍で
きます。

1 機械系、材料系、土木系

大正３年東京月島で創業、100年を超える長きにわたり鉄道用
分岐器一筋に品質と技術を磨き、昭和20年福岡町に工場を移
転。富山工場より分岐器をＪＲ各社、私鉄各社、各都市交通局
等に納めております。

http://ww
w.tetsudo
kiki.co.jp/i
ndex.html

1 薬科学、薬学

当社は、点眼剤や固形剤などの製剤開発に力を注ぎ、沢山の
製品を開発してきました。特に最近は「ＤＰＩ製剤」の開発に挑
戦し、未来の布石を打つべく大きなテーマに取り組んでいま
す。

http://ww
w.toayaku
hin.co.jp/t
op.html

事業統括職・研究開発職
品質管理職・製造技術職

2 製剤学

若い先輩が多く何でも聞きやすく、相談しやすい職場です。新
入社員の育成環境も万全ですので研究実績や経験面で不安
に思っている方も心配ありません。富山から、世界各国の
人々に貢献する医薬品を送り出していきましょう。

http://tok
oyakuhin.co
.jp/index.h
tml

鉄道技術職

鉄道の安全運行を支える各分野（土木、車 を行い地域の交通を守り続けているほか、グループ会社を含
2
めた様々な事業により地域社会に密着し、地域発展への貢献
両、機械、電気 等）

研究開発

当社は、創業以来、富山県内で鉄軌道及びバスの運輸事業

〇

ＨＰ

土木・建築設計施工管理

設計技術者、製作技術者

〇

○

募集職種

をしております。

http://ww
w.chitetsu
.co.jp/

登録
番号

事業所名

事業内容

49 株式会社トヨックス

樹脂耐圧ホースの製造・販売
輻射冷暖房システムの企画・販売

50 西川産業株式会社

高級婦人衣料素材織物、インテリア
カーテン素材織物、産業資材織物
を中心とした多岐にわたる分野で、
日本トップクラスの薄地織物の生産
販売を行っております。

51 日研プラント株式会社

省力化自動機械の設計製作

52 日東メディック株式会社

１．医薬品、医薬部外品の製造販
売並びに輸出入
２．上記、製造販売に必要な治験薬
製造及び諸試験の受託

システムコンサルティングサービス
株式会社日本オープンシス システム開発サービス
53
テムズ
システム検証サービス
システム運用・サポートサービス

54 日本海建興株式会社

北陸電力グループの総合建設業と
して富山県内を中心に北陸３県で、
建築工事、土木・舗装工事の設計
および施工、一級建築士事務所、
不動産賃貸を営業。

対象学生
理工系学 理工系院

○

薬2

薬6

募集職種

本制度の
募集予定
人数

期待する研究分野・専攻など

樹脂素材開発、流体工学、機械工学、ロ
ボット化研究など

自社ＰＲ

業界最先端の技術と独創的な開発力で更なる高機能、高品
質を追及していきます。
（特許出願件数 2,000件 2016年３月時点）

ＨＰ

http://ww
w.toyox.co
.jp/

○

開発、技術、ＩＴ、営業

2

〇

〇

営業開発職
製造技術職

理工系学部全学科
薄地織物生産にこだわりを持ち“他社の真似できないものをつ
それぞれの研究分野、専攻をいかしつつ、 くる”という社是のもと難易度の高い製品をつくり、世界へ送り
2
それだけにとらわれることなく新たな分野に 出しています。
挑戦できる会社です。

http://nis
hikawatex.co.jp/

〇

○

機械設計技術者

2 省力化自動機械の開発設計

「お客様のニーズに合わせた産業機械の開発設計から製作、
制御まで一貫して行うので、ものづくりの好きな発想力のある
方」を期待します。

http://ww
w.nikkenp.jp/

2 ６年制薬学部

当社は、点眼剤(目薬)や洗眼剤など目に必要な医薬品に特化
した製薬会社です。自社ブランド製品では、ジェネリックを中心
に研究開発から製造・販売までを一貫して手掛けています。ま
た、高い技術力を背景に多くの製薬会社の製品を受託製造し
ており、ドラックストアの目薬コーナーの３割以上は当社で製
造された製品です。
10年以上増収を計上し、順調に成長を続けています。

http://ww
w.nittome
dic.co.jp/

1 情報系の学部または学科

システムのコンサルティングから、設計・開発・検証・運用ま
で、情報システムのライフサイクルにおけるあらゆるニーズに
対応するサービスを提供している独立系のIT企業です。Web
やスマートフォン関連のアプリ開発を強みとし、業務システム
やFAシステムの開発まで幅広く展開しています。

http://ww
w.jops.co.j
p/

2 土木・建築を専攻

北陸電力グループの総合建設業としてより良い機能
や環境、さらにはお客さまがお求めの真に心豊かな
未来の創造に向けて、新しい発想とチャレンジ精神そ
して蓄積された経験と最新の技術をもって信頼にお応
えします。

http://ww
w.nihonkai
kenko.co.j
p/

〇

〇

〇

○

研究開発本部、信頼性保
証本部、生産本部、営業本
部
※職種別採用

システムエンジニア

建築施工管理職
土木施工管理職

登録
番号

事業所名

事業内容

対象学生
理工系学 理工系院

薬2

薬6

募集職種

本制度の
募集予定
人数

期待する研究分野・専攻など

自社ＰＲ

ＨＰ

http://nih
onkaidengyo.co.
jp/

55 日本海電業株式会社

電気設備・通信設備の施工及び設
計・メンテナンス

〇

電気・通信技術者

1 電気・電子工学、通信工学

当社に関わる全ての人々に、事業を通じて“共に喜び
共に扶け合う”「ヒューマン・ネットワーク」の輪を広げ、
心豊かな住みよい地域社会の実現と発展に貢献して
います。

56 日本ソフテック株式会社

・パッケージシステム開発
・業務系システム開発
・タブレット端末アプリ開発
・自治体向けサービス
・ネットワーク構築、クラウドサービ
ス

〇

・システムエンジニア
・プログラマー

2 情報系

富山県の豊かな自然の中で、先進のソフトウェア開発技術を
通して、クオリティの高いサービスを提供しています。
平均年齢は33歳、とにかく活気があります。

https://w
ww.nsft.co
.jp/

企画開発

1 薬学、化学、食物、生物

日本海側最大級の生産設備とＮＰＡ-ＧＭＰやＦＳＳＣ２２０００
認証などに基づく品質管理体制で大手企業を始めとする数多
くの企業の商品開発、製造のお手伝いをしています。

http://ww
w.biholon.
co.jp/inde
x.html

工作機械の設計

1 機械工学、電気電子工学 等

設計、製作、現地据付けまで一貫して行っている。

包装機械の総合メーカーであり、設計から製造・納品・メンテ
ナンス全てを自社で一貫して行っている。
国内シェアNo.1の中低速汎用型包装機械を核とする省人化・
省力化ラインの構築で物流の一環を担っている。

57 バイホロン株式会社

健康食品の受託製造

〇

〇

○

58 株式会社長谷川製作所

金属工作機械・産業機械の設計製
作、バスのシャーシ製造

〇

○

59 株式会社ハナガタ

フィルム包装機械及び周辺機器の
製造・販売

〇

○

機械設計

1 機械工学、設計工学、情報工学 等

60 北栄電設株式会社

電気通信工事の施工及び施工管
理
(高速道路関連工事が主)

〇

〇

施工管理

2

高速道路の通信伝送網における、施工実績は日本一！！長

屋外のチームスポーツ経験者を積極採用
年に渡って積み上げてきた技術力・ノウハウと、安定した財務
しています。（サッカー、野球、ラクビー等) 体質が強みです。

―

http://ww
w.hanagat
a.co.jp/

http://ww
w.hokueik
k.co.jp/

登録
番号

61

事業所名

北電技術コンサルタント株
式会社

62 北陸調剤薬局株式会社

事業内容

土木・建築分野で調査、測量、計
画、設計及び工事監理を行う
総合技術コンサルタント

対象学生
理工系学 理工系院

〇

医薬品、化粧品パッケージの製造
紙製品の印刷・加工・製本
医薬部外品・化粧品の製造

64 前田薬品工業株式会社

医薬品製造、化粧品、アロマ企画

65 株式会社松村精型

【金型事業】自動車やオートバイ部
品の低圧鋳造およびダイカスト用金
型の製造
【自動車部品事業】自社で金型を製
作し、自動車用の高精度部品を製
造
【海外事業】「松村精型有限公司
（中国大連）、「マツムラセイケイ・タ
イランド」（タイ）との提携

66 丸福石油産業株式会社

石油製品の販売。自動車（新車・中
古車）、並びに関連する用品の販
売。自動車の車検・整備・修理。建
築用材料の販売。建物耐火工事。
損害保険等の代理店。

薬6

○

保険調剤薬局の経営
居宅介護・通所介護事業

63 株式会社ホシナパック

薬2

○

○

○

○

○

〇

○

○

募集職種

本制度の
募集予定
人数

期待する研究分野・専攻など

自社ＰＲ

ＨＰ

・土木設計コンサルタント
・建築設計コンサルタント

1 土木、建築、機械

当社では北陸電力のグループ会社として、土木・通信・建築の
各分野においてコンサルタント事業を営んでおります。ダム、
河川、砂防、道路、電線類地中化、下水道、携帯電話基地局
等、生活に欠かせない社会のインフラ整備に貢献しています。
お客様が感動されるサービスを提供し、社員が夢を持てる会
社を目指しています。

薬剤師

2 薬学

お薬から介護まで「トータルサービス」を通じて、地域のみなさ
まの健康で豊かな暮らしに貢献してまいります。
また、経験豊富な薬剤師が丁寧に指導いたします。

http://hok
urikuph.jp/

機械系保全業務

1 機械工学、機械システム等

弊社では、色々な紙器製品の組立・加工・検査を行っていま
す。
「喜ばれる会社をつくりましょう」の社是の下、お客様のご要望
にお応えできるよう努力を重ね、受注を伸ばしております。縁
の下の力持ち的な仕事ですが、やりがいのある職場です。

http://ww
w.hoshina
g.co.jp/pa
ck/index.h
tml

品質保証
企画開発

1 薬学部(薬剤師職)

治療だけでなく、予防、アフターケアの分野にも力を入れてい
ます。塗る、貼る技術で富山から世界へイイものを発信しま
しょう！

http://ww
w.maedaph.co.jp/

設計・生産技術 他

1

トヨタやホンダなど国内外の大手自動車メーカーに自動車用
金型や製品を供給しています。当社で製造した自動車用ＣＶＴ
（無段階変速機）のスリーブは世界シェア15％を誇ります。

http://ww
w.matsum
p.com/

ガソリンスタンドの業務全
般、本社・営業部員

ガソリンスタンドを６店舗保有（高岡市内５店舗、射水市内１店
特に、幹部候補となれる方のご応募を、心 舗）し、幹線道路沿い・交通の要所に位置している事から、各
1
顧客層からは利便性が良く、利用しやすい！と高評価を得て
よりお待ちしております。
います。

http://ma
rufukusekiyu.co.j
p/

機械工学、電子電気、材料、物理、化学
他

https://w
ww.hgc.co.jp/

登録
番号

事業所名

事業内容

67 株式会社ミズノマシナリー

アルミ高精度部品及び油圧機器部
品の製造

68 宮越工芸株式会社

ビル、住宅、エクステリア等の建材
製品及び高欄、車両、列車部品、ク
ラフト品等の表面処理（塗装）

69 株式会社宮本工業所

１．各種「工業炉」の開発、設計、施
工(建材、自動車、造船業等向)
２．各種「火葬炉」の開発、設計、施
工(地方自治体向)

70 明治薬品株式会社

対象学生
理工系学 理工系院

〇

○

〇

○

○

〇

医薬品、医薬部外品の製造販売

71 株式会社山口技研

自動車、電気・電子、デジタル家
電、ロボット、食品、医療向け精密
部品の製作および精密機械の組立

72 山田工業株式会社

一般産業機械、化学プラント装置、
水処理設備機械、鋼構造物などの
設計・製作・据付

薬2

〇

〇

○

募集職種

薬6

期待する研究分野・専攻など

自社ＰＲ

ＨＰ

http://ww
w.mizunomachinery
.co.jp/inde
x.html

機械加工技術職
CAD/CAM技術職

2

機械工学、電気・電子・通信・情報の各工
学、材料工学、経営工学

同時５軸加工技術による複雑形状・高難度なものづくりを得意
とする切削加工メーカーとして、航空・宇宙、半導体、産業機
械、自動化機器、鉄道、建設機械関連など、幅広い分野のお
客様から支持されています。

技術職

有機溶剤を主として取り扱うため、有機化
学及びその周辺分野を専攻された方。また
1
は、設備の管理等を行うため機械系を専
攻された方。

東京スカイツリーやGINZA KABUKIZA等の外装をはじめ、建
材塗装のトップメーカーとして多くの実績があり、その品質や
対応力に業界内の高い評価を得ています。また、２０１６年度
には、「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定されま
した。

http://miy
akoshikog
ei.co.jp/

各種「炉」の技術職
（開発、設計、施工職）

「炉」は機械設計、電気設備、建築知識等、
広範な能力が必要となる設備です。また、
扱う金属≒材料について、環境配慮の側
2
面から化学系の学生も採用しています。つ
まり理工系全学部全学科の人材が活躍で
きる業界です。

我々の身近にある多くの物は「金属」や「樹脂」等を含んで作ら
れています。「炉」はモノづくりの最初の階段から加工前まで欠
かすこと事のできない生産設備です。また、「火葬炉」は火葬
比率世界1位の日本の文化に適した製品を開発しています。
複数の製品で日本シェアＮＯ，１の実績を誇り、海外展開も盛
んに行っています。

http://ww
w.miyamot
o-k.co.jp/

2 薬学

創業69年の製薬メーカーです。
「よりよい医薬品を通じて広く社会に奉仕する」を理念とし、「明
るく豊かな未来のために」皆様の健康を応援します。

http://ww
w.meijiyak
uhin.co.jp/
index.html

2 機械システム工学科

”技術で社会を支える”仕事です。
大きい会社ではないですが、やっている仕事はメーカーに負
けません。
一緒に技術と人間力を磨きましょう！

http://ww
w.yamagu
chigiken.com
/

2 材料工学、機械工学

高い製缶・溶接技術を活かした圧力容器の製造や全国の水
処理施設の設備機械・大手自動車メーカーの研究設備の製
作、据付など国内のインフラを支える鉄のスペシャリストメー
カーです。

http://ww
w.yamadai
ndustry.co
.jp/

品質保証

技術職

○

本制度の
募集予定
人数

生産管理・設計

登録
番号

事業所名

73 辻建設株式会社

74 チューリップ調剤株式会社

75 あいの風とやま鉄道株式会社

事業内容

地元建設業のトップクラスの施工実
績と技術力、強固な財務体質を持
ち、北陸・東京首都圏・東海を拠点
に、建築、土木等建設工事を請負う
統合建設業です。

対象学生
理工系学 理工系院

○

○

薬6

建築工事技術者
土木工事技術者

○

調剤薬局運営

旅客鉄道事業、旅行業、広告業、
駐車場業 等

薬2

募集職種

○

薬剤師

鉄道技術職（電気・通信
系）

本制度の
募集予定
人数

期待する研究分野・専攻など

自社ＰＲ

ＨＰ

2 建築系・土木系の学部

2014年に創業100年を迎え、全社員の物心両面の幸せを実現
し、建設文化発展に寄与する企業理念に基づき、社員こそが
財産をモットーに充実した社員教育を行い、日々進化する企
業です。

http://ww
w.tsujikensetsu.j
p/pc/inde
x.html

2 薬学

①北陸に本社を置く調剤薬局として薬局数、薬剤師数がとも
に最大規模
※富山県内53薬局（2018．1現在）
②充実した研修制度や様々な診療科により薬剤師としてのス
キルアップ
③東証一部上場企業のグループ会社として医療総合サービ
ス企業を目指しています

http://ww
w.tuliptz.co.jp/

2 電気・電子、通信系分野

当社は、2015年の北陸新幹線開業に伴い、ＪＲから経営分離
された並行在来線（北陸本線県内区間）を運営するため設立
された鉄道会社です。富山県の並行在来線は県内を東西に
走る幹線鉄道であり、県内の公共交通機関のネットワークの
結節拠点として、多くの県民の日常生活を支える重要な役割
を果たしています。

http://ain
okaze.co.j
p/

