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1
アイシン新和

株式会社

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
〇 〇 技術系総合職 1 材料、機械工学

トヨタ系アイシングループで鋳鉄の鋳造・機械加工を行なって

います。

自動車の「走る・止まる・曲がる」の基本機能に関わる部品

を生産しており、部品の品質を維持向上を行ない、自動車を

運転される皆さまへ安心を提供しております。

2

あいの風とや

ま鉄道株式会

社

旅客鉄道事業、旅行業、広告業、駐車場業　等 〇 〇 鉄道技術職 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。

3
株式会社 アイ

ペック
非破壊検査、計測・調査、環境計量 〇 〇

非破壊検査技術員、調

査・計測技術員
若干名 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、解析し、社会の安全を守りま

す。仕事に対しての姿勢は厳しいものがありますが、社員の

間は和気あいあいとしています。

4
朝野工業株式

会社
総合建設業 〇 〇 建築・土木施工管理職 2 建築・土木施工管理職

創業110余年。呉東地区を中心に営業展開しています。地域イ

ンフラを支え、そこに住まう人たちの安心な生活を守る重要

な役割を担っています。新３Ｋ（給与・休日・希望）を目指

して、積極的に働き方改革に取り組んでいます。

5
朝日建設株式

会社

1.舗装工事

2.土木工事

3.電気設備工事

〇 〇
土木施工管理技術職、電

気施工管理技術職
2 土木工学、電気工学、環境土木、環境デザイン、建築など

朝日建設は創業81周年。インフラの整備や維持・管理

を通じて、より良い生活基盤とより良い生活の質を創造

してまいりました。これからも後世に誇ることができる

文明を築くために、全社一丸で取り組みます。コロナ禍

においても売上、生産性とも向上しており「令和2年度

富山県働き方改革実践モデル企業」に選ばれました。

6
安達建設株式

会社

総合建設業、1級建築設計事務所、不動産業、産

業廃棄物収集運搬業、生コンクリート製造販売

業、プール施設運営管理

〇 〇
土木施工管理技術者、建

築施工管理技術者
2 土木、建築、環境など

明治30年創業の密着型安定企業です！総合建設業として土

木・建築等工事、一級建築設計事務所、不動産業、生コン製

造販売をはじめ、南砺市内のプール施設、スイミングスクー

ルを運営管理し、スポーツ振興を含めた地域の発展に貢献し

ています。

事業所名 事業内容 自社ＰＲ
対象学生

募集職種 期待する研究分野・専攻など募集予定人数
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事業所名 事業内容 自社ＰＲ

対象学生
募集職種 期待する研究分野・専攻など募集予定人数

7
株式会社　ア

モール

調剤薬局のチェーン展開、訪問看護ステーショ

ンの運営、居宅介護支援事業所の運営、医薬

品、化粧品、健康食品、医療用具などの販売レ

セプトコンピューター、電子カルテ、電子薬歴

の販売・メンテナンス

〇 薬剤師 若干名 薬剤免許を取得予定の方

株式会社アモールは創業昭和60年の老舗薬局として、富山県

21店舗、石川県、埼玉県、東京都に計27店舗の薬局を運営し

ています。『 地域に息づく薬剤師・薬局 』を目指し、訪問看

護ステーション、居宅介護支援事業所を運営。真摯に真っ当

に医療・介護を探求している会社です。

8
株式会社今井

機業場

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

〇 〇 生産技術職、製品開発職 1 特になし

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

能をもった当社のテキスタイルは大手企業にも多数採用されて

います。

9

エヌアイシ・

オートテック

株式会社

アルファフレームシステム及び自動化・省力化

装置等の開発、設計、製作及び販売
〇 〇 設計専門職、総合職 2 機電系学科

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の応える技術とサービスを

提供しております。

10
株式会社エム

ダイヤ

リサイクル機械設備の製造販売　各種機械のメ

ンテナンス
〇 〇 技術職 1 機械、電気、設計等のいずれか

当社は滑川市にある機械メーカーです。特許技術が組み込ま

れた分離破砕機や、電子基板の分離機を製造販売していま

す。新たな技術開発にも取り組んでおり、専門分野で学ばれ

た知識を活かした仕事に取り組める会社です。

11
大高建設株式

会社

黒部川水系の工事を中心とした総合建設業で

す。主に砂防堰堤、護岸工事、電力土木工事を

中心とした業務を行っています。

〇 〇 土木施工管理 1 特になし

SDGｓを取り入れるなど、中小建設業のトップランナーとし

て地域に貢献しています。

12
大谷製鉄株式

会社

鉄筋コンクリート用棒鋼「ＶＣＯＮ」の製造及

び販売
〇 〇

技術系総合職（技術開

発、製造、設備保全、品

質管理、研究開発　等）

2

理工系学部全学科（ご自身の研究分野・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挑戦できる

会社です。在籍者の専攻は機械、材料、電気電子、化学、

生物、物理等多岐に渡ります)

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。

13 株式会社岡部
総合建設業（土木、建築）、遊具の設計製造施

工点検修繕
〇 〇

防災、環境の分野に対応

した技術開発、土木施工

管理、建築施工管理、遊

具の設計施工

1 防災、環境の分野など

事業領域を土木部門、建築部門、公園施設部門に拡大し実績

を月重ねています。また、新工法など特許ビジネスに注力

し、近年地球温暖化等で問題となっている防災、環境の分野

に対応した技術開発を大学と連携しながら進めるなど、新し

い分野に挑戦していくことが次への成長戦略と捉えています。
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対象学生
募集職種 期待する研究分野・専攻など募集予定人数

14
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

レーザー技術を使った生産設備の一貫製作（設

計‐製作‐輸出‐据付調整）

〇 〇 機械、電気・制御設計職 1
工学部系（機械、電気、電子、情報、材料、ロボティクス

など）

当社は自動車の車体形成ラインにおける大型自動化設備や車

体軽量化に関するレーザ溶接機の一貫製作を行うメーカで

す。シェアは自動化設備においては国内トップシェア、レー

ザ溶接機においては世界第二位のシェアであり、小矢部本

社、富山工場、中国、アメリカ、タイと計５拠点を設け、全

世界に向けて事業を展開しています。

15
株式会社カシ

イ

1.アルミ製・木製エクステリア製品（テラス・

カーポート等）及び掲示板・サイン看板等の企

画開発・製造・販売

2.エクステリア商品等の施工・販売

〇 〇 総合職 1 金属工学・生産工学・建築学・都市景観等

当社は、エクステリアや屋外掲示板・公共向け看板の総合

メーカーです。自社のオーダーメイドシステムにより、多様な

ご要望に対応した製品を提供しています。働きやすい会社作

りに取り組んでいます。

16
金森産業株式

会社

化学薬品、合成樹脂、塗料等の工業材料、機械

設備の卸売

プラントエンジニアリング、技術サービス業

〇 〇 〇
営業、環境測定、分析、

技術営業
若干名 理系（工学部、理学部等）

「人と技術をつなぐパートナー」として、製造業のイノベー

ションを応援しています。ふるさと富山のくらしの安心・安

全を環境分析、化学分析で支えるプロフェッショナル集団で

す。富山の製造業を、環境保護と効率化の観点から支える縁

の下の力持ちです。

17
川端鐵工株式

会社

産業機械や工業炉の設計・製造・組立・据付調

整・メンテナンス
〇 機械設計 1 機械工学

転勤なし。10年間連続で期末賞与支給(ボーナス年３回)。コ

ロナ禍でも業績好調です。

18
救急薬品工業

株式会社
医薬品製造業 〇 〇 〇 研究開発、品質管理、等 2 薬学、化学、生物、農学

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、鎮痛消炎経皮吸収型貼付

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。

19
株式会社　協

和製作所
銑鉄鋳物製造 〇 〇 鋳造技術 1 材料・化学・物質・電気・機械系

「他に負けない、他に無い鋳物づくり」を目指し、鋳物製品

では難易度が高いと言われる、複雑な形状で強靱性を求めら

れる産業ロボット用部品、建設機械用部品・油圧部品を主に

生産しています。銑鉄鋳物専業メーカーとしては北陸トップク

ラスの出荷量を誇っています。

20

協和ファーマ

ケミカル株式

会社

医薬品、体外診断用医薬品、食品添加物、飼料

添加物、化粧品、試薬、化成品の製造、販売、

輸出及び輸入

〇 研究職、品質管理職 若干名 有機合成、分析化学、生物など

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」であり続けます。
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対象学生
募集職種 期待する研究分野・専攻など募集予定人数

21

キョーリンリ

メディオ株式会

社　高岡創剤

研究所

ジェネリック医薬品の研究開発、販売 〇 〇 〇 研究開発 若干名 特になし

当社はキョーリン製薬グループの一員として

ジェネリック医薬品の製造・販売を中心に事業を展開してい

ます。

社員の大切にする社風です。新しいことにチャレンジした

い、主体的に研究開発に取り組みたい方、ぜひ私たちの仲間

になって頂きたいと思います。

22

クリエーショ

ンライン株式

会社　富山事

業所

アジャイル開発支援サービス事業、サブス

クリプション事業
〇 〇

システムエンジニア、プ

ログラマー
若干名 特になし

弊社のビジョンは、「IT技術によるイノベーションによ

り顧客と共に社会の進化を実現すること」です。業界を

リードする技術力でお客様を支援し、産業や人々の進化

に貢献することを目指しています。

23

医療法人財団

恵仁会　藤木

病院

病院、介護老人保健施設、居宅介護支援事

業所、ケアハウス、、サービス付き高齢者

住宅、訪問介護ステーション等の運営

〇 薬剤師 1 特になし

恵仁会は、医療と介護の両面から患者様とそのご家族が

安心してかかることのできる病院を目指しております。

それぞれのライフステージで、一人一人がイキイキと

キャリアを重ねていけるよう支援しています。

24
株式会社ＫＥ

Ｃ

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)
〇 〇 技術 (電気系、機械系) 2

小水力発電(省エネルギー)省力化に興味のある方、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。

25
小池木材株式

会社

住宅資材や住宅機器等の卸売販売

太陽光発電設備・外壁工事 〇 〇
施工管理、構造計算、建

築設計
2 特になし

小池木材はおかげさまで今年１50周年を迎えました。主に住

宅資材、ｷｯﾁﾝ･ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ等の納入などをおこなっています。次

なる時代に向けてお客様に必要とされる企業であり続けたい

という信念のもと新たなる目標に一緒に挑戦していただける

方を募集しています。

26
株式会社広貫

堂
医薬品製造販売 〇 研究開発、品質管理　等 若干名 薬学、化学

当社はくすりの富山の礎を築いた創業145年の歴史ある製薬会

社です。時代の流れとともに変化しつつも「人々の健康に奉

仕する」という企業ポリシーは変わりません。人々の命に関

わる医薬品の供給に携わる企業としてその責任の重さを真摯

に受け止め、安心と信頼を寄せられる医薬品の製造に努めて

います。

27

医療法人財団

五省会　西能

病院

急性期病院、診療所、慢性期病院、介護老人保

健施設の運営管理
〇 薬剤師 2 薬剤師資格を有する方（取得見込み可）

急性期～慢性期と幅広い病院薬剤業務のなか、患者に寄り

添った服薬指導など、臨床現場で様々な有資格スペシャリス

トとともに総合的なスキルアップが図れます。

詳しくは当法人ホームページをぜひご覧ください。（実習指

導担当者を配置しておりますので、実習や職場見学などお気

軽にご相談ください）
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対象学生
募集職種 期待する研究分野・専攻など募集予定人数

28
寿電設株式会

社

北陸電力送配電株式会社より発注される配電工

事を主に請け負い、その他一般顧客からも電気

工事を受注できます。

〇 〇
総合技術職（電気・土

木）
2 特になし

北陸電力パートナー企業として富山市内エリアのシェアを確

立しています。創業35年で築き上げた技術と信頼で、安定し

た「電気」を供給します。

29
金剛化学株式

会社
医薬品（原薬）製造業 〇 研究職、品質管理職 若干名 特になし

化学と生命の進化に貢献する為に、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。

30
コンチネンタ

ル株式会社

金属製品を使用した工作機械カバー、電気機器

の筐体、建材などの製作
〇 〇 総合職 1 工学ほか（基本的には不問）

当社はいわゆる鉄工所です。板金加工技術を追求し、鋼板か

らできる物は何でも挑戦しています。創業以来、少量多品種生

産に注力し、「世界に１つしかないものを毎日作るモノづく

り」を実現しています。

31
笹嶋工業株式

会社

送変電工事部：電力会社の送電鉄塔の建設と送

電架線の設置

配電工事部：公共及び民間の各種電気設備の設

計及び施工

土木建築工事部：国・県・市町村等の土木関係

の公共工事の設計と施工を中心に民間工事も施

工

〇
電気施工管理　土木施工

管理
2 特になし

建設業界の「３Ｋ（きつい・危険・汚い）」のイメージを払

拭し、「かっこいい」「稼げる」「結構モテる」の新たな定

義を作り上げる為、様々な施策を行っています。

　ロボットによる電気工事・ＩＣＴ・ＧＰＳを活用した土木

工事など。

32
株式会社サン

コー

弊社の主要な事業は下記の３事業です。

１．公共上下水道施設、消雪設備等の設計・施

工及び保守点検等を行う社会インフラ事業。

２．ポンプ、送風機、ボイラー等の販売、保守

を行う設備機器事業。

３．低炭素社会に貢献できるペレットストーブ

等の再生可能エネルギー機器事業。

〇 設計・施工管理 1 機械工学・電気通信

生活に不可欠な｢水｣を守る社会インフラ事業、快適な環境を

提供する設備機器事業、低炭素社会に貢献する再生可能エネ

ルギー機器事業等の事業を通して社会に貢献したいと願ってい

ます。資格取得も全面バックアップ、資格手当も充実、キャ

リアアップが図れます。土日祝日は休日でワークライフバラ

ンスも充実。

33
三和ボーリン

グ株式会社

★地質コンサルタント事業

（地質調査、地表踏査、各種屋内試験、地すべ

り調査総合解析、対策工設計、軟弱地盤解析）

★ボーリング工事業

（グラウンドアンカー工、落石・雪崩・崩壊土

砂対策工、土木構造長寿命化・補修工などの施

工及び施工管理、ボーリング工法の企画及び開

発）

〇 〇
技術職(地質コンサルタ

ント、土木施工管理）
2 土木工学、地球科学、地質学系　他

生活の基礎となる公共施設や道路、橋梁、トンネル、防災に

携わった仕事を行い、付加価値の高いサービスを提供するこ

とで、他社との差別化を図っています。他にも技術者の育成

に力を入れており、社外研修や学会などへの参加奨励や資格

取得支援など、多方面からサポートを行っているため若手社

員の定着率も高いです。
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34

株式会社ジオ

インフォシス

テム

・地理情報システムの開発及びコンサルティン

グ

・ソフトウェア開発
〇 〇 SE、プログラマ 1 情報系（人工知能など）

地理情報システムやWEBシステムの開発を得意としている企

業です。

弊社開発のルート計画システムは、配送の効率化やルート計

画時間の削減に貢献できるシステムです。フレックス制度や

テレワークなど働きやすい環境作りに取り組んでいます。

35

株式会社シキ

ノハイテック

本社・魚津工

業

【電子システム事業】

・半導体検査装置、機器の設計、開発、製造

・産業機器の設計、開発、製造

【マイクロエレクトロニクス事業】

・LSI受託開発設計（アナログ、デジタル）

・IP開発

【製品開発事業】

・産業用カメラモジュール設計、開発、製造

〇 〇 設計・開発 若干名 電気・電子

2021年3月に東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場に

上場し、勢いのある会社です。

大手メーカーとの共同開発やJAXAなどの先端技術プロジェク

トに参画していますので高いレベルでの技術習得が可能です

36
十全化学株式

会社

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
〇 〇

研究開発職・品質管理

職・製造系総合職
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。

37

シロウマサイ

エンス株式会

社

プラスチック製品の企画、開発、製造、販

売メーカー
〇 〇 技術系総合職 若干名

機械系及び電気制御系：各学部及び修士　、　高分子化学

系(物性)：各学部及び修士

機能性に優れたオリジナリティ豊かな容器を開発し、生

産しています。私たちと一緒に、最先端の容器に挑戦す

る仲間を募集しています。

38
新新薬品工業

株式会社

医薬品、医薬部外品の製造販売および製造業

医療用医薬品の受託製造およびOTC製品の製造

販売

内服剤（顆粒、錠剤、カプセル剤）、外用剤

（軟膏、クリーム、液剤）

〇
品質管理、品質保証、研

究開発
2 特になし

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医薬品の企

画、製造、販売を行っています。

人材育成は、個性や自主性を尊重し、本人のやる気と能力次

第で早い段階から責任のある仕事を任せ、個人の能力を最大

限に活かせる体制をとっています。

39
新日本海重工

業株式会社

１．化学工業用、鉱山用、セメント製造用諸機

械、装置および付属施設の製作・据付並びに修

理

２．鉄塔、水圧配管、タンク類および各種鉄鋼

構造物の製作・据付並びに修理

３．各種運搬用および荷役用機械装置の製作・

据付並びに修理

４．各種船舶および艦艇の修理

〇 〇

設計技術職（機械設計、

電気制御設計）・生産管

理職

2 特になし

産業機械の設計・製造を行っている企業です。

昭和15年に造船業で創業を始めた弊社は鉄鋼材料の加工・溶

接技術を活かし、大型産業機械の設計・製造を行い、全国の

プラントに納品しています。弊社の製品は製鐵業、セメント

製造業、化学品業などの様々な業種のプラントで稼働してお

り、活躍しています。
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40

株式会社新日

本コンサルタ

ント

建設コンサルタント 〇 〇 設計技術職 若干名 土木系

新日本コンサルタントは、世の中に必要な社会資本整備を担

う総合建設コンサルタントです。

社会資本整備にかかわる創造力を磨き上げ、 知的サービスの

提供により、地域社会さらには日本の成長に貢献します。

41
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 〇 機械・電気設計 2

国立または私立大学において、工学研究科（機械・電気・

情報系）を専攻し、将来において当社のものづくりを牽引

する意欲的かつ創造力の豊かな学生を希望します。

世界屈指のウォータージェット技術をはじめ、数々の独創技

術を持つ研究開発型企業です。開発・製造・販売・アフター

サービスまで社内一貫体制で行い、国内外問わず幅広い業界

に事業を展開しています。

42
住澤塗装工業

株式会社

建設業界の中で「大型施設の塗装工事」を専門

に行う、インフラをまもる会社です。公共の道

路橋や電力会社の煙突、鉄管、送電線鉄塔、プ

ラントなどの 防錆 塗装を手掛けています。

〇 〇
技術職（施工管理、塗装

工）
2 土木、建築に関する研究や専攻

創業から８６年、受け継いできたノウハウと技術力は北陸

トップクラスです。どんな建築物でも修繕・補修（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ）

が発生するため仕事は尽きません。社是は「誠心誠意」。お

客様にも社員にも互いに誠実であることをモットーに、豊か

な人間性を身につけてもらうことを目指して社員育成をしてい

ます。

43
株式会社関口

組

総合建設業

土木工事、建築工事、舗装工事、住宅新築

及びリフォーム

〇 〇
土木施工管理職、建築設

計・施工管理職
2 特になし

明治８年の創業から１４０余年、富山県魚津市に根付

き、「技術と信用」を方針に掲げ、土木・建築・舗装事

業を通して地域の発展に貢献しています。質の高いイン

フラ整備を心掛け、より良い構築物の建設を目指し、安

全・安心・満足をモットーに「ものづくり」を展開して

います。

44 ダイト株式会社

医薬品原薬の製造・販売、および医療用医薬

品、一般用医薬品の製造・販売、受託製造、健

康食品の販売

〇 研究開発職、品質管理職 2
薬学部6年制過程を卒業予定の方（薬剤師資格を取得予定の

方）

ジェネリック医薬品を主とした原薬と製剤の開発、製造を

行っています。ジェネリックの他、先発薬、ＯＴＣ医薬品な

どの受託製造や配置薬、健康食品の販売も行っています。近

年は、抗がん剤などの高薬理活性製剤の開発、製造への取り

組みを進めています。

45
大平洋ランダム

株式会社

セラミックス原料の製造及び販売

半導体熱処理用部材の製造及び販売
〇 〇 製造管理、用途開発 2 材料工学、粉体

老舗のセラミックス原料メーカーでありながら、事業の多角

化を推進し常に市場ニーズの変化に対応している未来志向の

会社です。グローバル市場で固有の技術を生かし、市場シェ

アNo.1の製品を数多く提供していく会社を目指しています。

46
大和薬品工業

株式会社
医薬品原薬及び中間体の製造 〇 品質管理職 1 特になし

創業以来、半世紀以上にわたって医薬品原薬及び中間体を製

造している原薬メーカーです。技術力、開発力そして最新設備

を駆使して常により良い製品を製造すること、また生命関連

企業として社員一人一人が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続けています。
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47
タカノギケン

株式会社

1．電子部品製造（各種端子、機構部品、樹

脂成形品、アッセンブリー品）

2．自動車電装部品製造

3．精密金型設計製作

4．自動機設計製作

〇 〇 総合職（技術） 若干名 工学系（機械、電気、電子、情報など）

当社は、最先端かつ超精密な電子部品の「一貫生産」を

しています。技術の源である金型・自動機は全て「自社

開発」し、独創的で高品質な製造方法をお客様へ提案し

ます。今後は５ＧやＩｏＴ、電気自動車の普及から、当

社の精密加工技術に対するニーズが更に増していきま

す。共に便利な世の中の創造に貢献しましょう！

48
タカノ建設株

式会社
総合建設業（建築・土木） 〇 〇

技術職（施工管理職・設

計職）
若干名 建築学・土木学

タカノグループ（タカノ建設・タカノホーム・タカノ興発）3

社の力を合わせ、北陸エリアに特化した地域密着型の総合建

設会社です。タカノ建設は創業100年を超え、地域社会で積み

上げてきた信頼と実績はとても大きいです。またグループ全

体と通して高い技術力を持ち、社員一人ひとりが自信を持っ

て仕事をしています。

49
タカノホーム

株式会社
建設業（新築住宅・リフォーム） 〇 〇

技術職（施工管理職・設

計職）
若干名 建築学

タカノグループ（タカノ建設・タカノホーム・タカノ興発）3

社の力を合わせ、北陸エリアに特化した地域密着型の総合建

設会社です。タカノ建設は創業100年を超え、地域社会で積み

上げてきた信頼と実績はとても大きいです。またグループ全

体と通して高い技術力を持ち、社員一人ひとりが自信を持っ

て仕事をしています。

50
株式会社高松

メッキ

電子機器部品及び関連部品の表面処理、

金・ニッケル・銀・鉛フリー半田 その他上

記に付随する一切の業務。

〇 〇
技術系総合職　社内SE職

生産オペレーター職
若干名 工学　化学　金属　電気

金属製品の機能性や耐食性向上を目的とする表面処理技

術「めっき」は、IT分野における技術革新に必要不可欠

です。当社は「創意工夫の連鎖が成長の礎」という考え

に基づき、グローバルなビジネス展開、国籍や年齢にと

らわれない人材戦略、工場増設による生産体制の強化、

労働安全に配慮した企業活動などを推進しています。

51
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）

〇 〇 〇 研究職 2
理工系学部生／大学院生：有機合成化学、創薬化学など。

薬学部生：薬学科（薬剤師コース））

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。近年はジェネリック

医薬品分野に進出し、医薬品中間体、原薬メーカーとしての

認知度も高まり、売上高は3年前から約68%増と業績は右肩上

がりに推移しています。

52
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、医薬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

〇 総合職 若干名 機械工学

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。
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53
中越興業株式

会社

土木・建築工事一式、建築設計、軌道工事、管

工事、造園工事、法面工事、宅地造成、宅地建

物取引、新エネルギー事業　他

〇 〇
土木施工管理、建築設計

施工管理
1 土木、建築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。地域の人々の夢をかなえるという思いを持って業務に取

り組んでおり、社員のスキルアップのサポート体制や健康経

営、働きやすい職場環境作りも推進しています。

54
中部機器株式

会社
給排水設備、空調機器の販売及びメンテナンス 〇 〇 〇 技術職、営業職 1 特になし

機械の販売とメンテナンスを行っています。メーカーのサー

ビスマンとしてもメンテナンスを行っているので、安定した

売り上げがあります。

一から学んでもらうので事前に知識などは必要がありませ

ん。

55
チューモク株

式会社

■自由設計注文住宅／循環型木材産業

・住宅建築をはじめ、伐採～原木流通～木材加

工～木質リサイクルに至る総合的な木材事業を

展開。ジュートピア展示場を拠点に「和＋モダ

ン」の家づくりを展開。

【住宅建築／木材加工・プレカット／外材輸入

販売／山林伐採／木材チップ／バーク堆肥／石

油／ゴルフ練習場】

〇 〇
建築設計・施工管理技術

者、山林伐採管理者
2 特になし

木材業界のＳＤＧｓ循環型木材産業。職住一体型ワークスタ

イル。地元富山＆地域密着で働いてみませんか？最先端の企

業ではないかもしれませんが、地域の子育てや地元イベント

等との両立のほか、スポーツ少年団等のコーチを担うなど、

仕事＆プライベート共に充実・活躍する社員を応援します。

56
辻建設株式会

社

土木・建築工事一式、不動産事業、太陽光発電

事業
〇 建築・土木施工管理職 2 建築・土木系専攻

当社は2021年に創業107年を迎え、富山県建設業トップクラ

スの売上高、技術力を誇る地方大手ゼネコンです。富山から

北陸・首都圏を中心に様々な建設物を多数手がけています。

またスーパーゼネコン大林組の主要施工協力会社として60年

以上の実績があります。

57
株式会社THK

うなづき薬局
薬局経営 〇 薬剤師 若干名 特に無し

処方箋がなくて も OTC や健康相談、血圧計の使い方を教えて

ほしいなど、気軽に足を運んでくださるお客様が多くいらっ

しゃいます。うなづき薬局は地域の医療機関と連携した医療

を提供する「地域連携薬局」として、且つ「健康サポート薬

局」として県より認定されています。

58
テイカ製薬株

式会社

医療用・一般用医薬品及び医薬部外品の製造販

売
〇 〇 〇

研究開発職、品質保証

職、品質管理職、生産技

術職

2
薬剤師・創薬・製剤研究並びに品質管理・保証・生産技術

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

積極的に取組んでおります。薬学出身の方は、”くすりのスペ

シャリスト”として、創薬研究、製剤技術及び品質保証等の各

分野において当社の重要な業務の最前線で活躍できます。



理工系学 理工系院 薬2 薬6
事業所名 事業内容 自社ＰＲ

対象学生
募集職種 期待する研究分野・専攻など募集予定人数

59

鉄道機器株式

会社

富山工場

鉄道用分岐器類の製造 〇 〇
機械系、材料系、土木

系、電気系
1 特になし

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。

60

株式会社寺島

コンサルタン

ト

測量・土木設計・補償・不動産 〇 〇 土木設計技術職 1 特になし

当社は官公庁及び民間企業様からの受注を受け、調査・

設計・補償業務を主に行っています。インフラ整備を中

心に社会における安心・安全を守っています。

61

東興薬品工業

株式会社

富山事業所

医薬品外用剤の研究・開発・製造を行う専門

メーカーです。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製

薬企業に提供しています。

〇
研究開発職、事業統括

職、品質管理職
2 特に無し

当社は、医薬品を通して社会と地域に貢献し、みんなの力で

大きな夢を描いていく会社です。

現在、独自の投与システムを採用した鼻腔内投与型製剤が国

内外の製薬企業から注目されており、中でも経鼻インフルエ

ンザワクチンの開発には大きな期待が寄せられています。

62

医療法人社団

藤聖会

富山西総合病

院

医療業 〇 〇 〇 総合職、薬剤師 若干名 経営工学、情報通信、建築土木、薬学

富山市を中心に病院、診療所、老人保健施設、高齢者住宅等

の医療・福祉サービスを展開し、”まちづくり”企業を目指す。

2018年には富山市婦中町に地域の基幹病院である富山西総合

病院を開院。

63

東ソー・セラ

ミックス株式

会社

射出成形用コンパウンド及び精密セラミックス

加工品の製造
〇 〇 製造技術・開発職 1 工学・機械系

東ソー株式会社の全額出資子会社であり、長年培ってきた材

料技術と射出成形を使った精密成形が当社の強みです。

当社は、厚生労働省「ユースエール」認定企業であり、若者

にも働きやすい職場づくりに積極的に取組んでいます。

64
道路技術サー

ビス株式会社

一般土木及び道路河川などの維持管理に関する

監督・施工を行っています。

又、能越自動車道の管理業務も行っています。

〇 土木施工管理 2 特になし（土木・環境系を専攻なら尚よし)

当社は、昭和48年創業以来、官公庁発注の公共事業を行う元

請会社で順調に業績を伸ばしています。又、当社には功績が

顕著な人（優良技術者、優良技能者、建設マスター等の受賞

者）が多数在籍しています。さらに完全週休2日制の導入や残

業を削減するなど職場環境の改善に取り組んでいます。

65
砺波工業株式

会社
総合建設業 〇

土木施工管理　建築施工

管理
若干名 特になし

日本海から立山まで幅広い施工実績がある、富山県内の

建設会社ではトップ企業です。

社員教育にも力を入れており、新入社員のみならず、ど

の年代においても

資質の向上を図っています。
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66
富山県西部森

林組合
林業、木材チップ製造、特産品販売 〇 〇 〇

森林施業プランナー（技

術系職員）
若干名 特になし

　富山県西部森林組合では、県西部6市の山林について森林整

備育成事業などを実施し、森林を守り育てる社会的な使命を

果たすため、健康で山歩きのできる意欲ある人材を募集しま

す。

 　富山の山々を守り育てるために是非、私たちと一緒に素晴

らしい森林を造りましょう。

67
西村工業株式

会社
土木工事業、舗装工事業 〇 土木施工管理職 2 土木工学　その他

昭和23年法人設立以来、公共工事を中心にインフラの整備、

災害復旧、除雪作業などを通じ郷土の皆様の安全、保全に努

めてきました。社員一人ひとりがその能力を伸ばし誇りと使

命感を持って力を発揮するために資格取得の支援を行い、ま

た各種の認定を受けています。

68
日東メディック

株式会社

・医薬品、医薬部外品の製造・販売ならびに輸

出入

・上記、製造販売に必要な治験薬および諸試験

の受託

〇
製造、品質管理、開発、

営業
2 特になし

目薬の研究開発・製造・販売に取り組むスペシャリストで

す。

高い技術力を背景に、自社製品の製造販売と、受託製造とい

う2本の柱で前進し続けています。

69
日本海電業株

式会社

〇電気設備及び通信設備の工事・メンテナンス

・工事（設備の取付、調整、配線など）

・メンテナンス（点検、応急対応など）

〇WEBサイト作成、業務システム開発

〇 〇 技術職 1 電気工学、通信工学

当社は国交省や県内各市町村の電気・通信設備に係る仕事を

行っています。近年ではAIやRPAを導入し、業務改善に着手

しています。より社員が活き活きとそして働きやすい環境づく

りを目指しています。

70
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

当社では、様々な研修を通して着実に技術を身につけ、人間

力を磨きながら着実に経験を積んでいくことが可能です。働

き方改革も積極的に行い、社員一人ひとりの健やかな心身に

配慮した社内制度を整えています。

71

株式会社ハウ

ステック

富山工場

住宅設備機器（システムバスルーム、システム

キッチン等）の設計、製造、販売
〇 〇 設計 2 理工学系全般（機械、電気、化学、建築など）

ハウステック富山工場では、システムバスルームの企画・設

計・製造を行っています。設計の職種は、多角的視点から新

しいバスルームを作ることにチャレンジしていますので、理工

系の知識が活かせます。ＣＡＤの操作や建築知識は入社後の

研修や職場で取得していきます。

72
萩浦工業株式

会社

水門（ゲート・開閉装置）・水圧鉄管・除

塵機・スクリーン・網場・橋梁・鉄塔・建

築鉄骨・一般産業機械・各種クレーン（巻

上機）・YKKAP　ビル用サッシ　住宅用

サッシ・アルミ製品各種金物

〇 〇

生産技術職（工事管理・

溶接・機械組立・生産管

理）・設計技術職・営業

職

2 特になし

当社は、設計から現場据付まで行う「ものづくり企業」

として、富山・北陸・日本各地の地域社会の発展に貢献

するため、お客様に密着した事業運営に取り組んでおり

ます。
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73
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

バスシャーシの製造
〇 〇 機械設計、制御設計 1 機械工学、電気電子工学　等 設計、製作、現地据付工事まで一貫して行っている

74
速水全舞株式

会社

「ぜんまいバネ」製造機械の専門メーカーで

す。様々なぜんまいバネに対応する機械の設計

開発・製造を行っています。

〇 〇 技術職 1 材料・機械・電気・電子を専攻された方

当社では、生産設備を内製し、力学や材料工学を駆使したシ

ミュレータを独自開発。海外にも拠点を置き、高品質・低価

格・短納期でのご提供のみならず、さらなる技術力・開発力

の向上に努めています。「ものづくりが好き」という思いに

忠実に、創意工夫を重ねて、独自の技術で世の中にないもの

を作り出したいと思っています。

75
速水発条株式

会社

「ぜんまいバネ」の専門メーカーです。様々な

ぜんまいバネを開発・製造し、供給先は建築

用、医療用、電気製品用、農機具用等多業種に

わたります。特に自動車のシートベルト用ぜん

まいバネでは国内トップシェアを確保しており

ます。

〇 〇 技術職 1 材料・機械・電気・電子を専攻された方

当社では、生産設備を内製し、力学や材料工学を駆使したシ

ミュレータを独自開発。海外にも拠点を置き、高品質・低価

格・短納期でのご提供のみならず、さらなる技術力・開発力

の向上に努めています。「ものづくりが好き」という思いに

忠実に、創意工夫を重ねて、独自の技術で世の中にないもの

を作り出したいと思っています。

76
北栄電設 株式

会社

高速道路の電気・通信・土木工事(施工管理及び

施工)
〇 〇 施工管理 1 特になし

【弊社の強み】

1. 国内No.1の施工実績

2. 安定した財務基盤

3. 圧倒的な離職率の低さ

4. 自由すぎる社風

ぜひお気軽にホームページをご覧頂き、会社説明会へお越し

ください。

77

北電技術コン

サルタント株

式会社

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 〇 〇

土木設計コンサルタント

職/建築設計コンサルタ

ント職

1 土木・建築・機械

北陸電力グループの会社として、土木・通信・建築の各分野で

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、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。お客さまが感動

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。

78
北陸建工株式

会社

照明・無線鉄塔製作、高層建築物や立体構造物

の特殊鉄骨製作、制震・耐震デバイス製作、合

成床版製作。

〇 〇
生産設計、生産管理、品

質管理、製造技能
1 機械・工学系

鋼構造物の建築部材となる特殊鉄骨や照明・無線鉄塔の製

作、制震・耐震デバイスの製作、合成床版の製作を行ってい

ます。国土交通省Hグレード認定や鉄塔のパイプ製造はJIS認

定を取得しており、お客様のニーズに細やかにお応えしていま

す。
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79
北陸鋼産株式

会社

トンネル型枠・トンネル用工事機材や機械等の

設計・製作・販売。

鋼材の曲げ加工。

〇 〇
生産設計、生産管理、品

質管理、製造技能
1 機械・工学系

弊社のトンネル型枠や工事機材は、全国の道路や鉄道のトン

ネル、上下水道やダムなどのインフラ整備に貢献しておりま

す。新技術情報システムNETISに登録するなど新技術の導入・

開発にも積極的に取り組んでいます。

80

北陸コンサル

タント株式会

社

建設コンサルタント業、測量業、補償コンサル

タント業
〇 〇 土木設計技術者 2 環境・社会基盤工、都市デザイン

当社は、産業の基幹である道路、橋梁、トンネル設計、河川

砂防・雪崩対策などの防災設計や、人にやさしい都市空間整

備や水辺空間整備にも積極的に参画し、21世紀の新しいまち

づくりを目指して、技術力とフィールドを大きく広げていま

す。

81
北陸道路標識

株式会社

公道や駐車場の白線引き、道路標識・カー

ブミラーの設置、転落防止柵の設置
〇

施工作業員及び施工管理

職
1 土木科を専攻していることが望ましい

道路上には交通事故の防止や人・クルマの円滑な通行を

目的としたあらゆる工夫がなされています。例えば、白

線・標識・ガードレールなどがあり、これらを総称して

交通安全施設といいます。交通安全施設の設計・施工を

通じて地域の交通安全に貢献することが当社の仕事で

す。

82
北陸熔断株式

会社

溶断切板加工、レーザー精密切板加工、スプラ

イスプレート製作。
〇 〇

生産設計、生産管理、品

質管理、製造技能
1 機械・工学系

鉄製品の基盤となる切板部品の製造・加工・販売を行ってい

ます。高精度に切断できる最新鋭の機械設備を数多く揃え、

グループ各社との連携を図り+αの加工にも対応し、高品質と

短納期を両立しています。

83
株式会社ホシ

ナパック

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

〇 機械系保全業務 1 機械　電気など

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。

84
株式会社牧田

組

公共施設、民間施設、企業施設や工場の建築工

事、インフラ整備の土木工事、道路や駐車場の

舗装工事を行う総合建設業

〇 〇 建築、土木の施工管理職 1 特になし

建築、土木、舗装と幅広く工事を手掛ける中で、専門的な分

野で活躍する事も可能ですし、異なる業種の知識経験を積む

ことが出来る自由度の高い組織体制があります。やりたい事

に挑戦しやすい風通しの良い雰囲気の職場です。
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85
株式会社松村

精型

低圧鋳造及びダイカスト用金型を製造。鋳造・

方案設計～型設計～型製作～試作～検査までを

一貫して行う生産体制と、試作鋳造製品への品

質保証技術も確立しています。

〇 〇 設計・生産技術・製造 1 特になし

「MOVE ON」をスローガンに常にその先の先端技術へ進化や

チャレンジ、前進しています。平均年齢36.9歳！10代～30代

の社員が70%で若手社員活躍中！！

86
丸新志鷹建設

株式会社

土木・建築工事

木質ペレット製造
〇 〇

土木施工管理　建築施工

管理
1 土木工学　農学　建築学

経営方針の一つに「従業員の幸福な家庭づくりを支援す

る」と掲げ、従業員をとても大切にしています。

令和3年４月から全国社労士会連合会の経営労務診断実

施企業に認定されています。

87
株式会社ミズノ

マシナリー
アルミ高精度部品の製造 〇 〇

技術職（機械加工・

CAD/CAM）
1 特になし

最新鋭のマシニングセンタと技術力の詰まった加工プログラム

を駆使し、半導体製造装置を始めとする幅広い分野の最先端

技術に貢献するアルミ高精度部品を製造しています。流れ作業

ではなく、多品種少量の一点物のものづくりをしています。

88
株式会社光岡

自動車

新車・中古車の販売、改造及び修理。

損害保険代理店業及び自動車自賠責保障法に基

づく保険代理業務。

生命保険の募集にに関する業務。

自動車リース及びレンタカー業務。オークショ

ン代行及び委託販売業。

不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介。

〇 〇

カーライフアドバイ

ザー、サポートスタッ

フ、クラフトマン、サー

ビスメカニック、総合

職、技術職

若干名 自動車関連

「夢を描いたら、全力で挑戦すること」

それがミツオカの信念。

私達が求めているのは

大衆に埋もれることなく、自分の可能性を信じ、

新しい夢への挑戦に向き合い続けられる仲間です。

89
宮越工芸株式

会社

各種建材製品への塗装加工
〇 技術職 若干名 塗装分野

塗装に関する、お客様の多様なニーズにお応えする為、最新

の塗装設備と技術力で対応しております。現在、ビル建材と住

宅建材の二本柱で組織構成しており、特にビル建材において

は、官庁工事の厳しい品質管理に対応し、アルミサッシなど

前処理から塗装までの一貫生産をご提供しております。

90
明治薬品株式

会社

明治薬品株式会社では、製造受託業務を行う

「CMO事業」と、OTC医薬品、健康食品やサプ

リメントを担当する「CHC事業」を主軸とし

て、多種多様な製品を企画、製造、販売してい

ます。

〇
品質保証･品質管理、技

術開発
若干名 薬学

明治薬品は創業以来「よりよい医薬品を通じて広く社会に奉

仕する」を理念としてまいりました。長年培ってきた優れた技

術を活かして常に人々の健康をサポートし、明るく豊かな未

来のために、絶え間なく創造･挑戦する会社であり続けます。



理工系学 理工系院 薬2 薬6
事業所名 事業内容 自社ＰＲ

対象学生
募集職種 期待する研究分野・専攻など募集予定人数

91 株式会社森組 総合建設業 〇 〇 建設技術者 若干名 土木、建築

森組は総合工事業として数多くの土木・建築工事実績を残し

社会資本整備を行ってきました。また一般土木工事や舗装工

事などを自社施工しています。近年では住宅建築に注力してい

ます。そのほかグループ企業として産廃処理業や設備工事業が

あり、それぞれのメリットを活かしながら今後もさらなる成

長を目指します。

92
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・鋼構造物等の設計、製作、据付
〇 〇

設計、生産管理、施工管

理、品質管理
2 機械工学、材料工学、金属工学

高い製缶技術、溶接技術を活かした圧力容器の製造や全国の

水処理設備の機械等の製作据付等国内のインフラを支えるス

ペシャリストメーカーです

93

リードケミカ

ル株式会社 経皮吸収型貼付剤の研究開発および製造 〇 研究開発、品質管理 若干名 特になし

経皮吸収型貼付剤のスペシャリティファーマとして高い

技術力を有し、新薬の開発に取り組んでいます。また、

積極的に市場のグローバル化を推し進めており、ハイレ

ベルな品質管理システムの下で生産された、有用で高品

質な医薬品を世界の皆様へお届けしています。

94

株式会社

リョーシン

リサイクルプラントの提案・設計・製造・設

置・メンテナンス

特殊車両の販売・リース・メンテナンス

〇 〇
設計・サービスメンテナ

ンス・電気制御・営業
若干名 工学・知能ロボティクス

世界最先端機器とコラボし、リサイクルプラントを設計から

メンテナンスまで一貫して行います。日本各地や世界から求

められる提案･技術力で、次世代を担う企業として躍進してい

ます。

あなたが活躍できるフィールドがきっとあるはずです。


