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見逃さないで！ 新潟にも優良企業がたくさんあるんです！

2018年3月卒業の学生の方は、そろそろ企業研究を始める時期です。企業研
究は自己分析・業界研究と同じくらい大切なステップですが、忘れないでほし
いのが、新潟県内にも優良企業が多くあること。就職活動中の学生が陥りがち
な例を見ながら、企業研究について考えてみましょう。

知名度や規模だけではなく、
やりたいことができる企業を探そう

どうやって探す？ 新潟の企業

　

　企業研究とは、志望する企業がどんな業種で、どんな職種があっ
て、どんな事業や仕事を行っているのかを調べること。企業の将来
性、仕事の内容、やりがい、女性の活躍度など、企業選びに何を重視
するかは人それぞれですが、その人に合った企業を選ぶためにも重
要なプロセスです。また、来年3月に企業の広報活動が解禁される
と、多くの企業が一斉に企業説明会を開催するため、それまでにエン
トリーしたい企業を決め、理解を深めておかなくてはなりません。
　就活生はどうしても知名度の高い「大手企業」や一般消費者になじ
みのある「B to C企業」に目が行きがちですが、そういった企業は競
争倍率も高いもの。また、人気企業ばかりに時間を割いていると視野
も狭くなりがちです。やりたいことができる企業を探すには、企業の
知名度や規模にしばられず、さまざまな企業を幅広く見ておくことを
おすすめします。

大都市だけじゃない！
新潟にある隠れた優良企業

　大都市圏、特に東京に地盤を置かないからといって全国展開して
いないわけではありません。新潟にはその製品やサービスが全国に
展開している企業が多くありますし、中には日本や世界でトップクラ
スのシェアを持つ企業や、世界的に注目される技術を有する企業も
あります。

3

いずれは新潟に戻ることを前提に採用しています

パール金属株式会社
総務人事部 部長
金川 寿泰さん

県内企業の
人事担当者に
伺いました

　当社はキッチンウェアやアウトドア用品が主力であることもあり、
商品開発のイメージが強いかと思いますが、当社の強みは「営業力」
なんです。社員600名のうち、200名が営業。全国に張り巡らされ
た営業拠点から、市場動向や消費者ニーズを捉え、商品開発の現場
に反映させることも営業の大切な役割です。また、採用にあたっては
コミュニケーション力を最も重視するように思えますが、当社が求め
るのは研究熱心なことですね。
　これから企業研究を行う学生の皆さんに伝えたいのは、企業は外
から見たイメージだけでは判断できない部分が大きいということ。そ
の企業が作っている製品や商品・サービスに興味を持つことはもち
ろんですが、少しでも興味があるなと思ったら、規模の大小や業種、
職種にはこだわらず、企業に足を運び、実際に見て聞いてほしいです
ね。当社は東京でも企業説明会を行っていますので、気軽に参加して
みてください。

職種や規模の大小にとらわれず、興味を持ったら行動を

企業研究を始めよう
志望する業界は決まっているから、
企業は厳選して受けるつもりです！

　社会にはいろいろな業界・企業がありますが、その人に合うかど
うかは最終的には働いてみないと分からない面があります。一方、
就活生が手に入れられるのは本やインターネットからの情報や、
OB・OGからの話、漠然としたイメージなど、限られたもの。そこ
で、より具体的に企業像に触れるために参加するのが、企業説明会
です。
　企業説明会を回って入社したい意志を固める一方、実際に話を
聞き、自分の目で見ているうちに「これまで思っていたイメージと
違う……」と思うこともあるでしょう。ところが企業研究の時点で業
界を絞ってしまっていると、企業説明会への参加やエントリーの数
が少なくなってしまい、その結果受ける企業の数が減ってしまうの
です。企業研究～企業説明会の時点でさまざまな業界に触れるこ
とができれば、方向を変えなくてはならなくなった場合でも「あ、こ
れがやりたかったことに近いかも」と思える企業に出会う確率は高
くなるでしょう。
　左ページの「にいがた交流会」は、東京にいながら新潟の企業

5年後、10年後、どうなっていたい？
長期的な視点に立った
ライフプランも考慮しよう

華々しく活躍したいから、
 東京じゃなきゃダメ！

数年後…
子供の預け先が
見つからない！！

の生の情報を得られるチャンスです。その他、裏表紙のイベント情
報にも東京で開催される業界研究セミナーなどが掲載されてい
ますので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

　これから始まる就職活動ですが、その先には長い社会人生活が
あります。5年後、10年後……結婚し、子どもが産まれるかもしれ
ません。時には家族の事情を優先させなければならないこともあ
るでしょう。家庭と仕事の両立、ワーク・ライフ・バランスはもはや
女性だけの問題ではありません。いずれ誰もが直面する問題とし
て考えておいたほうがよいでしょう。
　「恋人もいないのに結婚なんて考えられない」「まだまだ先のこ
とだから……」と思わずに。ライフプランを考えることは、キャリア
プランを考えることであり、どんな人生を送りたいかは仕事をする
上での価値観に大きく影響します。この時期にライフプランも一緒
に考えてみましょう。

●自社の魅力●経営者からのメッセージ●勤
務環境（有給休暇・育児休業取得状況・若手社
員の定着状況等）●採用情報（募集職種／初
任給／勤務地等）●インターンシップ情報

【掲載情報】
検索新潟企業情報ナビ

http://www.niigata-kigyo-navi.jp/

検索にいがたモノ・クリエイト
新潟県ホームページ
http://www.pref.niigata.lg.jp

2017年2月4日（土）
2017年2月5日（日）

新潟県内企業の採用担当者が業界や自社の魅力を紹介し、若手社員が就職活動の体験談を語る
ほか、学生と企業のフリートーク座談会も実施します。さまざまな業種の県内企業を知り、就職サ
イトには載っていない生の情報に触れるチャンスです。

「企業情報ナビ」は、新潟県内に事業所がある企業の情報を集めたサイトです。若者の採用・育
成に積極的な県内企業、約1,000社の情報を公開しています。

新潟県内に事業所のある「世界にチャレンジするモノづくり企業」
126社を紹介しています。各企業の自信ポイントPRや社長メッ
セージのほか、福利厚生等の情報も掲載されており、企業研究に役
立ちます！

次回の開催予定は……

イメージだけで判断せず
会社の「中身」を知る努力を

超人気企業
ばかり

狙って全滅
！

世界を相手に活躍したいから、
大手企業で働きたい！
  新潟には企業があまり
        なさそうだし…。

いまココ！

Now

なんか違う！ でも
今さら方向転換
できない！

就活を進める中で新たな発見も！
範囲は絞り込みすぎないように

After

NowNow

インターネットで見
る

イベントに参加する

【参加企業】NS・コンピュータサービス／セコム上信越／第四銀行／
　　　　　新潟県商工会連合会／日東アリマン／福田組
【参加企業】大原鉄工所／タカヨシ／新日鐵住金直江津製造所／ブルボン／
　　　　　 丸運建設／太陽工機

対象：平成30年3月以降に大学等卒業予定の方（大学1～3年生等）
会場：表参道・新潟館ネスパス3F　東京都渋谷区神宮前4-11-7
定員：40名程度（先着順）　※服装自由
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にいがた モノ・クリエイトこのサイトも

CHECK!

　当社はキッチン・リビング用品などのハウスウェア、アウトドア用品
を中心に約5万アイテムを取り扱う、商社と卸の機能を持った企業で
す。消費者の皆さまが「欲しい」と思う商品を企画・開発し、市場へい
ち早く投入。新しい生活文化を提案しながら、豊かな暮らしを支えて
います。
　小売業者様に商品を提案する営業を中心に、開発・企画、品質管
理、物流など、多種多様にわたりますが、当社の場合、新入社員には
まず東京や大阪といった大都市圏の営業を担当してもらいます。新
人に求めるのは、まずはマーケットを知ること。当社の製品は新潟県
内だけでなく全国に流通していますし、商品を開発するにしてもお客
様のニーズや小売の現場を知ることが重要なんです。
　数年間、営業を経験した後は本社へ戻り、本人の適性を考慮しな
がら企画や物流などの部署へ再配属となります。もちろん営業を続
ける社員もいます。ですから当社を希望する学生は「いずれは地元に
戻りたい」と考えている人が多いですね。



　土佐さんも杉田さんも、移動の負担、企業情報の少なさなど、U
ターン就職ならではの苦労があったようです。「県内の就職を希望し
ていたのですが、やはり学校への求人は少なかったですね」と話す杉
田さん。自分で企業を探すほか、両親からも情報をもらっていたそう。
　土佐さんは「新潟への往復は体力的にも大変でした。そんな時、実
家が温かく迎えてくれたのはありがたかったですね。忙しい時、スー
ツをクリーニングに出しておいてくれたのも助かりました」と話しま
す。試験や面接前は緊張することもありますが、土佐さんは選考前
の時間をストレスなく過ごせたそう。「面接のある日は『笑顔でね』と

だけ言って送り出し
てくれました」
　杉田さんも実家
に数週間単位で帰
り、就職活動に専
念。「面接がうまく
いかず落ち込んで
いる時も『大丈夫、

4 5

就職活動は基本的には子どもの問題。しかしなが
らまだ学生である以上、親が支援しなくてはなら
ないこともあります。親は子どもの一番の理解者
でありサポーターでありたいもの。
今回はUターン就職をした2人の経験者に、「U
ターン就職に関する親の影響」や「親のサポート
でうれしかったこと」などを聞いてみました。 新潟県内の就職事情を熟知した専門スタッフが、県内ハローワークの最新求

人の中から希望の条件にマッチした求人情報を提供します。また、県内企業の
パンフレット等企業研究に役立つ資料も取り揃えています。履歴書・エントリー
シートの書き方や面接対策など、何でもお気軽にご相談ください。土日も開館
していますので、大学の授業や就活の合間を縫って利用することも可能です！

意外と影響が大きいんです。

普段から新潟や地元の話をすることで
Uターン就職がイメージしやすく
　新潟県外の大学・専門学校を卒業し、Uターンして県内企業で働
いている土佐さんと杉田さん。「就職するならUターンで、実家から
通える範囲でと決めていました」と話すのは新発田市の企業に勤
務する土佐さん。一方杉田さんは「親自身がUターン就職をしてい
たので、それにならう形でUターン就職しようと思いました」と、親
自身の就職が見本になったようです。
　就活前からUターン就職することを決めていた二人。普段から親
子の会話も多く、気になる企業の話もしていたそう。杉田さんは
「日常的な会話の中で『近所にこんなお店ができたよ』『新潟でこう
いうことがあった』など、街や環境の変化などを聞いていました。新
潟から離れていても地元の様子がイメージできていたので、ス
ムーズにUターンできたのかもしれません」と話します。

Uターン就活ならではの苦労も
地元企業の情報や生活面でのサポートを

大切なのは自分に自信を持つこと
子どもの良さを知る親ならではのサポートを

就職できるよ！』と励ましてくれたことで、意欲を失わず就職活動に取
り組むことができました」

　両親からの言葉が励ましになったという土佐さんと杉田さん。で
は逆に、言ってはいけないことは何でしょう？ 
　土佐さんは「就活が長引いてしまった時に『まだ決まらないのか』
と責めたり、状況をしつこく聞くことは避けてほしいです」と言いま
す。「心配してくれるのはありがたいですが、プレッシャーを一番感じ
ているのは本人。親の何気ないひと言が子どもを追い詰めてしまう
こともあると思います」
　杉田さんは「失敗した原因を追及することも大切ですが、『ココが
ダメだったんじゃ…』とダメ出しされた時はやはり落ち込みましたね」
と振り返ります。就活で何より大切なのは、本人が自信を持つこと。
希望する企業から落とされることもあり、自信を失いかけることもあ
るでしょう。初めて
の就職活動で将来
への不安を抱えな
がら活動する学生
たち。過保護になら
ない範囲で子ども
を励まし、自信を持
たせてあげること
が大切です。

子どもの就活

就職活動で
不安な時期に
親の存在は

ありがたかった
です！

親が普段通り
接してくれることで、

気持ちが
楽になりました！

検索にいがたUターン詳細は https://www.facebook.com/pref.niigata.uturn

新潟新卒応援ハローワーク
学生及び学校卒業後３年以内の方を
対象に就職活動を支援するハロー
ワークです。
新潟市中央区弁天2-2-18
新潟KSビル2F
9:30～18:00
土・日・祝日・年末年始
025-240-4510

新潟市学生就活相談デスク
新潟市内で就職したい学生やその保護者を対
象に、就職に関する相談に応じています。（来社
面談は要予約）
新潟市中央区南笹口1-2-16 新潟CDビル2F
（株）広報しえん内
9:00～18:00
土・日・祝日　お盆期間・年末年始
sodan@niigata-job.ne.jp
http://www.niigata-job.ne.jp/sodan/

ながおか就職・Uターンサポートデスク
長岡に就職したい学生および社会人、その
保護者を対象に、就職に関する相談に応じて
います。
長岡市高見町549-1
（株）アルプスビジネスクリエーション新潟支店内
9:00～17:00
土・日・祝日　お盆期間・年末年始
you-nagaoka@abc-niigata.co.jp
http://www.de-job-ra.net/

10：30～18：30
火曜・祝日・年末年始

03-5771-7713
niigata_u-turn@pref.niigata.lg.jp

東京都渋谷区神宮前4-11-7
表参道・新潟館ネスパス2F

首都圏でのUターン
相談窓口へ
首都圏でのUターン
相談窓口へ

まだ就職先が決まっ
ていない…

新潟の企業や求人情報を手に入れたい…
2017卒はもちろん
2018卒も歓迎！！

東京にいながら就活を進めるには……

にいがた
Uターン情報センター

筒井 貴樹さん

新潟での就職相談＆支援窓口

初めて相談する時には何を
用意していけばいいですか？

特に用意するものはありません。

もし、添削をしてほしい応募書類

（履歴書やエントリーシートなど）

がありましたらご持参ください。

専門の相談員が添削させていた

だきます！

Q

A

2017年卒でまだ就職
が

決まっていないのですが
、

これからでも採用はあ
り

ますか？

採用活動を継続している
県内

企業はたくさんあります
し、こ

れからの時期に採用内定
をも

らった先輩学生もいます
。チャ

ンスはまだまだあります
！イン

ターネットの情報だけで
なく、

自分の足で動いて情
報を

キャッチすることも大事
です。

Q

A

親ができること

にいがたUターン情報センター

実家へ帰省した時、利用してみませんか？

住 時
休

☎

住

時
休
☎

住

時
休

HP

住

時
休

HP

子どもの就活を応援するために！

「やってはいけない！」チェックリスト
■上から目線
☑「あなたには無理」「向
いてない」と決めつけ
ていませんか？

☑親戚や兄弟などと比較
していませんか？

■過保護
☑スケジュールや合否を
すべて聞き、把握しよ
うとしていませんか？

☑親が企業に問い合わ
せてはいませんか？

■押しつける・否定する
☑自分の学生時代の価
値観で話していませ
んか？

☑知らない企業だからと
否定していませんか？

理学療法士
杉田 真浩さん
株式会社はあとふるあたご勤務
新潟市出身

土佐 礼美和さん
片山食品株式会社勤務
新潟市出身

予約が必要ですか？またど
んな情報が得られますか？
予約は必要ありません。定休日
以外のご都合の良い時にいら
してください。にいがたUター
ン情報センターでは、ハロー
ワークの求人情報を提供して
います。県内企業の情報はもち
ろん、新潟県が行う支援策や自
治体等が主催するイベント、過
去に就活を行っていた先輩学
生の事例など、U・Iターンに関
するさまざまな情報をお届け
できます！

Q

A
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　心配なのはわかりますが、あまりしつこく聞くとか
えって距離をとられてしまいますよ（笑）。少し目線を
ずらして、まずは気軽に話せる雰囲気や環境作りに徹

しましょう。いくら心配しても、この時期に親ができることはあまり
ないのが現実です。むしろドシッと構えて応援する姿勢を見せてお
くことが大事です。
　それよりも、お子さんはそれぞれの大学が行う就職ガイダンスな
どに参加していますか？ 大学では３年次の春と10～11月に、就職
活動の進め方に関するガイダンスがあります。その後、筆記対策や
面接対策など、さまざまな就職サポートプログラムが行われるので、
これらに真面目に参加していれば大きな心配はないでしょう。
　これまでに就職活動をする学生をたくさん見ていますが、早くか
ら動いて内定を決める学生もいれば、比較的のんびりしている学
生もいます。早く決まれば親としては安心でしょうが、それが正解か
どうかは分かりません。本人に合った業種や企業を選んでいるか？ 
楽しくやりがいを持って働けそうか？ 就職活動が結婚に例えられる
ように、大切なのは「相性」です。お子さんに合った企業をじっくり探
すことも大切ですので、その点は理解してあげてくださいね。

Uターン積極採用 県内企業紹介プロに聞く!

現代の就職活動には「親子の会話が大切」と言われても、相手
はもう立派な大人。実際にはどのように声を掛けたらよいので
しょう？ このページでは、「実際にこんな場合はどうしたらい
い？」というケースに、具体的にお答えいただきました。

“自分達の住んでいる地域は自分たちで守る”を信念に上越地方を中心に土木事業　
建築事業　環境事業　リフォーム事業を営んでいます。
近年、再生砕石の販売・太陽光発電など建設業以外の環境事業分野にも力を入れ
ています。またデザイナーズの個別住宅（ASJ新潟上越スタジオ）を展開し、建築事
業の拡大も行っています。

A

Q
東京の大学に通う大学3年生の息子。
夏にも「就職のこと、どう考えてるの？」と
声がけをしたのですが、「放っておいてよ」
「うるさいなあ」と話したがりません。
「そんなに言うなら正月は帰らないよ」と
一蹴されてしまいます。

　入学式の時に買ったスーツが就活に使えるものなら
問題ないでしょう。ただ、採用試験の当日に、着ていく
スーツの汚れに気付いた時など万が一に備えて、もう１

着用意した方が安心ですね。
　スーツに限らず、現在の就職活動は「お金がかかる」と言わざるを
得ません。特にUターン就職希望の学生は、交通費がかかります。高
速バスを使って東京～新潟間を往復する学生も多いですが、面接前
の大切な時や疲れた時などは、無理せず新幹線を使うよう言ってあ
げてください。新潟県からの交通費補助も利用しましょう（詳細は裏
表紙を参照）。ほかにも、筆記対策の参考書や企業研究のための書籍
代、新聞購読料、スマホやインターネットの通信費……訪問先の企業
の近くで待つためのお茶代などもかかります。学生は遠慮して言い
にくいので、親のほうから支援を申し出てほしいですね。
　また、できればアルバイトは3年次の冬くらいでお休みさせてあげま
しょう。エントリーから面接までたどりつくまでに膨大な時間と労力がか
かりますし、スケジュール面でもアルバイトと両立することは大変厳し
いです。年明けから夏頃までは、学生にとってとても大事な期間です。で
きるだけお子さんが就活に集中できる環境を作ってあげたいですね。

A

Q
県外の私立大学に通う大学3年の娘。
そういえば娘から「リクルートスーツを
買って」と聞いていません。入学式の時に
一式買いましたが、それで足りるのでしょうか。
私大でお金がかかっているため、
親に遠慮しているのでしょうか……。

総合建設業

会社概要

若手・中堅・ベテランと各世代に社員がいて、コミュニケーションが取れている職場で
す。超低温乾燥装置（愛工房）を導入し、地元の杉を利用した“越後香素杉”の販売も
行っています。

会社の強み・特徴

元気が良く・好奇心があり・人とのつながりが大好きな人を探しています。
新卒採用の方針・ポリシー

建設業は“貢献”　“感謝”　“感動”が味わえる職場です。ものづくりが
大好きで、自分の住んでいる地域が好きな人、是非一緒に働いてその
充実感を味わいましょう。
また、当社は女性（土木4名　建築5名）の技術者も在籍し、女性も働き
やすい職場環境や福利厚生を整備しています。

PR／メッセージ

官庁工事から民間工事まで幅広い工事実績のなか「誠実な仕事が信頼を得る」を第一義
としています。技術者としての誇りと人間として成長出来る企業です。

PR／メッセージ

一般電気設備工事設計・施工、衛生設備・ガス・水道工事設計・施工、土木工事設計・施工、
自動車整備業・販売、鉄製部品加工製造

業務内容

一般電気工事設備業・自動車整備業・鉄製加工製造業・土木工事業

快適・安全・ライフラインを守る技術者企業

大和電建株式会社

〒９４３-０８３６
上越市東城町２丁目２-２
TEL：０２５-５２５-１２０１
http://www.daiwadenken.com

売り場作りを通じ、お客様へ「最高のプレゼン」を目標にするマルイ。そのために、従業員
1人1人の個の力を高め、「人で勝てる企業」をモットーにしています。

PR／メッセージ

新潟県内で26店舗展開する食品スーパーマーケットです。地域密着スーパーとして、お
客様の毎日の「食」に携わっています。

業務内容

小売業（食品スーパーマーケット）

食を通じ、様々なチャレンジしてみませんか

株式会社マルイ

〒９５４-０１１１
見附市今町３丁目１１番６８号
TEL：０２５８-６６-０１０１
http://www.super-marui.com

当社が誇る『CNC立形研削盤』は、国内・海外の様々な企業（自動車、航空機、建設機械、産
業機械メーカーなど）で使われており、高い評価をいただいております。

PR／メッセージ

「立形研削盤」を始めとする各種研削盤（工作機械）の企画、開発、設計、製造、組立、販売、
アフターサービス。

業務内容

工作機械製造業

立形研削盤において国内トップクラス

株式会社太陽工機

〒９４０-２０４５
長岡市西陵町２２１番３５
TEL：０２５８-４２-８８０８
http://www.taiyokoki.com

当社は、普通免許から建設系作業免許に至るまで、すべての車両の免許取得が可能
です。合宿寮も完備しており、県内外から年間を通して約3000名前後の教習生の
方が入校されます。免許の取得だけでなく、高齢者講習や運行管理者等指導講習な
ど、各種の講習にも取り組み、地域貢献に積極的な自動車学校です。

自動車教習業、建設機械等の講習

会社概要

生涯無事故の運転者の育成に努めます

株式会社水原自動車学校

当社は〝お客様第一主義″〝変化とスピード″〝教育は全ての業務に優先する″をモッ
トーに掲げています。お客様である教習生の方に対して、指導員一人一人が技術・
知識・人間性を磨くよう、社員教育に力を入れています。各種研修制度や講習を設
け、新人、先輩問わず、ステップアップしていけるような環境作りが整っています。

会社の強み・特徴

教習指導員は教習生の方に教えるよりも、教わる事の方が多い仕事です。資格を取
得してやっとスタート地点に立てますが、その後も安全な初心運転者の育成のため
に自分自身が常に勉強し続けなければなりません。車の運転が好き、人に教える仕
事がしたい、スキルアップし続けたい方、大歓迎です。

新卒採用の方針・ポリシー

設立来培った経験と最先端テクノロジーでたゆみない技術革新を推進し、世界中に拡が
る当社の顧客/半導体デバイスメーカーに高品位製品を提供しています。

PR／メッセージ

スマホやパソコンなどに使われている半導体メモリーや、イメージセンサーなど最先端半
導体の基盤材料であるシリコンウェーハを製造販売しています。

業務内容

〒９５９-２００２　阿賀野市下条２０-４
TEL：0120-62-2000
http://www.unten.co.jp

半導体シリコンウェーハ製造業

最先端半導体材料メーカーとして社会に貢献

グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社

〒957-0197
北蒲原郡聖籠町東港6-861-5
TEL：025-256-3200（代）
http://www.sas-globalwafers.co.jp

創業７5年余の伝統にアグラをかくことなく、新潟県にしっかりと根を張り、お客様との絆
を深めながら、熱い思いでビジネスを捉えていきます。

PR／メッセージ

機械、機器、工具など、工場の生産現場において必要とされる生産財の専門商社。モノづく
りの現場の生産性・品質向上、省力化に貢献すべく、様々な角度から商品を販売。

業務内容

商社（生産財の販売）

人と技術を繋ぎ未来を創る

昭栄産業株式会社

〒９５０-０９１５
新潟市中央区鐙西２丁目２９番１２号
TEL：０２５-２４１-６２１１
http://shoeisangyo-niigata.co.jp

国内のみならず、海外からの誘客にも力を入れています。交流人口を増やし、地元を活
性化させるために新しい感性とパワーを必要としています。

PR／メッセージ

スキー場の他にログハウスの宿泊施設「キューピットビレッジ」、日帰り施設のゆきだるま
温泉「雪の湯」、源泉かけ流しが自慢の温泉宿「久比岐野」を運営しています。

業務内容

スキー場、宿泊飲食業、日帰り温泉

愛あるリゾート

株式会社キューピットバレイ

〒９４２-０５３４
上越市安塚区須川４８２０番地
TEL：０２５-５９３-２０４１
http://www.yukidaruma-kogen.com

「親活」相談室

入社後は普通車の教習指導員資格取得を目指して頂きます。その
為の免許取得補助制度や研修も充実しており、会社全体が一丸と
なってバックアップをしていきます。人が成長する喜びを肌で感じな
がら自分自身も成長してみませんか？ぜひ一緒に働きましょう！

PR／メッセージ

浅井 友和さん
答える人

もっと詳しく
知るならこちら↓

もっと詳しく
知るならこちら↓

㈱アルプスビジネスク
リエーション 法人サ
ポート課。長岡市を中
心に新卒採用のお手伝
いなど人材サポートを
手がける。県内・外の大
学へ出向き、企業・求
人などの情報提供を行
うとともに、就職ガイダ
ンスなどの企画・運営、
就職アドバイザーも務
める。

就職活動にはどうしてもお金がかかってしまいます。保護
者からの金銭的・物質的な支援は学生にとって大きな助
けになるでしょう。また、この冬に帰ってきたらぜひ家族
会議を。家族で協力し合い、お金のことを包み隠さず話
すことで親のありがたみを感じ、就活への原動力になる
でしょう。

就活での親の役割は、精神面そして金銭面での
バックアップです。
子どもからは言い出しにくいので、親の方から
支援を申し出てあげましょう。

インターンシップ
ガイダンス

就活準備イベント

会場：アオーレ長岡
対象：2018年3月以降大学等卒業予定者（高校生を除く）
内容：長岡市内の企業50社が参加。各企業ブースを自由に
        訪問し、多くの業界・企業を知るチャンスです！

12月27日㊋ 13：00～16：00

東京 新宿から
会場までの
無料送迎バスを
ご用意！ ※詳細・申込はホームページにて。

入場無料

!CHECK

『Yes, We Can』を
合言葉に信頼と
団結力で挑戦し続けます。

株式会社笠原建設
〒949-1352　糸魚川市大字能生1155-6
TEL：025-566-3181
http://www.kasacon.co.jp
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