
 

 

企業１ ＮＳＧグループ 

 

 
 
 
1976 年に学習塾・カルチャースクール事業でスター

トした NSG グループ。 
現在では教育だけでなく、医療福祉・広告・IT・ス

ポーツ・ホテル・農業・商社・アパレル・不動産・美容・
飲食など、57 のグループ会社で多岐に渡る事業を展
開するに至りました。 
今後も、観光・環境・ものづくり・IoT など、新たな分

野への事業展開を進めていく予定です。 
私たち NSG グループなら、あなたのスキルや経験を

活かしていただけるフィールドがきっと見つかります。 

グループ 57社 活かせる経験がきっとある 

業種 教育関連、医療福祉、商社、広告代理店、ホテル業など 

事業内容 
教育（高校・専門・大学）、学習塾、医療福祉、広告代

理など 

中途採用予定職種 総合職 

本社所在地 新潟県新潟市中央区古町通 2-495 

電話 025-210-8571 

ＵＲＬ https://www.nsg.gr.jp/  

勤務地 新潟県内ほか 

資本金 591 億円 ※2017 年度（基本金含） 

売上げ 673 億円 ※2017 年 9 月期 

従業員数 8,865 人 ※2017 年度 

 

企業２ 株式会社 シアンス 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
地元新潟のお客様を中心に、システム開発やWeb

サイト制作を行っています。仕事と家庭の両立が図り
やすい職場づくりに注力していて、有給休暇取得促進
や長時間勤務の抑制、多様な働き方（裁量労働
制、育児のための短時間勤務等）を導入していま
す。 

UI ターンの方も積極的に採用していますので、お
気軽に当社のブースまでお越しください。 

仕事と家庭の両立で、安心して長く働ける会社です。 

業種 情報処理サービス    

事業内容 システムコンサルティング、システム開発、Web サイト制作  

中途採用予定職種 営業、SE、Web ディレクター・デザイナー・エンジニア、事務 

本社所在地 
新潟県新潟市中央区万代 2-3-16 
リバービューSD ビル 10 階  

電話 025-246-4666 

ＵＲＬ https://www.siance.co.jp/ 

勤務地 本社所在地に同じ 

資本金 3,600 万円 

売上げ 3 億 1,400 万円 

従業員数 50 人（男性 3３人、女性 17人） 

 

企業３ 株式会社 第四銀行 

 

 
 
 
新潟県を中心に営業基盤を持つ当行は、明治 6

年の創立以来、日本で最も歴史のある銀行として、
地域の皆さまに支えられ、地域の発展と共に成長して
まいりました。 
地域の皆さま、株主の皆さまなど、あらゆるステーク

ホルダーの皆さまの視点に立った「企業価値の向上」を
目指して、これまで以上に地域経済社会の発展に向
けた取り組みを行っています。 
真のビジネスパートナーとして、そして、最も身近なパ

ートナーとして、新潟がさらに豊かに発展するよう、また
皆さまの暮らしが快適になるように、私たちと一緒に”だ
いし”で応援しませんか！ 

地域社会の発展に貢献し続けることを目指しています。 

業種 金融業 

事業内容 普通銀行業務 

中途採用予定職種 金融商品販売業務、信託業務（経験者） 

本社所在地 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町 1071 番地 1  

電話 025-222-4111（代表）    

ＵＲＬ http://www.daishi-bank.co.jp/ 

勤務地 本社所在地に同じ 

資本金 327 億円 

総資産 5 兆 9,162 億円  

従業員数 2,264 人（出向者を含めた従業員数 2,328 人）  

 

https://www.nsg.gr.jp/
https://www.siance.co.jp/
http://www.daishi-bank.co.jp/


 

 

企業４ 株式会社 テラスカイ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
トップクラスのエンジニアが集結！ 
一流のエンジニアが揃う当社では、Force.com 開

発の国内第一人者をはじめ Salesforce認定の「テク
ニカルアーキテクト」等、難易度の高い資格保有者が
多数在籍しており、Salesforce系資格保有者の数と
質は国内トップクラスです。 
社員の8割が中途入社なので、オープンな環境で、

新しいメンバーもすぐに馴染むことができます。 
社員の約 70％がエンジニアなので、周囲がエンジニ

アという環境の中で、実力・成果次第でポジションアッ
プ・キャリアアップが可能です。                  

 

クラウドのリーディングカンパニー 

業種 情報通信業 

事業内容 
クラウドインテグレーションとシステム連携をテーマにした各種

ソリューション 

中途採用予定職種 エンジニア職 

本社所在地 
東京都中央区日本橋二丁目 11 番 2 号 
太陽生命日本橋ビル 15～17階 

電話 03-5255-3410    

ＵＲＬ https://www.terrasky.co.jp/ 

勤務地 上越サテライトオフィス（新潟県上越市本町 6-4-22）  

資本金 8 億 1,590 万円   

売上げ 48 億   

従業員数 341 人（男性 267 人、女性 74 人） 

 

企業５ 有限会社 穂海農耕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”お米” を専門に、種から一貫生産しています。

ASIAGAP の認証取得など安全で安心なお米を、大
手外食チェーン様、商社様、大手米卸様などにご提
供しています。     
経営面積は約145ヘクタール。新潟県内でもトップ

クラスの大規模農場です。 
社員の平均年齢は 32 歳！ 全員農業未経験

者！ 20 代の若者が多く活躍しています。一般的な
中小企業と変わりありません。フィールドが「農業」という
だけです。 

農場からシンカする 

業種 農業 （水稲）   

事業内容 水稲の生産および農作業受託  

中途採用予定職種 ①一般作業職   ②生産および総合管理職 

本社所在地 新潟県上越市板倉区田屋 104番地 2 

電話 0255－78－5710    

ＵＲＬ https://www.houmi.jp/ 

勤務地 所在地に同じ    

資本金 599 万円 

売上げ 14,000 万円   

従業員数 16 人（男性 13 人、女性 2 人） 

 

企業６ 株式会社 ユニークワン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新潟・北陸（石川）・東京に拠点を置くインターネ

ット専業の広告代理店です。圧倒的なデータ分析力
を武器に「マーケティング」「メディア」の 2 軸で事業を展
開。検索エンジンや SNS への広告出稿、Web コンテ
ンツ制作、自社メディア運営をおこなっています。 
社員数20名、中途入社10割、業界未経験者が

半数以上、年齢は 20～30 代中心。 
新潟発のメガベンチャーをいっしょに創りましょう！ 

地方の IT化をリードし、 

新潟発のメガベンチャーへ 

業種 情報通信 

事業内容 インターネットマーケティング事業・メディア事業 

中途採用予定職種 コンサルタント、Web広告運用、Web メディア記者・編集者 

本社所在地 新潟県新潟市東区江南 1 丁目 9 番 11 号 

電話 025-288-6298 

ＵＲＬ https://unique1.co.jp/ 

勤務地 新潟県新潟市 

資本金 500 万円 

売上げ 250 百万円    

従業員数 23 人（男性 13 人、女性 10人） 

 

 

 

 

https://www.terrasky.co.jp/
https://www.houmi.jp/
https://unique1.co.jp/


 

 

企業７ 遠藤工業 株式会社 

出展時間 

11:00～ 

13:30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
弊社は 1935 年機械と金属洋食器でスタート。以

来製造業の皆様のお役に立つ商品を生み出し、高品
質な自社開発商品を自社ブランドで販売する完成品
メーカーです。多数の商品がある中、 国内市場で寡
占状態を続けているスプリングバランサーが、製造業の
皆様、特に自動車や二輪車のメーカー様にはよく知ら
れており、現在は海外４８カ国に輸出しています。 
ものづくりに興味がある方、ぜひお話させてください。 

技術と品質で世界のものづくりに貢献 

業種 機械・機具製造業 

事業内容 産業用機械、産業用機器の開発・製造・販売  

中途採用予定職種 営業職、設計開発職、製造職 

本社所在地 新潟県燕市秋葉町 3-14-7  

電話 0256-62-5131 

ＵＲＬ http://www.endo-kogyo.co.jp/ 

勤務地 
新潟県（全職種）  
東京都・大阪府・愛知県・福岡県（営業職） 

資本金 6,000 万円 

売上げ 32 億円 

従業員数 194 人（男性 159 人、女性 35 人） 

 

企業８ 三条信用金庫 

出展時間 

11:00～ 

13:30 

 
 
 
 
 
 
 
さんしんの愛称で県央地域を中心に 27 店舗を展

開している信用金庫です。設立は 1901 年と全国で
2 番目に古い歴史を持っており、100 年以上にわたり
地域の皆様の良きパートナーとしてご愛顧いただいてお
ります。 
当金庫の活動は本業の預金・融資・為替業務だけ

にとどまらず、地方公共団体や大学、他信金などと連
携して地域の中小企業の発展と家計の将来設計をサ
ポートしています。 

地域の元気を応援しています！ 

業種 金融業 

事業内容 信用金庫業務 

中途採用予定職種 総合職 

本社所在地 新潟県三条市旭町二丁目 5 番 10 号 

電話 0256-34-3048 

ＵＲＬ http://www.shinkin.co.jp/sanshin/recruit.html 

勤務地 新潟県三条市・燕市・新潟市・加茂市・見附市 

出資総額 10 億 738 万円 

預金積金残高 3,842 億円 

従業員数 293 人（男性 192 人、女性 101 人） 

 

企業９ ツインバード工業 株式会社 

出展時間 

11:00～ 
13:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当社は新潟県燕三条地域に本社を置く家電メーカ

ーです。当社の強みは小ロット・多品種・スピード開
発。「一緒に、つくる。お客様と。」をブランドプロミスとし
て、どこよりも「お客様のお声を大切にする」価値共創
企業を目指しています。 
現在、人事、社内 SE を募集しています。当社では

中途入社者も多数活躍しています。 
お気軽にブースへお立ち寄りください。 

「燕三条発 プレミアム家電メーカー」 

を目指している会社です。 
業種 家電製品等製造販売 

事業内容 

・家庭用電気機器  ・家庭用照明器具 

・理美容・健康機器 ・電気音響機器製造及び販売 

・FPSC （ フリーピストンスターリングクーラー ）及びその応

用商品の開発・製造・販売  

中途採用予定職種 人事 管理職クラス、社内システムエンジニア 

本社所在地 新潟県燕市吉田西太田 2084-2 

電話 0256‐92‐6111 

ＵＲＬ http://www.twinbird.jp/ 

勤務地 新潟本社  

資本金 17 億 4,240 万円  

売上げ 131 億円（平成 30 年 2 月期 連結） 

従業員数 298 名（平成 30 年 2 月現在） 

 

 

 

 

http://www.endo-kogyo.co.jp/
http://www.shinkin.co.jp/sanshin/recruit.html
http://www.twinbird.jp/


 

 

企業 10 株式会社 大原鉄工所 
出展時間 

14:30～
17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当社はスキー場整備用や日本の南極観測隊・自

衛隊用の雪上車を製造する国内唯一の雪上車メー
カーです。 
また環境分野においても再生可能エネルギーを利

用するバイオガス発電設備やリサイクル機器等を中心
に積極的に事業展開しております。 

大原でしか、長岡でしか出来ない仕事があります 

業種 製造業 

事業内容 産業機械・プラントの製造、販売、メンテナンス 

中途採用予定職種 開発設計、製造技能、サービスメンテナンス 

本社所在地 新潟県長岡市城岡 2-8-1（北長岡駅より徒歩 5 分）  

電話 0258-24-2350    

ＵＲＬ https://www.oharacorp.co.jp/ 

勤務地 長岡市 

資本金 4,500 万円 

売上げ 38.4億円 

従業員数 170 人（男性 151 人、女性 19 人） 

 

企業 11 株式会社 日産サティオ新潟西 

出展時間 

14:30～ 
17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
当社は新潟県内の上中越エリアにおいて新車・中

古車の販売、メンテナンスを行っており、「目指せ小さな
一流企業」というビジョンの元、地域ＮＯ.1 を目指し
ています。 
クルマを通じてお客様の毎日をハッピーにするため

に、チームワークを深め、お客様によりよい提案ができる
よう本気で頑張っています。 

チームワークが魅力のカーディーラー 

業種 カーディーラー 

事業内容 

日産自動車取扱全車種販売、各種中古車販売、車検・

点検、一般整備、損害保険代理店業務、レンタカー業

務、英語教室 

中途採用予定職種 カーライフアドバイザー(営業)、カスタマースタッフ(受付事務) 

本社所在地 新潟県長岡市下条町 662 番地 

電話 0258-23-2332  

ＵＲＬ http://www.satio-niigatanishi.jp/ 

勤務地 長岡市、上越市、糸魚川市、柏崎市、魚沼市、十日町市 

資本金 3,000 万円    

売上げ ４億 8,000 万円(2017 年度実績) 

従業員数 152 人（男性 120 人、女性 32 人） 

 

企業 12 ウォーターセル 株式会社  

出展時間 

14:30～ 
17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICT 化が加速する農業界で、生産者の皆様をサポ

ートする農業日誌・圃場管理ツール『agri-note（ア
グリノート）』を中心に、システム開発・提供を行ってい
ます。 アグリノートは、スマートフォンやタブレット、パソコ
ンで使える営農支援ツールです。 
さまざまなサービスとの連携など、日々進化を続ける

アグリノートを更に充実したものにすべく、あなたのチカラ
を発揮してみませんか。会社説明会も随時開催中で
す！ 

農業は、記憶から記録へ 

あなたの経験を農業 ICT分野に活かしませんか 

業種 情報通信業 

事業内容 
農業情報プラットホーム／農業支援システム「アグリノート」

の開発・運営 

中途採用予定職種 
・SE（クラウド系システム開発・設計） ・技術職（インフ
ラ・サーバ開発、ブラウザ・クライアント開発、モバイル開発） 
・デザイナー ・営業職 

本社所在地 新潟市中央区笹口 2-13-11 笹口 IH ビル 

電話 025-245-7766 

ＵＲＬ http://water-cell.jp/ 

勤務地 新潟市中央区笹口 2-13-11 笹口 IH ビル 

資本金 3,500 万円    

売上げ - 

従業員数 33 人（男性 29 人、女性 4 人） 

 

 

 

https://www.oharacorp.co.jp/
http://www.satio-niigatanishi.jp/
http://water-cell.jp/

