
No. （企業名） (大業種) （小業種） No. （企業名） (大業種) （小業種）

1 （株）アースコーポレーション サービス・インフラ その他サービス・インフラ 1 (株)アイドママーケティングコミュニケーション 情報（広告・通信・マスコミ） 通信

2 旭産業(株) メーカー 金属製品 2 ＩＡＡＺＡＪホールディングス(株) メーカー 繊維

3 (株)アイザック サービス・インフラ その他サービス・インフラ 3 (株)今井機業場 メーカー 繊維

4 朝日不動産（株） サービス・インフラ 不動産業 4 ウッドリンク(株) メーカー その他メーカー

5 アルスホーム(株) メーカー 住宅 5 ＡＷＳ(株) IT・ソフトウェア・情報処理 ソフトウェア

6 石川製麺(株) メーカー 食品 6 エヌアイシ・オートテック（株） メーカー 機械、非鉄金属

7 ウィン(株) サービス・インフラ
スポーツ・フィットネス・ヘ
ルス関連施設 7 (株)海津屋ホールデイングス メーカー 食品

8 （株）エムダイヤ メーカー 機械 8 協和薬品(株) 商社（総合・専門） その他商社

9 オークス（株） サービス・インフラ ブライダル・冠婚葬祭 9 キタノ製作（株） メーカー 化学

10 （株）大阪屋ショップ 百貨店・専門店・流通・小売 スーパー・ストア 10 (株)ケィ・ディック 百貨店・専門店・流通・小売 家電

11 （株）小矢部精機 メーカー 機械 11 コマツ富山（株） メーカー その他メーカー

12 （株）オレンジマート 百貨店・専門店・流通・小売 スーパー・ストア 12 サニーライブグループ 商社（総合・専門） 総合商社

13 (株)柿本商会　富山支店 メーカー 設備・設備工事 13 正栄産業（株） サービス・インフラ 建築設計

14 北日本印刷（株） メーカー　　 印刷 14 (株)　スズキ自販富山 商社（総合・専門） 自動車・輸送機器

15 キタムラ機械（株） メーカー 機械 15 (株)セキノ興産 商社（総合・専門） 建材・エクステリア

16 黒田化学(株) メーカー 自動車 16 (株)　相互移動通信 百貨店・専門店・流通・小売
その他百貨店・専門店・流
通・小売

17 （株）サプラ サービス・インフラ 設備・設備工事 17 堤谷税理士事務所 サービス・インフラ
コンサルタント・専門コンサ
ルタント

18 （株）サンエツ 百貨店・専門店・流通・小売
その他百貨店・専門店・流
通・小売 18 東京コンピュータサービス(株)　富山支店 IT・ソフトウェア・情報処理 情報処理

19 三芝硝材（株） メーカー ガラス・セラミックス 19 (株)富山育英センター サービス 教育

20 （株）サンテクノ 百貨店・専門店・流通・小売 医療機器 20 ㈱富山エクセルホテル東急 サービス・インフラ ホテル

21 塩谷建設(株) メーカー 建設 21 富山スガキ(株) メーカー 印刷

22 （株）シキノハイテック メーカー 半導体・電子部品・その他 22 （株）富山アメニティシステム富山第一ホテル サービス・インフラ ホテル

23 島大証券(株) 銀行・証券・保険・金融 証券 23 富山トヨペット(株) 商社（総合・専門） 自動車・輸送機器

24 (株)神通技研 メーカー 設備・設備工事 24 (株)日本抵抗器製作所 メーカー
総合電機（電気・電子機
器）

25 新日本海重工業(株) メーカー プラント・エンジニアリング 25 ハイテクシステム(株)　富山支店 IT・ソフトウェア・情報処理 ソフトウェア

26 (株)ソフト IT・ソフトウェア・情報処理 ソフトウェア 26 速水発条(株) メーカー 金属製品

27 富山電気ビルデイング(株) 商社（総合・専門） 電機・電子・半導体 27 ビニフレーム工業(株) メーカー 建材・エクステリア

28 にいかわ信用金庫 銀行・証券・保険・金融
信用金庫・信用組合・労働
金庫・共済 28 (株)ピューマ（オートバックス） 百貨店・専門店・流通・小売

その他百貨店・専門店・流
通・小売

29 (株)日産サティオ富山 百貨店・専門店・流通・小売 自動車・輸送機器 29 (株)ヒラキストア 百貨店・専門店・流通・小売 スーパー・ストア

30 (株)北陸コンピュータグラフィックス ＩＴ・ソフトウェア・情報処理 ソフトウェア 30 北陸コンピュータ・サービス(株) IT・ソフトウェア・情報処理 情報処理

31 （株）北陸近畿クボタ 商社(総合･専門) 機械 31 北陸電機製造(株) メーカー 重電・産業用電気機器

32 (株)松村精型 メーカー 輸送機器 32 (株) 北陸読売ＩＳ 情報（広告・通信・マスコミ） 広告

33 (株)宝来社 サービス・インフラ その他サービス・インフラ 33 (株)マスオカ メーカー 金属製品

34 ホワイト食品工業(株) メーカー 食品 34 (株)ミズノマシナリー メーカー 金属製品

35 (株)三田商会 商社（総合・専門） 機械 35 宮越工芸(株) メーカー 金属製品

36 （株）メタルウェア メーカー 金属製品 36 菱越電機(株) 商社（総合・専門） 機械

37 （株）山口技研 メーカー 金属製品 37 （株）リンケージ IT・ソフトウェア・情報処理 ソフトウェア

38 (株)山田商会 商社（総合・専門） 総合商社 38 山田工業(株) メーカー 金属製品

39 （株）ユニゾーン メーカー 金属製品 39 （株）ヤングドライ サービス・インフラ その他サービス・インフラ

40 (株)リョーシン メーカー その他のメーカー

5月20日(土)　学内合同企業説明会　参加企業一覧
午前　参加企業　（40社） 午後　参加企業  （39社）


