
STEP2

STEP1

9.7(火)
マナー・企業研究講座
コース別ミーティング

職場訪問研修 9. 9(木)

9.10(金)16コース・33企業・機関

2021 魅力ある県内企業を
訪ねてみませんか！

対象
大学コンソーシアム富山に加盟
する高等教育機関に在籍する
学生(大学院・専攻科生含)

主催：大学コンソーシアム富山
(構成機関) 富 山 大 学 富山県立大学

高岡法科大学 富山国際大学
富山短期大学 富山福祉短期大学
富山高等専門学校

◆共催:富山県 ◆後援:富山労働局

申込
期間 Web申込(※各コース定員になり次第締切りとなります)

お申込みは
こちらから

コース別ミーティング

自らのキャリアデザインを主体的に考え取り組むことを目的に、「合同企業訪問事業」を

開催しています。 1年生 から積極的に参加してください。

若手社員と意見交換バスに乗って各企業を訪問

全１６コース（33企業・機関）から希望のコースを選択

未来の自分の姿が想像できますか？

夢・あこがれ・目標はありますか？

将来、どんな職業に就きたいですか？

事前研修 職場訪問研修

【お申込みWebサイト】パソコンやスマートフォンから入力してください。

https://www.consortium-toyama.jp/student_business.html

申込期間：７月１日(木) AM10:00 

～７月2０日(火) お申込みはこちらから →

富山大学学務部学生支援課就職支援室 担当：村上

大学コンソーシアム富山事務局 担当：奥野

〒930-8555 富山市五福3190番地 Tel:076-445-6043(直通)/Fax:076-445-6700

E-mail：yokuno@adm.u-toyama.ac.jp

【お問い合わせ】

●自分が将来どんな分野で何をしたいか考えるきっかけとなった。

●何を意識して学生生活を送れば良いのかが分かった。

【先輩の声】

●働くことの意味を考え直す良い機会となった。

●文系だから理系だからという考えにとらわれず色々見ていく必要があると感じた。



合同企業訪問申込みについて

１．申込みは、下記Webサイトから参加希望コースに入力してください。（一人１コースのみ）
URL:https://www.consortium-toyama.jp/student_business.html

(1) 7月１日(木)１０時から受付を開始します。各コースとも申込み順とし、定員（各コース１３名
（一機関６名まで））となり次第締め切りとなります。

(2) 申込み受付け完了後、確認メールが返信されます。返信がなければ事務局へ連絡してください。

２．定員オーバーにより希望コースに申込めなかった場合は、他のコースへの参加を検討してください。

３．参加について「留意事項等」のお知らせを８月２日(月)～４日(水)の間にメールで連絡します。
大学コンソーシアム富山事務局（yokuno@adm.u-toyama.ac.jp）から送信しますので、PCからのメール
を受信拒否している方は、ドメイン『adm.u-toyama.ac.jp』を受信リストに加えてください。

４．新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の内容を変更または事業の実施を中止する場合がありま
す。その場合は「大学コンソーシアム富山ホームページ」に掲載するとともに、申込者全員に８月末日
までにメールで連絡します。

５．事業の実施にあたっては「合同企業訪問事業委員会」の決定に沿って行います。
また、参加当日の「検温」及び「健康チェックシートの提出」にご協力願います。

事前研修、コース別ミーティングについて

１．開催日時 9月7日(火) 13:15～16:30（受付/12:30～ 受付場所/富山大学黒田講堂１階）
13:15 開会
13:20 ビジネスマナー及び企業研究講座の受講
14:30 コース別ミーティング（事前学習内容発表、情報交換等）

２．会 場 富山大学（五福キャンパス）黒田講堂及び共通教育棟E棟

３．内 容 (1) ビジネスマナー及び企業研究講座終了後、コース毎にミーティングを行います。事前に
調べた企業についての情報交換、企業訪問当日のルール、リーダー等の選出など、参加
学生同士で話し合います。

(2) 事前学習（企業研究）
訪問コースの申込み確認メールを受信したら、各自で訪問する企業について調べまとめて
おきましょう。事前学習シートを下記の大学コンソーシアム富山Webサイトからダウン
ロードして必要事項を記入したうえで当日持参してください。

URL:https://www.consortium-toyama.jp/student_business.html

４．服 装 リクルートスタイルで参加ください。（ノーネクタイ、上着なしで可）（各自熱中症対策）

５．そ の 他 (1) 各コースに教員1名がアドバイザーとして参加します。

(2) 送迎バスはありませんので、公共交通機関を利用して集合してください。
なお、富山大学（五福キャンパス）の駐車場は利用できません。

職場訪問研修について

１．開催日時 9月 ９日(木) 9:15～17:00（受付/8:30～ 受付場所/富山大学共通教育棟C棟１階）
9月10日(金) 9:15～17:00（受付/8:30～ 〃 ）

２．集合場所 富山大学（五福キャンパス）共通教育棟C棟１１番教室

３．内 容 (1) 会社概要、事業内容説明の聴取
(2) 就業現場等の見学（コロナ禍での見学となりますので、制限があります。）
(3) 若手社員との交流（懇談）・質疑応答
(4) 帰着後、訪問コース別に意見交換、レポート作成・提出

４．定 員 各コース定員13名（各コース、一機関６名まで） 1６コース 合計２０８名

５．昼 食 各自で準備としますが、昼食場所は提供します。（大学食堂・道の駅・高速SA等）

６．服 装 リクルートスタイルで参加ください。（ノーネクタイ、上着なしで可）（各自熱中症対策）

７．そ の 他 (1) 各コースに教員１名がアドバイザーとして参加します。
(2) 各大学キャンパスから富山大学五福キャンパスまでの送迎バスを運行しますので、富山

大学五福キャンパス以外の学生はご利用ください。（利用希望者は申込みが必要です。）

【午前】訪問企業等

1 建設・建材

佐藤工業(株)
全国・海外で事業を展開する創業158年のゼネコンで

す。発祥の地富山でも、皆さんの生活を支える仕事をし

ています。

2 医薬品・化学

(株)陽進堂
高品質なジェネリック医薬品の提供、輸液透析医薬品の

販売、バイオ医薬品事業への参入など「なくてはならな

い製薬企業」への発展に向け取組んでいます。

3 印刷・パルプ・紙

サクラパックス(株)
お客様の商品を「運ぶ」「守る」ためのパッケージを、企

画・製造から販売まで行うトータルパッケージメーカーで

す。

4 電気・環境

北陸電力(株)
低廉で良質なエネルギーを安定的にお届けすること、北

陸地域の生活や産業の発展に寄与することが使命で

す。

5 ＩＴ・サービス

北陸コンピュータ・サービス(株)
ＨＣＳは、コンサルティングから、システム開発、運用まで

全てお任せいただけるシステムインテグレータです。

6 運輸・鉄道・ホテル

トナミ運輸(株)
創業77年、富山を拠点に日本の経済を「トラック」で支え

る【北陸No.1】の物流企業です。

富山地方鉄道(株)
公共交通を通して地域社会

の発展と共に歩み９０年。本

年３月には路面電車の南北

直通運転を開始しました！

立山黒部貫光(株)
山岳観光地「立山黒部アル

ペンルート」でトロリーバス、

ロープウェイ、ケーブルカー

等を運行しています。

7 公務

富山県庁
様々な県民ニーズに応えるための企画・立案・実施等

【午前】訪問企業等

8 食料品・販売

アルビス(株)
【食品スーパーマーケット】”食”の楽しみや喜びを通し

て、地域の皆様の健康で豊かな生活に貢献して参りま

す。

9 アルミ・繊維

ＢＢＳジャパン(株)
自動車用ホイールのトップブランドBBS鍛造ホイールを

製造するメーカーです。メジャーモータースポーツから

一般自動車に至るまで、常に高品質なホイールを製造

します。

10 電子部品・機械器具

(株)富山村田製作所
スマートフォン、ノートPCなど多様な製品に使われる高

性能電子部品を開発・生産し、世界に届けています。

11 医薬品

テイカ製薬(株)
”優れた医薬品を世の中に”を信条に、製剤技術の向上

並びに独自の新薬研究に取り組む提案型企業です。

12 銀行・保険

(株)北陸銀行
国内12都道府県と海外6都市に展開する広域地銀で

す。金融を通じて価値を創造し、お客さまと地域の未来

をプロデュースします。

13 情報通信

富山テレビ放送(株)
放送を通じ「富山に暮らす方々の生活を豊かに楽し

く！」を目指して、地域の魅力を広く発信しています。

損害保険ジャパン(株)
お客さまに「安心・安全・健康に志する最高品質のサービス」

を届け続けることが当社の使命です。豊かな未来の実現を目

指し、挑み続けています。

① 9月10日（木）

② 9月11日（金）

(株)インテック
創業５６年、新しい技術と高い品質を追求し続ける総合ＩＣＴ

企業です。

(株)スギノマシン
数々の独創技術をもつ研究開発型企業です！職種が多く、

国内外・文系理系問わずご活躍いただけます！

救急薬品工業(株)
「新発想チャレンジ型企業」を目指し、独自技術で新しい薬

の形を創り出してきた開発型医薬品メーカーです。

リコージャパン(株)
「働き方改革」のリーディングカンパニーとしてICT導入によ

る社内実践事例のノウハウをお客様に提案したり、「お客様

の先のお客様に届くサービス」をコンセプトにチャレンジを続

けています。

７．コース及び訪問企業・機関等

(株)プレステージ・インターナショナ
ル
富山BPOタウン
ライフステージが変化しても継続的にキャリアを促進するた

め、社内保育施設や様々な福利厚生で頑張る社員を応援し

射水市役所
地域住民の日常生活に必要な行政サービスの企画、立案、

実施等

【午後】訪問企業等

(株)ゴールドウイン
SPORTS FIRSTの想いのもと、マーケティングから開発、生

産、販売まで全てを行うスポーツアパレルメーカーです。

コース名

コース名

【午後】訪問企業等

三協立山(株)
「環境技術でひらく、豊かな暮らし」の実現を目指し、環境面

で優れた素材であるアルミを核に様々な事業を展開。

三菱ケミカル(株)
私たちは、人・社会・地球の課題解決を通じて、自らの成⻑
も加速させていく、総合化学メーカーです。

富山スガキ(株)
製薬業が盛んな富山県で、主に医薬品パッケージの企画デ

ザインから印刷・加工全てを扱う総合印刷メーカーです。

(株)アイザック
「変わらない信念と共に変わり続ける企業として」地域社会の

発展に貢献します。
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北陸コンピュータ・サービス(株)
ＨＣＳは、コンサルティングから、システム開発、運用まで

全てお任せいただけるシステムインテグレータです。

6 運輸・鉄道・ホテル

トナミ運輸(株)
創業77年、富山を拠点に日本の経済を「トラック」で支え

る【北陸No.1】の物流企業です。

富山地方鉄道(株)
公共交通を通して地域社会

の発展と共に歩み９０年。本

年３月には路面電車の南北

直通運転を開始しました！

立山黒部貫光(株)
山岳観光地「立山黒部アル

ペンルート」でトロリーバス、

ロープウェイ、ケーブルカー

等を運行しています。

7 公務

富山県庁
様々な県民ニーズに応えるための企画・立案・実施等

【午前】訪問企業等

8 食料品・販売

アルビス(株)
【食品スーパーマーケット】”食”の楽しみや喜びを通し

て、地域の皆様の健康で豊かな生活に貢献して参りま

す。

9 アルミ・繊維

ＢＢＳジャパン(株)
自動車用ホイールのトップブランドBBS鍛造ホイールを

製造するメーカーです。メジャーモータースポーツから

一般自動車に至るまで、常に高品質なホイールを製造

します。

10 電子部品・機械器具

(株)富山村田製作所
スマートフォン、ノートPCなど多様な製品に使われる高

性能電子部品を開発・生産し、世界に届けています。

11 医薬品

テイカ製薬(株)
”優れた医薬品を世の中に”を信条に、製剤技術の向上

並びに独自の新薬研究に取り組む提案型企業です。

12 銀行・保険

(株)北陸銀行
国内12都道府県と海外6都市に展開する広域地銀で

す。金融を通じて価値を創造し、お客さまと地域の未来

をプロデュースします。

13 情報通信

富山テレビ放送(株)
放送を通じ「富山に暮らす方々の生活を豊かに楽し

く！」を目指して、地域の魅力を広く発信しています。

損害保険ジャパン(株)
お客さまに「安心・安全・健康に志する最高品質のサービス」

を届け続けることが当社の使命です。豊かな未来の実現を目

指し、挑み続けています。

①  9月10日（木）

② 9月11日（金）

(株)インテック
創業５６年、新しい技術と高い品質を追求し続ける総合ＩＣＴ

企業です。

(株)スギノマシン
数々の独創技術をもつ研究開発型企業です！職種が多く、

国内外・文系理系問わずご活躍いただけます！

救急薬品工業(株)
「新発想チャレンジ型企業」を目指し、独自技術で新しい薬

の形を創り出してきた開発型医薬品メーカーです。

リコージャパン(株)
「働き方改革」のリーディングカンパニーとしてICT導入によ

る社内実践事例のノウハウをお客様に提案したり、「お客様

の先のお客様に届くサービス」をコンセプトにチャレンジを続

けています。

７．コース及び訪問企業・機関等

㈱プレステージ・インターナショナル
富山BPOタウン
ライフステージが変化しても継続的にキャリアを促進するた

め、社内保育施設や様々な福利厚生で頑張る社員を応援し

ています。

射水市役所
地域住民の日常生活に必要な行政サービスの企画、立案、

実施等

【午後】訪問企業等

(株)ゴールドウイン
SPORTS FIRSTの想いのもと、マーケティングから開発、生

産、販売まで全てを行うスポーツアパレルメーカーです。

コース名

コース名

【午後】訪問企業等

三協立山(株)
「環境技術でひらく、豊かな暮らし」の実現を目指し、環境面

で優れた素材であるアルミを核に様々な事業を展開。

三菱ケミカル(株)
私たちは、人・社会・地球の課題解決を通じて、自らの成⻑
も加速させていく、総合化学メーカーです。

富山スガキ(株)
製薬業が盛んな富山県で、主に医薬品パッケージの企画デ

ザインから印刷・加工全てを扱う総合印刷メーカーです。

(株)アイザック
「変わらない信念と共に変わり続ける企業として」地域社会の

発展に貢献します。

①９月９日(木)

②９月10日(金)

８．コース及び訪問企業・機関

【午前】訪問企業等

1 建設・景観デザイン

塩谷建設(株)
建築・土木を主軸とし幅広い事業展開を行っています。昨年より塩谷

アカデミーを開校。新入社員がいち早く活躍できる環境づくりをしてい

ます。

2 自動車・食品販売

(株)品川グループ本社
トヨタモビリティ富山㈱、富山ダイハツ販売㈱等を有して、モビリティ事

業を展開する企業グループです。

3 運輸・鉄道・ホテル

トナミ運輸(株)
創業78年、富山を拠点に日本の経済を「トラック」で支える

【北陸No.1】の物流企業です。

富山地方鉄道(株)
公共交通を通して地域社会の発

展と共に歩み９０年余り。昨年は路

面電車の南北直通運転を開始し、

現在は鉄道線の高架化事業を進

めています。

立山黒部貫光(株)
立山黒部アルペンルートでトロリー

バス、ロープウェイ等の運輸事業と

ホテル立山の営業を行っていま

す。

4 紙加工・印刷

サクラパックス(株)
お客様の商品を「運ぶ」「守る」「魅せる」ためのパッケージを、企画・製

造から販売まで行うトータルパッケージメーカーです。

5 医薬品

(株)広貫堂
創業１４５年の伝統を礎に、グローバルとローカルを兼ね備え、進化し

続ける企業です。

6
電子部品

・機械器具製造

(株)富山村田製作所
圧電セラミックスや樹脂材料をベースとした電子部品の生産・開発など

を行っています。目には見えないけれど、世界中の人々が使っている

製品をこの富山で作っています。

7
ソフトウエア

・システム開発

北陸コンピュータ・サービス(株)
“ ミライにチャレンジ ”　　私たちは既存ビジネスにとらわれず、新たな

価値創造に挑戦しています。 私たちと一緒に北陸のミライをつくりませ

んか？

8 エネルギーインフラ

北陸電力(株)
「低廉・良質」な電気の安定供給という重要な使命のもと、北陸地域の

お客さまの生活や産業を、電気で支えています。

富山スガキ(株)
製薬業が盛んな富山県で、主に医薬品パッケージの企画デザインから

印刷・加工全てを扱う総合印刷メーカーです。

(株)陽進堂
高品質なジェネリック医薬品の提供、輸液透析医薬品の販売など

「なくてはならない製薬企業」への発展に向け取り組んでいます。

(株)スギノマシン
数々の独創技術をもつ研究開発型企業です！

職種が多く、国内外・文系理系問わずご活躍いただけます！

立山科学(株)
IT・電子部品・電子機器・ＦＡ・金属加工の分野で、社会に役立つ

“ものづくり”を行っています。

日本海ガス絆ホールディングス(株)
地球にやさしく先進的な暮らしの創造を通じ、地域の発展に貢献。

ガス事業にとどまることなく、新規事業にも果敢に挑戦しています。

コース名 【午後】訪問企業等

(株)ヤマシタ
ステンレスの加工に自信があります。既製品では満足できないお客様の

要望に応えるべく、ものづくりに挑んでいます。

アルビス(株)
【食品スーパーマーケット】　「食」の楽しみや喜びを通して、地域の皆

様の健康で豊かな生活に貢献して参ります。

【午前】訪問企業等

9 銀行・保険

(株)北陸銀行
国内12都道府県と海外6都市に展開する広域地銀です。金融を通じ

て価値を創造し、お客さまと地域の未来をプロデュースします。

10
アルミ
・プラスチック加工

三協立山(株)
「環境技術でひらく、豊かな暮らし」の実現を目指し、環境面で優れた

素材であるアルミを核に様々な事業を展開。

11 金属加工

(株)ＣＫサンエツ
生活に不可欠な金属である黄銅を製造する国内トップメーカー

「日本における働きがいのある会社」で３位入賞

12 情報通信

(株)インテック
創業５７年、新しい技術と高い品質を追求し続ける総合ＩＣＴ企業で

す。

13 環境・サービス

(株)アイザック
環境事業とパッケージ事業の２つの分野で事業を展開。変わらない信

念とともに変わり続ける企業として地域社会の発展に貢献します。

14 原薬・医薬品

テイカ製薬(株)
”優れた医薬品を世の中に”を信条に、製剤技術の向上並びに独自の

新薬研究に取り組む提案型企業です。

15
技術サービス

・コンサルタント

(株)ジェック経営コンサルタント
中小企業の企業力を高める経営コンサルティングや地域振興のため

のご支援、海外拠点を活かした海外展開のご支援を行っています。

16 公務

富山県庁
様々な県民ニーズに応えるための企画・立案・実施等

(株)プレステージ・インターナショナル
富山BPOタウン
ライフステージが変化しても継続的にキャリアを促進するため、社内保

育施設や様々な福利厚生で頑張る社員を応援しています。

富士化学工業(株)
治療（医薬品）と予防（健康食品）の両領域で開発と製造を行い、　世

界の人々の健康と幸せに寄与する製品を作っている会社です。

(株)新日本コンサルタント
都市計画から土木構造物などハードからソフト事業まで幅広い業務を展

開している総合建設コンサルタントです。

射水市役所
射水市では　「い」いろいろな人と協力しながら

「み」自ら考え行動し

「ず」ずっと進化し続ける　 人材を、求めています！

コース名 【午後】訪問企業等

損害保険ジャパン(株)
お客さまに「安心・安全・健康に資する最高品質のサービス」を届け続

けることが当社の使命です。豊かな未来の実現を目指し、挑み続けてい

ます。

三光合成(株)
１９４０年にプラスチック工業部品メーカーとして創業、以来80余年にわ

たりたゆみない努力を重ね、今日のプラスチック製精密工業部品製造の

リーディングカンパニーとして実績と基盤を築いて参りました。

ＢＢＳジャパン(株)
自動車用ホイールのトップブランドBBS鍛造ホイールを製造するメー

カーです。　メジャーモータースポーツから一般自動車に至るまで、常に

高品質なホイールを製造します。

富山テレビ放送(株)
放送を通じ「富山に暮らす方々の生活を豊かに楽しく！」を目指して、

地域の魅力を広く発信しています。


