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㈱アース・コーポレーション 射水市 廃棄物処理業 www.erc-co.jp

㈱アイザック 富山市 廃棄物処理業 https://www.izak.co.jp

㈱アイペック 富山市 その他技術サービス業 www.ipec-com.jp

朝日印刷㈱ 富山市 印刷・同関連業 http://www.asahi-pp.co.jp/

安達建設㈱ 南砺市 一般土木建築工事業 www.adachi-kensetsu.jp

アルスホーム㈱ 富山市 住宅建築・リフォーム工事業 http://www.arshome.co.jp

㈱石崎建材社 魚津市 金属製品製造業 www.iskn.co.jp

イズミ㈱ 富山市 その他の製造業 http://www.izumi-web.com

IAAZAJホールディングス㈱ 砺波市 繊維工業 http://www.ichiamiaz.co.jp/

いなほ化工㈱ 高岡市 化学肥料製造業 http://www.inh.jp

㈱インサイト 高岡市 農畜産物・水産物卸売業 http://www.insight-group.co.jp/

㈱エイ・テック 高岡市 その他技術サービス業 www.ei-tec.co.jp

ＡＷＳ㈱ 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.awsnet.co.jp/

エクセレントグループ　エクセレント㈱ 富山市 不動産業 http://www.excellent-konsaru.co.jp/

エステック㈱ 高岡市 電気機械器具製造業 www.stech-pro.co.jp

エヌアイシ・オートテック㈱ 立山町 生産用機械器具製造業 http://www.nic-inc.co.jp/

㈱エムエスシー 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.msc-solution.co.jp

㈱エムダイヤ 滑川市 その他の製造業 https//www.m-dia.com

オーアイ工業㈱ 魚津市 繊維工業 www.oaikogyo.co.jp

㈱大越仏壇 高岡市
家具・建具・
宗教用具小売業

www.oogoshi.co.jp

大谷製鉄㈱ 射水市 鉄鋼業 https://www.e-osc.co.jp/

㈱ＯＳＣＡＲ　Ｊ．Ｊ 富山市 住宅建築・リフォーム工事業 https://www.oscarjj.jp/

㈱開進堂 高岡市 電気工事業 www.kaishindo-elec.co.jp

㈱志学アカデミー 富山市 学習支援業・学習塾 www.shigaku.co.jp

川田建設㈱ 南砺市 土木工事業 http://www.kawadaken.co.jp/

川田工業㈱ 南砺市 金属製品製造業 http://www.kawada.co.jp

㈱河村産業所 富山市 輸送用機械器具製造業 http://kawamura-ss.co.jp/

㈱北日本新聞社 富山市 新聞・出版・広告制作業 http://webun.jp
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北日本興業㈱ 高岡市 生産用機械器具製造業 http://www.kitanihon-kogyou.co.jp/

キタノ製作㈱ 富山市 プラスチック製品製造業 www.kitanoseisaku.co.jp

キュアコード㈱ 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

https://cureode.jp/

協和マシン㈱ 高岡市 生産用機械器具製造業 www.kyowam.com

協和薬品㈱ 富山市 その他の卸売業 www.kyowa-yakuhin.co.jp

㈱金太郎温泉 魚津市 旅館・ホテル業 www.kintarouonsen.co.jp

くみあい建設㈱ 射水市 住宅建築・リフォーム工事業 www.ja-home.com

㈱クラタニ 射水市 非鉄金属製造業 www.kuratani.jp/

㈱グランテック 氷見市 一般土木建築工事業 https://www.grountec.net

クリーン産業㈱ 富山市 その他のサービス業 http://www.clean-sangyo.com

㈱桑山 魚津市 その他の製造業 www.kuwayama.co.jp

(医財)恵仁会 立山町 医療業 www.keijinkai-f.or.jp

㈱ＫＥＣ 富山市 電気機械器具製造業 http://www.kecjapan.co.jp/

㈱ケンチ 射水市 窯業・土石製品製造業 http://www.kenchi.co.jp

㈱コージン 上市町 電気機械器具製造業 http://www.kojin.co.jp

コーセル㈱ 富山市 電気機械器具製造業 https://www.cosel.co.jp/recruit/index.html

㈱KOKUSAI ELECTRIC 富山市
電子部品・デバイス・
電子回路製造業

https://www.kokusai-electric.com/

㈱国際電気セミコンダクターサービス 富山市
電子部品・デバイス・
電子回路製造業

https://www.kokusai-electric.com/kss/

小杉カントリークラブ 射水市 その他生活関連サービス業 http://www.kosugi.cc/index.html

㈱小谷製作所 射水市 金属製品製造業 www.kotaniseisakusho.jp

コネクシオ㈱（ドコモショップ） 富山市 その他の卸売業 https://www.conexio.co.jp/

小林製薬プラックス㈱ 富山市 プラスチック製品製造業 http://www.kobayashi-plax.co.jp/

コマツNTC㈱ 南砺市 その他の製造業 https://ntc.komatsu/jp/

㈱米三 富山市
家具・建具・
宗教用具小売業

http://www.komesan.co.jp/

笹嶋工業㈱ 南砺市 土木工事業 www.sasajima.net

佐藤鉄工㈱ 立山町 金属製品製造業 http://www.satotekko.co.jp/

サニーライブグループ
（南陽吉久・光陽興産・ウッディパーツ・光陽電設・
内外商工）

高岡市
建築材料・鉱物・
金属材料等卸売業

http://sunnylive.jp/

㈱SALVA 黒部市 電気工事業 https://www.salva.co.jp/
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(医)　三医会 富山市 老人福祉・介護事業 www.sanikai.or.jp

㈱三基精工 富山市 生産用機械器具製造業 www.sankiseiko.com

三協立山㈱ 高岡市 金属製品製造業 http://www.st-grp.co.jp/

三協ワシメタル㈱ 高岡市 金属製品製造業 www.sankyo-washimetal.co.jp

㈱サンコー 富山市 機械器具設置工事業 www.sancoh-toyama.com

三耐保温㈱ 射水市 その他の工事業 http://www.3tai.co.jp

三東テクノスチール㈱ 富山市 金属製品製造業 http://www.santo-tec.co.jp

三和ボーリング㈱ 富山市 土木工事業 https://sanwa-boring.co.jp/

㈱ＣＫサンエツ 高岡市 非鉄金属製造業 http://www.cksanetu.co.jp/recruitment/

(医) 志貴野会 高岡市 医療業 www.sunvery-group.com

㈱システック牛島 富山市 その他技術サービス業 www.ushijima.co.jp

㈱ジャパンシステム 富山市 機械器具設置工事業 www.japansystem.co.jp

ジャパンメディック㈱ 富山市 医薬品製造業 https://www.japan-medic.co.jp/

㈱上智 砺波市 建築設計業 www.johchi.co.jp

シロウマサイエンス㈱ 入善町 プラスチック製品製造業 www.shirouma.co.jp

新光硝子工業㈱ 砺波市 その他の製造業 http://www.shinkoglass.co.jp/

㈱シンコー 富山市 金属製品製造業 http://www.shinkogp.co.jp

新新薬品工業㈱ 富山市 医薬品製造業 https://shinshin-yakuhin.co.jp

㈱スズキ部品富山 小矢部市 輸送用機械器具製造業 http://www.sapt.co.jp

㈱ストローグ 滑川市
建築材料・鉱物・
金属材料等卸売業

www.stroog.com

住澤塗装工業㈱ 富山市 塗装工事業 www.sumizawa.co.jp

生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま 富山市 その他の小売業 https://www.coop-toyama.coop/

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 富山市 損害保険業 www.sjnk.co.jp/

第一薬品工業㈱ 富山市 医薬品製造業 www.d1yk.co.jp

大栄建材㈱ 射水市
家具・建具・
宗教用具製造業

www.daieikenzai.com

大栄電設㈱ 富山市 電気工事業 www.daiei-densetsu.jp/

ダイシンプラント建設㈱ 富山市 機械器具設置工事業 http://daishinplant.com/

大同生命保険㈱ 富山支社 富山市 生命保険業 https://www.daido-life.co.jp
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㈱太陽スポーツ 富山市
スポーツ用品・玩具・
娯楽用品小売業

www.taiyosp.co.jp

大和薬品工業㈱ 富山市 医薬品製造業 http://www.daiwa-pharma.co.jp/

高岡三菱自動車販売㈱ 高岡市 自動車小売業 www.takaoka-mitsubishi.co.jp/

高槻電器工業㈱ 魚津市 業務用機械器具製造業 www.takatsuki-denki.co.jp

㈱高松メッキ 富山市 非鉄金属製造業 http://www.takamatsu-p.jp

㈱竹中製作所 高岡市
建築材料・鉱物・
金属材料等卸売業

www.take.co.jp

㈱竹原工務店 富山市 一般土木建築工事業 http://www.takehara-k.co.jp/

田中精密工業㈱ 富山市 輸送用機械器具製造業 http://www.tanasei.co.jp/

㈱谷口美装 朝日町 ビルメンテナンス業 www.taniguchi-biso.co.jp

中越興業㈱ 南砺市 一般土木建築工事業 www.tyuetsu-kogyo.co.jp

中越鉄工㈱ 南砺市 鉄骨・鉄筋工事業 http://www.chutetsu.com/

中部工営㈱ 高岡市 その他の卸売業 www.chubukoei.co.jp

辻建設㈱ 富山市 一般土木建築工事業 http://tsuji-kensetsu.jp/

㈱ディー・オー・エス 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.dos-osaka.co.jp

東ソー・エイアイエイ㈱ 富山市 医薬品製造業 https://www.diagnostics.jp.tosohbioscience.com/immunoassay/aia-cl

藤堂工業㈱ 滑川市 金属製品製造業 www.tdknet.co.jp

トナミ運輸㈱ 富山市 運輸業 http://www.tonami.co.jp/

㈱富冷 富山市 農畜産物・水産物卸売業 http://www.tomirei.co.jp/

富山県信用組合 富山市 協同組織金融業 https://www.toyama-kenshin.co.jp/

富山県信用保証協会 富山市 貸金業・信用機関 www.cgc-toyama.or.jp

富山県生活協同組合 富山市 その他の小売業 http://www.toyamaken-coop.or.jp/

富山県西部森林組合 南砺市 林業 www.forest-toyama.jp/

富山県綜合警備保障㈱ 富山市 警備業 www.toyama-alsok.co.jp

富山県トラック㈱ 富山市 運輸業 www.kentora.co.jp

富山交通㈱ 富山市 運輸業 www.tomitaku.co.jp//recruitment/

(社福) 富山城南会 富山市 老人福祉・介護事業 http://toyamajonankai.mutsumi-gr.jp/

富山信用金庫 富山市 協同組織金融業 www.shinkin.co.jp/tomishin

富山ダイハツ販売㈱ 富山市 自動車小売業 http://toyama-daihatsu.co.jp/
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富山地鉄サービス㈱ 富山市 その他のサービス業 www.chitetsu-s.com

富山トヨタ自動車㈱ 富山市 自動車小売業 http://www.recruit.toyama-toyota.co.jp/

長岡工業㈱ 富山市 商品・非破壊検査業 www.nagaokakougyou.com

㈱中村機械 氷見市 生産用機械器具製造業 http://nakamurakikai.co.jp/

㈱西野 富山市 その他の卸売業 www.nishino-kk.co.jp/

㈱日産サティオ富山 富山市 自動車小売業 www.nissan-satio-toyama.co.jp/

日清工業㈱ 富山市 生産用機械器具製造業 https://www.nissei-corp.co.jp

日本セック㈱ 射水市 電気機械器具製造業 http://www.npsec.com/

日本カーボン㈱ 富山市 窯業・土石製品製造業 http://www.carbon.co.jp/

日本海建興㈱ 富山市 一般土木建築工事業 http://www.nihonkaikenko.co.jp/recruit/

日本海綿業㈱ 富山市 その他のサービス業 http://www.nmk-go.jp

㈱日本空調北陸 富山市 管工事業 http://nikku-hokuriku.co.jp/

ネッツトヨタ富山㈱ 富山市 自動車小売業 https://www.netz-toyama.co.jp/

㈱野上緑化 富山市 その他の工事業 www.planting.co.jp

野島建設㈱ 魚津市 住宅建築・リフォーム工事業 www.nojima-k.jp

野原建設㈱ 南砺市 一般土木建築工事業 http://www1.tst.ne.jp/toga-nk/

㈱ハナガタ 富山市 はん用機械器具製造業 http://www.hanagata.co.jp

(社福)はまなす厚生会 氷見市 老人福祉・介護事業 www.hamanasu-himi.jp

速水発条㈱ 高岡市 金属製品製造業 http://www.hayamizu-hatsujo.co.jp/

㈱ピューマ 富山市 その他の卸売業 www.autobacs-toyama.com/

広小路コンタクト 富山市 写真機・時計・眼鏡小売業 www.hirocon-net.co.jp

㈱フクール 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

 https://www.fukull.co.jp

(社福)　福鳳会 高岡市 老人福祉・介護事業 http://www.fukuhoukai.jp/

㈱北陸エンジニアプラスチック 射水市 プラスチック製品製造業 https://hokuriku-ep.co.jp/

㈱北陸銀行 富山市 銀行業 http://www.hokugin.co.jp

北陸興和産業㈱ 富山市 電気工事業 http://h-kouwa.co.jp

北陸コンピュータ・サービス㈱ 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.hcs.co.jp

㈱北陸セイデン 富山市 その他のサービス業 www.hokurikuseiden.co.jp
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㈱北陸ソフタス 高岡市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

http://www.hokuriku-softas.co.jp/

北陸電気工業㈱ 富山市 電気機械器具製造業 www.hdk.co.jp

北陸電子㈱ 富山市
電子部品・デバイス・
電子回路製造業

www.hokuriku-denshi.co.jp

㈱ホライズン・ホテルズ
ANAクラウンプラザホテル富山

富山市 旅館・ホテル業 www.anacrowneplaza-toyama.jp

堀井鉄工㈱ 富山市 金属製品製造業 http://www.horiitekko.co.jp

㈱牧田組 射水市 一般土木建築工事業 www.makita-gr.com

松本建設㈱ 砺波市 一般土木建築工事業 www.matsuken-web.com

丸栄運輸機工㈱ 富山市 生産用機械器具製造業 https://www.maruei-u.co.jp/recruitinfo/

㈱丸栄製作所 射水市 生産用機械器具製造業 www.marueiss.co.jp

マルエツ電機㈱ 富山市 電気機械器具製造業 www.maruetu.co.jp

㈱ミズノマシナリー 富山市 生産用機械器具製造業 http://www.mizuno-machinery.co.jp/

三菱ケミカル㈱ 富山市 その他の化学工業 https://www.m-chemical.co.jp/

南電気工事㈱ 富山市 電気工事業 http://minami-e.co.jp

㈱宮本工業所 富山市 機械器具設置工事業 http://www.miyamoto-k.co.jp/

村松建設㈱ 富山市 一般土木建築工事業 www.muramatsu-k.jp

明興工業㈱ 射水市 プラスチック製品製造業 http://www.meikou.jp/

㈱明文堂プランナー
（書店・文具雑貨・TSUTAYA・カフェ）

富山市 書籍・文房具小売業 www.mbp1.com

㈱メカニック社 滑川市 機械設計業 http://www.mechanicsha.co.jp

㈱メタルウェア 富山市 金属製品製造業 http://www.metalware.jp/

家印㈱ 朝日町 住宅建築・リフォーム工事業 http://bandou-kenchiku.com/

ヤマイチ㈱ 富山市
建築材料・鉱物・
金属材料等卸売業

http://h1s.jp/

山辺事務機㈱ 高岡市 電気機械器具卸売業 https://www.yamabe-jim.com/

㈱ヤングドライ 富山市 洗濯業 http://www.young-dry.com/

㈱結 富山市 住宅建築・リフォーム工事業 https://www.yui-recruit.net/

㈱ユーコム 射水市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

https://www.ucm.co.jp/

ユウホー設備㈱ 魚津市 電気工事業 http://www.ysk-kk.co.jp

㈱ユーロ富山/ＭＩＮＩ富山 富山市 自動車小売業 www.toyama.mini.jp

㈱ユニゾーン 富山市 金属製品製造業 www.unizone.co.jp
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ホームページＵＲＬ主な業種事業所名
県内の

主事業所
所在地

㈱ユニテ 富山市 住宅建築・リフォーム工事業 https://www.yunite.co.jp/

㈱陽進堂 富山市 医薬品製造業 http://www.yoshindo.co.jp/

米原商事㈱ 砺波市 その他のサービス業 www.yonehara.co.jp

㈱立業社 富山市 その他のサービス業 www.rgsg.jp

りらいあんす 射水市 老人福祉・介護事業 katsuyama.bsj.jp

㈱リンケージ 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

http://www.linknet.co.jp/

㈱ワシントン靴店 富山市 衣料品・身の回り品小売業 https://www.washington-shoes.co.jp/saiyou/shinsotsu/

㈱渡辺鉄工 富山市 金属製品製造業 http://www.watanabetekkou.co.jp/
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㈱RMS保険センター 富山市 損害保険業 http://rmsnet.jp

(社福) 相幸福祉会 富山市 児童福祉事業 www.aikou-g.jp

アイシン・メタルテック㈱ 入善町 輸送用機械器具製造業 http://www.aisin-metaltech.jp/

アイシン新和㈱ 入善町 輸送用機械器具製造業 http://www.aisin-sinwa.co.jp/

アイディック㈱ 射水市 食糧・飲料品卸売業 www.aidic.co.jp

あいの風とやま鉄道㈱ 富山市 運輸業 http://ainokaze.co.jp/

㈱あいば食品 入善町 食糧・飲料品卸売業 http://www.aiba-t.co.jp/

赤尾電設㈱ 高岡市 電気工事業 http://akaden.co.jp

旭産業㈱ 富山市 金属製品製造業 http://www.asahi-sangyou.jp/

アシステム税理士法人 魚津市 法律・会計関連士業事務所 https://asystem-zeirishi.info/

㈱アスプコミュニケーションズ 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

https://www.asp-communications.co.jp/recruit/

アメリカンホーム医療・損害保険㈱ 富山市 損害保険業 http://www.americanhome.co.jp/

㈱アリタ 高岡市
建築材料・鉱物・
金属材料等卸売業

http://www.arita3.co.jp/

アルコット㈱ 富山市 ビルメンテナンス業 https://alcot.co.jp/

㈱アルシス 富山市 生産用機械器具製造業 www.alsys-eg.co.jp

アルビス㈱ 射水市 百貨店、総合スーパー http://www.albis.co.jp/albis_recruit/

(社福) アルペン会 富山市 老人福祉・介護事業 www.ashitanenomori.jp/

㈱池田模範堂 上市町 医薬品製造業 https://www.ikedamohando.co.jp/

㈱石金精機 富山市 生産用機械器具製造業 http://www.ishigane-fas.co.jp/

石友ホームグループ 高岡市
住宅建築・
リフォーム工事業

http://www.ishitomo-home.co.jp

イセ㈱ 高岡市 その他の卸売業 http://www.isekabu.co.jp

㈱ヰセキ北陸 富山市 産業機械器具卸売業 http://www.iseki-h.co.jp/

㈱今井機業場 南砺市 繊維工業 www.imaikigyo.ecweb.jp

ウィン㈱ 富山市 その他生活関連サービス業 http://www.curves.com/

㈱ウイン・ディー 高岡市 プラスチック製品製造業 http://www.nichinan-group.com/

㈱ウーケ 入善町 食料品製造業 www.wooke.co.jp

事業所名
県内の

主事業所
所在地

ホームページＵＲＬ主な業種
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㈱内山精工 上市町 金属製品製造業 www.uchis.co.jp

ウッドリンク㈱ 射水市 木材・木製品製造業 http://www.woodlink.co.jp/recruit/

AIG損害保険㈱ 富山市 損害保険業 https://www.aig.co.jp/sonpo

㈱エスクリマネジメントパートナーズ 富山市 その他専門サービス業 http://emp.escrit.jp/

ＳＴ物流サービス㈱ 小矢部市 その他のサービス業 http://www.st-butsuryu.co.jp/

ＦＣＭ㈱ 富山市
電子部品・デバイス・
電子回路製造業

http://www.fc-m.co.jp

ＭＸモバイリング㈱ 富山市 機械器具小売業 https://www.mxmobiling.co.jp/

㈱大阪屋ショップ 富山市 飲食料品小売業 https://www.ohsakaya-shop.jp/

大高建設㈱ 黒部市 一般土木建築工事業 http://o-taka.co.jp/

㈱大谷工業 射水市 金属製品製造業 http://www.otanikogyo.com/

オダケホーム㈱ 富山市 住宅建築・リフォーム工事業 www.odakehome.co.jp

㈱小矢部精機 小矢部市 生産用機械器具製造業 http://www.oyabe-seiki.co.jp/

㈱カジメイク 高岡市 繊維・衣料品等卸売業 https://www.kajimeiku.co.jp/

金岡忠商事㈱ 富山市
建築材料・鉱物・
金属材料等卸売業

http://www.kanaokachu.co.jp/

㈱金七金物店 高岡市
建築材料・鉱物・
金属材料等卸売業

www.kanasiti.co.jp

金森藤平商事㈱ 高岡市 その他の卸売業 http://www.k-tobei.co.jp

㈱カラフルカンパニー 富山市 新聞・出版・広告制作業 https://www.colorfulcompany.co.jp/recruit/

川田ニッティンググループ 南砺市 繊維工業 http://www.kawada-knit.co.jp/

学校法人 北日本自動車学校 富山市 学習支援業・学習塾 http://kitaniti.com/

キタムラ機械㈱ 高岡市 生産用機械器具製造業 https://kitamura-machinery.co.jp

救急薬品工業㈱ 射水市 医薬品製造業 https://www.qqp.co.jp/

協和紙工業㈱ 射水市
パルプ・紙・
紙加工品製造業

www.kyowa-pi.com

㈱協和製作所 高岡市 鉄鋼業 www.kyowa-fact.co.jp

共和土木㈱ 黒部市 一般土木建築工事業 www.t-kyowa.co.jp

協和ファーマケミカル㈱ 高岡市 医薬品製造業 http://www.kyowa-pharma.co.jp/

㈱倉谷アルミ工作所 射水市 非鉄金属製造業 http://www.kuratani.co.jp/　
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㈱クレハ 富山市 産業機械器具卸売業 http://kureha-jp.com/　

黒田化学㈱ 小矢部市 プラスチック製品製造業 www.kuroda-kagaku.co.jp/

黒谷㈱ 射水市 非鉄金属製造業 www.kurotani.co.jp

(医)　桑山会 高岡市 老人福祉・介護事業 http://kuwayamakai.jp/

㈱ケイエステック 立山町 金属製品製造業 http://www.kurimoto.co.jp/ks-tech/

㈱ケーブルテレビ富山 富山市 放送業 http://ctt.ne.jp/

小池木材㈱ 富山市
建築材料・鉱物・
金属材料等卸売業

www.koike-m.co.jp

㈱広貫堂 富山市 医薬品製造業 http://www.koukandou.co.jp/

㈱高志インテック 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.koushi-intec.co.jp

(医財)五省会　西能病院 富山市 医療業 www.sainouhp.or.jp

寿電設㈱ 富山市 電気工事業 http://www.kotobuki-d.jp/

コマツ富山㈱ 富山市 その他の卸売業 http://www.komatsu.co.jp/toyama/

㈱五万石千里山荘 富山市 食料品製造業 http://chisatosansou.co.jp

コムテックス㈱ 高岡市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

https://www.ctx.co.jp

コンチネンタル㈱ 富山市 金属製品製造業 https://www.continental-ltd.com/

酒井建設㈱ 上市町 一般土木建築工事業 http://www.sakai-kensetsu1925.co.jp/

㈱サプラ 富山市 管工事業 http://www.sapla.co.jp/

三協化成㈱ 高岡市 プラスチック製品製造業 www.sankyokasei.co.jp

三光合成㈱ 南砺市 プラスチック製品製造業 www.sankogosei.co.jp

三晶技研㈱ 上市町 生産用機械器具製造業 www.sanshogiken.co.jp

㈱サンテン・コーポレーション 富山市 内装・外装工事業 www.santen-corp.com

㈱三和製玉 富山市 食料品製造業 http://www.sanwaseigyoku.co.jp/

㈱三和製作所 高岡市 金属製品製造業 http://sanwa-s.jp/

ＪＦＥマテリアル㈱ 射水市 鉄鋼業 https://www.jfe-material.co.jp/

㈱ジオインフォシステム 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.geoinfo.co.jp

塩谷硝子㈱ 砺波市 その他の製造業 www.shiotani-glass.com/
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㈱シグマ 高岡市 生産用機械器具製造業 www.shiguma-die.co.jp

㈱システムワークス 高岡市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.sys-works.jp

(医) 七徳会 魚津市 医療業 http://www.uozubyouin.jp

㈱品川グループ本社 富山市 その他のサービス業 https://www.shinagawa-group.co.jp/

島大証券㈱ 富山市 金融商品取引業 http://shimadai.com

十全化学㈱ 富山市 医薬品製造業 https//www.juzen-chem.co.jp/

正栄産業㈱ 富山市 住宅建築・リフォーム工事業 www.sho-ei.net

(医)　城南会 富山市 医療業 http://jonankai.mutsumi-gr.jp/

ショウワノート㈱ 高岡市 パルプ・紙・紙加工品製造業 http://www.showa-note.co.jp/

新栄建設㈱ 立山町 一般土木建築工事業 www.silver-wing.co.jp

新富観光サービス㈱ 富山市 運輸業 www.enjoy-sks.co.jp

新日本海重工業㈱ 富山市 はん用機械器具製造業 www.snhi.co.jp

㈱新日本コンサルタント 富山市 その他技術サービス業 http://www.shinnihon-cst.co.jp

新湊信用金庫 射水市 協同組織金融業 www.shinkin.co.jp/s-minato/

㈱スカイ 射水市 金属製品製造業 www.sky-toyama.co.jp

㈱スギノマシン 魚津市 はん用機械器具製造業 http://www.sugino.com/

㈱セイキ 魚津市 生産用機械器具製造業 http://www.seiki-toyama.co.jp/

センダン電子㈱ 砺波市
電子部品・デバイス・
電子回路製造業

https://sendan.co.jp

㈱ソフト 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

http://www.soft-co.jp/

第一交易㈱ 富山市 内装・外装工事業 www.daiichikoeki.com

ダイト㈱ 富山市 医薬品製造業 http://www.daitonet.co.jp/

太平㈱ 南砺市 プラスチック製品製造業 http://www.taihei-toyama.co.jp

大平洋製鋼㈱ 富山市 鉄鋼業 http://pacificsteelmfg.co.jp/

大平洋ランダム㈱ 富山市 窯業・土石製品製造業 http://www.rundum.co.jp

ダイヤモンドエンジニアリング㈱ 魚津市 機械器具設置工事業 http://www.diamond-eng.co.jp/

㈱タカオカメガ 射水市 機械器具小売業 www.takaokameg.co.jp
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立山科学グループ 富山市 生産用機械器具製造業 https://www.tateyama.jp/

立山黒部貫光㈱ 立山町 運輸業 https://www.alpen-route.com

立山電化工業㈱ 高岡市 金属製品製造業 http://www.tateyamadenka.co.jp

㈱チューエツ 富山市 印刷・同関連業 https://chuetsu-web.jp/

中央商事㈱ 富山市 その他の卸売業 http://www.chuoshouji.co.jp/

中部機器㈱ 富山市 産業機械器具卸売業 http://www.toyama-ebara.com/index.html

チューモク㈱ 南砺市 住宅建築・リフォーム工事業 http://www.chumoku.co.jp

津根精機㈱ 富山市 生産用機械器具製造業 https://www.tsune.co.jp

テイカ製薬㈱ 富山市 医薬品製造業 http://www.teika.co.jp

テクノプラス㈱ 魚津市 プラスチック製品製造業  http://www.techno-plus.jp/

東邦工業㈱ 滑川市 金属製品製造業 http://www.tohogp.co.jp/jp/

東洋ゴム北陸販売㈱ 富山市 その他の卸売業 http://www.toyo-hokuriku.co.jp/

㈱トーキン　富山事業所 入善町 電気機械器具製造業 https://www.tokin.com/

砺波信用金庫 南砺市 協同組織金融業 https://www.tonami-shinkin.co.jp

㈱富山育英センター／
学校法人片山学園

富山市 学習支援業・学習塾 http://www.ic-ikuei.co.jp

富山いすゞ自動車㈱ 富山市 自動車小売業 https://www.toyama-isuzu.co.jp/

富山県農業共済組合 富山市 保険サービス業 http:www.nosai-toyama.or.jp

富山興業㈱　 高岡市 その他の工事業 www.toyama-kougyo.co.jp

富山港湾運送㈱ 富山市 運輸業 http://www.toyamakowan.com/

富山スガキ㈱ 富山市 印刷・同関連業 https://www.sugaki.co.jp/

㈱富山第一銀行 富山市 銀行業 https://www.first-bank.co.jp/

㈱　富山アメニティシステム
富山第一ホテル

富山市 旅館・ホテル業 https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/toyamadh

富山地方鉄道㈱ 富山市 運輸業 www.chitetsu.co.jp

富山中央青果㈱ 富山市 農畜産物・水産物卸売業 http://www.maru-tcseika.co.jp

㈱トヤマデータセンター 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.tdc-ict.co.jp/
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富山日産自動車㈱ 富山市 自動車小売業 http://www.toyama-nissan.co.jp/

㈱トヨタレンタリース富山 富山市 物品賃貸業 www.rtoyama.co.jp

㈱トンボ飲料 富山市 飲料・たばこ・飼料製造業 www.tombow-b.jp/top/

㈱ナガエ 高岡市 非鉄金属製造業 https://nagae.co.jp/

中山電材㈱ 富山市 プラスチック製品製造業 http://www.nakayama-denzai.com/

日本カーボンエンジニアリング㈱ 富山市 生産用機械器具製造業 http://www.ncek.co.jp/

日本海給食㈱ 富山市 飲食業 https://nihonkaikyuushoku.amebaownd.com/

日本海電業㈱ 魚津市 電気工事業 http://nihonkai-dengyo.co.jp/recruitment

㈱ハイテックス 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

http://www.hitechs.co.jp/

㈱ハウステック富山工場 富山市 プラスチック製品製造業 WWW.housetec.co.jp

㈱バロン 富山市 ビルメンテナンス業 www.baron-jp.com

Ｐ・Ｆオートメーション㈱ 富山市 電気機械器具卸売業 www.pfa.co.jp

㈱ヒスコム 砺波市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

https://www.hiscom.co.jp/

氷見土建工業㈱ 氷見市 一般土木建築工事業 www.himidoken.jp

㈱広上製作所 高岡市 金属製品製造業 http://www.hirokami.co.jp/

㈱ファーレン富山 富山市 自動車小売業 http://fahren-toyama.co.jp/

ファインネクス㈱ 舟橋村
電子部品・デバイス・
電子回路製造業

http://www.finecs.co.jp/

富士機設工業㈱ 射水市 機械器具設置工事業 fujikisetsu.com

㈱フジタ 高岡市 金属製品製造業 https://www.fujita-k.co.jp/

㈱プレステージ・インターナショナル
富山BPOタウン

射水市 コールセンター業  http://www.prestigein.com/

北栄電設㈱ 小矢部市 電気通信・信号装置工事業 http://www.hokueikk.co.jp

㈱北熱 富山市 金属製品製造業 http://www.hokunetsu.com/

北陸コカ・コーラプロダクツ㈱ 砺波市 飲料・たばこ・飼料製造業 https://www.hokuriku.ccbc.co.jp/

北陸コンサルタント㈱ 富山市 建築設計業 www.hoku-con.co.jp

㈱北陸電設 富山市 電気工事業  https://www.hokusetu.co/

北陸発電工事㈱ 富山市 機械器具設置工事業 http://www.hokuhatsu.co.jp/
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ホームページＵＲＬ主な業種

㈱北陸日立 富山市 電気機械器具卸売業 http://www.hitachi-hansya.jp/hokuriku-hitachi/

㈱北陸フレッシュフーズ 富山市 食料品製造業 http://www.hoff.co.jp/

㈱北陸読売ＩＳ 富山市 その他のサービス業 https://www.yomiuri-is.co.jp/hokuriku/

㈱ホシナパック 滑川市 その他の製造業 http://www.hoshina-g.co.jp/

ホテルグランミラージュ 魚津市 旅館・ホテル業 https://www.granmirage.jp/

㈱松村精型 高岡市 輸送用機械器具製造業 www.matsump.com/

丸福石油産業㈱ 高岡市 燃料小売業 https://www.marufuku-sekiyu.co.jp

三豊工業㈱ 富山市 非鉄金属製造業 toyotomi-group.com

三菱ふそうバス製造㈱ 富山市 輸送用機械器具製造業 http://www.mfbm-bus.com/

㈱メガネのハラダ 富山市 写真機・時計・眼鏡小売業 http://www.meganenoharada.com/

山岡石材工業㈱ 高岡市 その他の製造業 http://www.yamaoka-sekizai.co.jp

㈱山口技研 入善町 金属製品製造業 www.yamaguchi-giken.com

山崎機工㈱ 富山市 産業機械器具卸売業 www.yamazaki-kiko.com

雄基工業㈱ 高岡市 土木工事業 www.yuki-co.net/

㈱ヨシケイ富山 高岡市 飲食料品小売業 http://yoshikei-it.com

リコージャパン㈱ 富山市 電気機械器具卸売業 http://www.ricoh.co.jp/sales/about

リバーリトリート雅樂倶 富山市 旅館・ホテル業 https://www.garaku.co.jp/

菱越電機㈱ 富山市 電気機械器具卸売業 http://www.ryoetsu.co.jp

ワイディシステム㈱ 富山市 電気機械器具卸売業 http://www.ydy.co.jp

(社福) わかば福祉会 富山市 児童福祉事業 www.wakabahoikuen.jp
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高岡ガス㈱ 高岡市 ガス業 www.takagas.co.jp/

高岡信用金庫 高岡市 協同組織金融業 http://www.takaoka-shinkin.co.jp/

タカノギケン㈱ 富山市
電子部品・デバイス・
電子回路製造業

http://www.takanogiken.co.jp/

武内プレス工業㈱ 富山市 金属製品製造業 http://www.takeuchi-press.co.jp/

立山製紙㈱ 立山町 パルプ・紙・紙加工品製造業 www.tateyamaseishi.jp

中越合金鋳工㈱ 立山町 非鉄金属製造業 http://www.chuetsu-metal.co.jp/

中越パルプ工業㈱ 高岡市 パルプ・紙・紙加工品製造業 http://www.chuetsu-pulp.co.jp

チューリップ調剤㈱ 富山市 医薬品・化粧品等小売業 http://www.tulip-tz.co.jp/

東亞合成㈱ 高岡市 無機・有機化学工業製品製造業 http://www.toagosei.co.jp

東亜薬品㈱ 富山市 医薬品製造業 http://www.toayakuhin.co.jp/top.html

東興薬品工業㈱ 立山町 医薬品製造業 www.toko-yakuhin.co.jp

㈱トミソー 富山市 住宅建築・リフォーム工事業 https://tomisou.co.jp/

富山医療生活協同組合 富山市 医療業 www.toyama-hcoop.com

㈱富山銀行 高岡市 銀行業 http://www.toyamabank.co.jp

㈱富山県データ通信センタ 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

http://www.cnt-ty-ja.co.jp/

富山小林製薬㈱（小林製薬グループ） 富山市 医薬品製造業 https://www.toyamakobayashi.co.jp/

富山電気ビルデイング㈱ 富山市 電気機械器具卸売業 https://www.toyamadenbil.co.jp/

富山トヨペット㈱ 富山市 自動車小売業 http://toyamatoyopet.toyota-dealers.jp

トヨタカローラ富山㈱ 富山市 自動車小売業 https://toyama.corolla-dealer.jp/

日東メディック㈱ 富山市 医薬品製造業 http://www.nittomedic.co.jp/

日本海ガス㈱ 富山市 ガス業 https://www.ngas.co.jp/

ネッツトヨタノヴェルとやま㈱ 富山市 自動車小売業 http://netz-novel-toyama.jp

㈱パナケイア製薬 高岡市 医薬品製造業 http://www.panakeia-pharm.co.jp/

ホームページＵＲＬ主な業種事業所名
県内の

主事業所
所在地
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ビニフレーム工業㈱ 魚津市 金属製品製造業 http://www.vinyframe.co.jp/

富士化学工業㈱ 上市町 医薬品製造業 http://www.fujichemical.co.jp/

伏木海陸運送㈱ 高岡市 運輸業 www.fkk-toyama.co.jp

㈱不二越 富山市 はん用機械器具製造業 http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/

富士電機パワーセミコンダクタ㈱ 滑川市
電子部品・デバイス・
電子回路製造業

https://www.fujielectric.co.jp/fps/

㈱富士薬品 富山市 医薬品製造業 www.fujiyakuhin.co.jp

ブリヂストンタイヤ富山販売㈱ 富山市 その他の卸売業 http://www.bst-toyama.co.jp

北銀ソフトウエア㈱ 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.hokugin-sw.co.jp

北酸㈱ 富山市 その他の卸売業 www.hokusan.co.jp

㈱ホクタテ 富山市 ビルメンテナンス業 http://www.hokutate.co.jp/

北電産業㈱ 富山市 その他のサービス業 http://www.hs-k.co.jp

北電情報システムサービス㈱ 富山市
ソフトウェア・
情報処理サービス業

www.hiss.co.jp

北陸建工グループ
(北陸建工(株)、北陸熔断(株)、北陸鋼産(株)）

滑川市 金属製品製造業 http://www.hokuriku-kenko.co.jp/

北陸電機製造㈱ 滑川市 電気機械器具製造業 http://www.hokurikudenki.co.jp

北陸労働金庫 富山市 協同組織金融業 http://hokuriku.rokin.or.jp/index.html

前田薬品工業㈱ 富山市 医薬品製造業 http://www.maeda-ph.co.jp

丸新志鷹建設㈱ 立山町 一般土木建築工事業 www.shitaka.co.jp

㈱三田商会 富山市 産業機械器具卸売業 www.mitas.co.jp

三谷産業イー・シー㈱ 富山市 燃料小売業 https://www.mitani-ec.co.jp/

㈱源 富山市 食料品製造業 www.minamoto.co.jp

宮越工芸㈱ 高岡市 金属製品製造業 miyakoshikogei.co.jp

㈱ミヤシゲ 富山市 その他の卸売業 www.miyasige.co.jp

明治薬品㈱ 富山市 医薬品製造業 http://www.meijiyakuhin.co.jp/
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㈱モリタ 射水市 医薬品・化粧品等卸売業 www.b-morita.com

リードケミカル㈱ 富山市 医薬品製造業 http://www.lead-chemical.co.jp/

㈱リッチェル 富山市 プラスチック製品製造業 www.richell.co.jp

YKKビジネスサポート㈱ 黒部市 その他のサービス業 www.ykk.co.jp
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