2017年度インターンシップ自己開拓枠受入企業・団体リスト
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企業：団体名

担当者・連絡先

総務部人事課 山田 眞士
108-0074
東京都港区高輪4-18-25
株式会社テクノクラーツ
03-5420-5967
yamada@technocrats.co.jp
事業部 主任 江口 信也
314-0111
株式会社ウインド・パワー・エンジニアリ
茨城県神栖市南浜3-226
ング
0299-77-8511
eguchi-s@komatsuzaki.co.jp
総務人事課 中島 由美
285-0837
佐倉市王子台1-28-8 3Ｆ
株式会社ジィ・シィ企画
043-464-3348
administration-dept@gck.co.jp
インターンシップ事務局
650-0047
理化学研究所
神戸市中央区港島南町2-2-3
多細胞システム形成研究センター
078-306-3228
internship2017@cdb.riken.jp
人事部 採用課 満園 憲治
112-0002
株式会社東邦システムサイエンス

中外テクノス株式会社

株式会社 ハイマックス

東京都文京区小石川 1-12-14 日本生命小石川ビル 5F

実施内容

実施場所

日程

受入学科

受入人数

付随事項・要望事項等

学科不問

自動車業界や真似できない
独自技術を保有している会
社に興味が有る学生

風力発電事業に関わる設備見学、メンテナン 株式会社ウインド・パワー・エンジ
ス実習、安全教育、業界研究、社内一般業務 ニアリング
8/21～8/25
補助

不問

宿泊施設は弊社で準備しま
す。

開発部門・運用部門・営業部門・管理部門の 株式会社ジィ・シィ企画本社
業務補助や営業同行

２年生

6/13開催の「千葉県情報ｻｰ
2～3名 ﾋﾞｽ産業協会主催のｲﾝﾀｰﾝ
ｼｯﾌﾟﾏｯﾁﾝｸﾞ会」にて選考

学科学年不
問

30名

全日程参加が可能な方

4名

19卒の方が対象です。技術
や知識は問いません。
チームワークよくお互い助け
合って前向きに取組める方
を募集します。
リクナビプレサイトで予約し
てください

・自動車業界の研究と当社役割ご説明
・テクノラーツ、 テクノラーツ グループ 独自技 株式会社テクノクラーツ
術 のご紹介

１day

8月～9月の2週間

テーマを選択し、配属研究室における研究活
動に参加してもらう。さらに、発生・再生科学 理化学研究所 多細胞システム
の最前線を紹介するレクチャー、研究室訪 形成研究センター
8/21（月）～8/25（金）
問、インターン参加者による発表会などを予
定。
要件ヒアリングのための質問設計、データ分
析、提案までの範囲を実習することで、「聴く
力」「考える力」「伝える力」を養う。
座学だけでなくパソコンを用いて課題に取組 弊社６階プロジェクトルーム
み、実践力を身につける。

８月下旬 ～ ９月上旬

03-3868 -6333
hands-on@tss.co.jp
総務本部 課長補佐 西田 菊恵 構造物調査業務、材料調査業務、CAE業務】
トンネル、橋などの建築物の調査・測定・デー
タ解析・評価・対策を行います
733－0013
炭素材、金属材料の高温・低温での疲労強
広島市西区横川新町9-12
度・引張強度試験、材料の顕微鏡組織評価を 中外テクノス株式会社 研究技術
行います。車両衝突、流体、熱伝導などをコン センター
8/21～8/25
082-295-2222
ピューターによりシミュレーション解析します。
【計装システムメンテナンス業務】
発電所や浄水場で発電量や水量をコントロー
soumu@chugai-tec.co.jp
ルするための環境計測機器をメンテナンスし
ます。
人材開発本部 採用グループ 加藤
システム提案疑似体験(システム提案作成、
220-6221
プレゼンテーション)グループ実習を中心に進
横浜市西区みなとみらい2-3-5 ①8月21日（月）～8月25日（金）
横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟21Ｆ めます。
②9月4日（月）～9月8日（金）
プログラミングは行いません。
クイーンズタワーC棟21Ｆ
システムってどう創る？という流れの一部がイ
045-212-5664
メージできるように進めていきます。
intern2017@himacs.co.jp

学科:不問
学年：3年Ｍ１

報酬はありません。
交通費、宿泊費は当社が負
担いたします。
学科:不問 ２名程度 宿泊場所は当社が手配いた
します。
学年：3年Ｍ１
昼食は当社にて用意いたし
ます。
作業服を貸与いたします。
応募締め切りは7月18日
学科:不問 各日程48名 （火） ただし各回とも合格者
が定員に達した時点で期限
学年：3年Ｍ１
前でも締め切ります

Ｎｏ．
8

9

企業：団体名

ＢＳＣウォータースポーツセンター

担当者・連絡先
担当：園田 拓男
520-0588
滋賀県大津市南船路4-1
077-592-0127

大日本印刷株式会社

人事部総務部 岩村 結城

実施内容

学部生・大学
院生の方
８月下旬 ～ ９月上旬 (2週間)予定

６月上旬からWebサイト
OPEN＆参加募集予定！
（全テーマ詳細、応募方法は
Webにて公開）

「開発エンジニア体感インターンシップ」
社内システム開発現場の業務を体感

東京本社

8/28～9/8 10日間

学科不問

・学校のカリキュラムや趣味
でプログラミングを行なった
ことがある方
・メール、電話、リクナビ2019
よりエントリー
・関東エリア内からの交通費
全額支給

幼稚園・保育園内での接客、清掃作業

各幼稚園・保育園

8/5～9/10の内の10日間

学科学年不 1～3名
問

時間給1,000円、交通費を支
給します。

SEの就業体験＋座談会

東戸塚システム開発センター

5/19（金）

学科不問
４年・M２

IT企業に興味のある方
リクナビ、マイナビ、または
メールよりエントリー

学科不問
３年以下

・最大３万円まで旅費を支給
・参加期間と地域は選べま
す。 ・東京にて説明会開催

河合薬業株式会社

東京都中野区中野6-3-5

12

東京コンピュータサービス株式会社

13

九州・山口ふるさと若者就職促進事業 東京都中央区銀座6-18-2

東京中小企業家同友会

付随事項・要望事項等

『機械・化学工学系』
●次世代生産設備の開発・設計開発
『化学・物理系』
●機能性コーティング材料の研究開発
『電気・電子系』
●画像処理技術の応用による外観検査装置
の開発
『情報系』
●電子書籍を楽しむためのhontoサービス企
画開発
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受入人数

詳細はチラシ、ＨＰ参照

東京都千代田区三崎町1-1-1 HLCビル 要件の把握から実技まで一連の開発業務

03-3545-7330
kyushu-yamaguchi@gakujo.ne.jp

受入学科

「第１４回世界をつなぐ国際子供サマーキャン 琵琶湖（滋賀県）
プ」の運営・実施・指導業務

株式会社 エイチ・エル・シー

03-3365-1110
yo-koba@kawai-kanyu.co.jp
神奈川採用センター 藤中、武井
221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町1-2-7
045-316-1001
tcskanagawa@tcs-ipnet.co.jp
運営事務局

日程
①7/20～8/4
②7/23～8/6
③7/27～8/11
④7/30～8/13
⑤8/3～8/18
⑥8/11～8/26
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03-3233-8080
recruit@hlc.co.jp
経営企画室 室長補佐 小林 洋介
164-0001

実施場所

7月～9月の間の５日間程度
九州・山口各県の特選企業インターンシップ 九州・山口各県の特選企業１００
社

102-0074
東京都千代田区九段南4-7-16 4Ｆ 社長弟子入りインターンシップ
03-3261-7201
kyuuzin@tokyo.doyu.jp

都内の企業各社

9/4～9/8
5日間で２社の社長に弟子入り

受付開始：5/22～
締切：6/26
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企業：団体名

担当者・連絡先

実施内容

実施場所

アステラス製薬

03-3244-3181
mrnsaiyou@jp.astellas.com
総務部人事課 インターンシップ担当
164-8505

受入学科

アステラス製薬 インターンシップ営業（MR） アステラス製薬(株） 本社
職

◆学部・学年
不問
東京 8月1日（火）～ 8月3日（木） ※但し、薬
8月7日（月）～ 8月9日（水）
学部の方で
＊別日程で大阪会場でのインターン 実務実習の
もあり
日程と重なる
方は参加不
可

ＳＥの仕事体験です。
ＳＣＣのシステム開発案件を題材として、シス
テム開発の上流工程(要件定義、基本設計)を 株式会社ＳＣＣ 中野本社
インターンシップ生５～６名でプロジェクトチー
ムを構成し、体験していただきます。

8/22（火）～9/7（木）※13日間

インターンシップ担当 （川合・石川・黒越

15

日程

受入人数

東京都中野区中野５－６２－１

03-3319-1940
16

株式会社ＳＣＣ

saiyo@scc-kk.co.jp

17

人事課 新卒採用担当
101-0021
株式会社サードウェーブ

学科不問
3年 Ｍ1年

付随事項・要望事項等
遠方よりご参加の場合、 往
復交通費の総額が1万円を
超える分に関しては当社が
補助します。宿泊に要する諸
費用は当社が負担します。
また、当社負担にてインター
ンシップ保険に加入致します
１．応募条件
①将来、システムエンジニア
(SE)になりたいと思っている
方
②全日程参加できる方
２．応募書類
①履歴書（写真貼付）
②レポート（A4用紙1枚）
内容：応募理由、SEになり
たい理由、自己PR、専攻・得
意分野
③インターンシップ応募者の
個人情報取扱いに関する同
意書
※当社 採用ホームページか
らダウンロードしてください。
応募書類到着後、選考を行
い、参加可否を決定します。
応募締切日：７月１２日（水）
※定員になり次第、募集を
終了します。

ドスパラのパソコン製造現場をのぞいてみま ㈱サードウェーブデジノス綾瀬事
業所 （神奈川県綾瀬市早川 5/27（土）
せんか？
2696-1）

４年、既卒 10名

ＨＰよりエントリー
応募締切：5/21
応募者多数の場合抽選

千葉県市川市市川南2-8-8

エネルギー業界とガス業界を学ぶ５日間とし
て、専攻にとらわれない幅広い部署（技術系 京葉ガス本社
や営業系、支援系）での業務を経験して頂き
ます。

8/28（月）～9/1（金）

学科学年不
問

地元大学向けインターンシッ
プも別途夏季に実施を検討
中のため、詳細確定次第ご
連絡いたします。

東京都港区港南2-17-1

未定

未定（１DAY)

学科:物理･情
報 学年：3年 ５～10名
4年5年 Ｍ１

8/21～9/1

学科:化学生
物生物分子 １名
物理学年：３
年

東京都千代田区外神田2-14-10

newgrads_recruit@twave.co.jp

人事部人事企画グループ 阿久津 佑実

272-8580
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京葉ガス株式会社

19

株式会社ＩＳＩＤインターテクノロジー

047-325-4112
y-kobayashi@keiyogas.co.jp
人事採用グループ 西川 千代弥
108-0075
03-6713-5111
freshpersonnel@isid-intertetch.co.jp

品川本社 等

人事・総務部 人事・人材開発グループ塩川暢康

20

千代田工商株式会社

プラントエンジニアリングの概要とそのミニ体
221-0021
験
神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-13 会社概要説明・プラントエンジニアリングミニ 本社
実習 他
045-441-9343
cks-saiyo@chiyodacorp.com

特別なスキルは求めませ
ん。プラントに関する興味・
関心があればぜひご応募く
ださい。
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21

22

23

24

25

企業：団体名

担当者・連絡先
管理部 人事課 荒井 亮一
130-8512

SEMITEC株式会社

株式会社ティエム２

日東ベスト株式会社

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ＬＳＩメディエンス

実施内容

実施場所

日程

受入学科

受入人数

東京都墨田区錦糸1-7-7

・会社概要説明～工場案内 配属部門紹介
・各部門の工程について、研修形式で実施 SEMITEC株式会社 千葉工場（千
葉県千葉市花見川区天戸町１３１ ５日間（日程未定）
（成果物ができるように検討中）
・各部門の工程で学んだ点、課題、将来の展 ９−１）
望についてまとめ、成果発表）

学科不問
学年：3年 Ｍ
1年

今年度より初めて実施する
予定です。現在内容を調整
しております。
広くインターンシップを募集
いたしますので、さまざまな
学校の方と共にご参加くださ
い。

東京都港区赤坂3-21-16

※1Dayインターンシップの開催となります。
IT業界理解、エンジニア業務理解、疑似的 本社にて実施
な業務経験を通し、
エンジニアの仕事の理解を促します。

学科不問
学年：3年 Ｍ 5名
1年

文理不問の募集となります。
IT業界で働いてみたい、知
りたいという学生を対象に実
施します。

03-3521-1155
r.arai@mail.semitec.co.jp
管理部 浜谷 浩史
107-0052

03-5575-6840
hamaya.hiroshi@tm2.co.jp
総務人事部 白田 政義
991-8610

山形県寒河江市幸町４－２７

0237-86-2100
m-shirata@nittobest.co.jp
総務部 課長代理 大野 明
164-0001

1日間

①会社概要説明
②衛生管理、商品開発（試作）、各種検査（微
生物、理化学）
日東ベスト本社（山形県寒河江 １週間（５日）、１日インターシップも有 学科学年不
③寒河江工場実習（ハムソーセージ、とんか 市）
り（問い合わせ下さい）
問
つ等）

学科学年不 5名
問

検査センター施設見学、アンチドーピング検
査室 臨床検査･分析についての講義 ＬＳＩメディエンス志村事業所
現場社員との座談会

8/18～8/31の間で１日のみ実施予 学科不問
学年：3年 Ｍ ３名
定
1年

臨床検査･機器分析に興味
のある方は製品や分析業務
を見て業界研究の一助にし
てください。臨床検査職、分
析検査職営業職、研究開発
職に興味ある方もお待ちして
おります。

東京都台東区池之端1-6-17

PRアシスタント】当社取扱いブランドを中心
に、SNSユーザー調査、他ブランドの動向調 ウエニ貿易 本社
査、その他事務作業を体験して頂きます。

8/5～9/30

東京都 文京区 後楽 2-5-1 飯田橋 ファースト ビル 9階

会社 説明（ 業界、 サービス 紹介)グループ 神楽坂ＨＣ スタジオ（ 当社ビル） 8/29(火)１３時
ワーク

東京都中野区中野2-2-4

03-3229-2630
tk.soumu@daiya-idea.co.jp
人材開発部 川中渉 浪江望美
101-8517

東京都千代田区内神田1-13-4 THE KAITEKIビル

03-5577-0402
namie.nozomi@md.medience.co.jp
110-0008

株式会社ウエニ貿易

27

株式会社ディスコ

＊リクナビのインターシップ
で受け入れております（詳
細）
＊山形での宿泊先及び宿泊
費は自己負担となります。
＊交通費として、１日２,０００
円お支払い致します。
現場でのお仕事のため、暑く
体力勝負となります。体力に
自信のある
方、ぜひお越し下さい。

商品の入出荷作業
4日目か5日目に事務作業を行います。

商品開発＆商品センター千葉市 8/21～8/25
緑区大野台1-5-5 グリーンテクち 8/28～9/1
ば

経営管理本部総務グループ 和田彩花

26

付随事項・要望事項等

030-5815-5700
wada.ayaka@ueni.jp
総務人事部 小山 裕美子
112-0004
03-5804-5710
rec19@disco.co.jp

学科:不問
学年:１年２年
３年

学科学年不 ２名
問

Ｎｏ．

企業：団体名

担当者・連絡先
人事課 渡辺 竜哉
113-8681

実施内容

実施場所

日程

受入学科

受入人数

付随事項・要望事項等
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千代田テクノル株式会社

東京都文京区湯島１－７－１２

①営業同行：営業体験、放射線関連施設見
学
②技術員同行：放射線関連施設設備点検な 東京本社、茨城県大洗研究所内 2日～5日
ど
③研究開発：放射線計測に関する研究ほか

29

エスケー化研株式会社

大阪府茨木市中穂積3-5-25

２DAYSの「塗料体験コース」

30

クマリフト株式会社

550-0003

弊社製品や仕事内容に関しての体験プロジェ 未定（大阪/東京いずれかの予 未定
クト（予定）
定）

31

アルテア技研株式会社

横浜市港北区新横浜3-23-3

マイナビ2019インターンシップを参照
（6/1～掲載）

東京都千代田区一番町18 8F

メールでエシックに直接申込
み fresh_recruit@ethic.co.jp
本社にて治験に関する講習・研修（8/3及び
8/10の2日間）医療機関内・治験事務室での 本社及び医療機関内・弊社治験 8/3及び8/10の2日間＋8/4～8/9の 学科不問 東邦大学生 ①名前②学科・学部③学年
④メールアドレス⑤住所
実習、被験者対応など治験コーディネーター 事務室
うち1日
学年：3年・5
年・M1年 ２名
担当者：人材開発部 平野・
業務（8/4から8/9のうち1日：土日は実施しま
※合計3日間
藤田
せん）
受付期間：6/1～6/15
＜１Ｄａｙインターンシップ＞
・企業研究会
・業界研究・会社紹介
・社員との懇談会（ランチ）
本社（新宿区）
・ビジネスマナー講座
・各部署にて職業体験（ＳＥ，ＮＥ，法人営業よ
り選択）

32

株式会社エシック

03-3816-5241
saiyo@c-technol.co.jp
人事部 永田 裕幸
567－0034
072-621-7833
saiyou@sk-kaken.jp
採用担当 福岡
06-6445-6700

大阪府大阪市西区京町堀1-12-20
t-fukuoka@kumalift.co.jp
管理部業務課 飯野里佳
222-0033
045-473-6211
rika.iino@altair.co.jp
人材開発部 平野晃、藤田亜樹
102-0082
03-3234-3300
fresh_recruit@ethic.co.jp
担当：鎌倉

33

株式会社ツリーベル

東京都新宿区四谷坂町9-6

34

日本軽金属株式会社

東京都品川区東品川2-2-20天王洲郵船ビル 理系：研究・開発部門

03-5366-8381
jinji@treebell.co.jp
人事部 インターンシップ担当
140-8628

03-5461-9241
nlmsaiyo-master@nikkeikin.co.jp

大阪本社、東京支店（最寄り駅：
高田馬場駅）

アルテア技研（新横浜）

学科学年不
問

実施内容の③研究開発に関
しては、放射線計測や放射
化学に関する知識を有して
いることを条件とする。

学科：不問
学年：３年 ５名
Ｍ１年

弊社に興味がある方

学科不問
学年：3年 4
年

機械、電気電子系統の知識
のある方歓迎します

6/28、7/6
以後、随時マイナビにアップ予定。 ３年・Ｍ１年

8/22、8/31

学科不問
３年・Ｍ１年

マイナビ、メール、電話にて
受付け

グループ技術センター（研究所） 8/21～9/1
静岡県静岡市清水区蒲原1-34-1

学科不問
3年 4年 Ｍ
1年

7/10締め切り
リクナビ2019よりエントリー

Ｎｏ．

企業：団体名

担当者・連絡先
新興国進出支援課ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材班

35

36

日本貿易振興機構（ジェトロ）

ビィー・トランセホールディングス
株式会社

03-3582-8355
bdb-global@jetro.go.jp
総務部人事総務課 白柳
043-445-7111
saiyou@be-transse.com
人事部 インターンシップ担当
305-8510
茨城県つくば市西大橋599-1

0120-401-498
37

株式会社カスミ

人事部 インターンシップ担当
305-8510
茨城県つくば市西大橋599-1

0120-401-498

38

株式会社パフ

39

株式会社アルバック

実施内容

実施場所

日程

「日本人派遣インターンシップ」
現地文化、社会・商習慣の理解・現地事情の アジアを中心とした開発途上国、
理解・現地拠点設立を念頭にした労務管理の 中南米、アフリカ等にある政府・政 2017年9/20～2018年2/14までの2～
理解・異文化コミュニケーションスキルの向 府系機関、民間企業、業界団体 5ヶ月間
上・取引先との協力関係強化・目指す業界の 等
人脈構築 等
「高速路線バス運行経路内の市場調査」
当社グループ会社が運行する高速路線バス
運行エリア内にて、バス停周辺の地域特性や 高速路線バス運行エリア内
利用見込みを探るための視点を学んでいただ
き、問題点や改善点、PR方法などの提案を
行っていただきます。

8/21～8/25
または
8/28～9/1
※５日間

受入学科

受入人数

付随事項・要望事項等

70名程度 ＨＰ、資料参照

メールもしくは電話にて申込
各日程10名 み
締切：7/21

8/26～8/27
「インストアマーチャンダイジング」
9/2～9/3
カスミつくばセンター及び近隣店
インストアマーチャンダイジングを学び、実際 舗
※2日間
の売場で販売を体験します。
※両日程同じ内容です

交通費。昼食支給
各回40名 応募締切：7/31
マイナビ・リクナビより申込み

「食育インターンシップ」
カスミの食育やメニューづくり、食育体験学習 舗カスミつくばセンター及び近隣店 8月11日
を学びます。

交通費。昼食支給
各回40名 応募締切：7/31
マイナビ・リクナビより申込み

担当：清水、杉平
103-0025
職サークルセミナールーム
学科不問 各クール30 ガイダンス参加後、希望者
東京都中央区日本橋茅場町2-7-6 社会人訪問プロジェクト100×10チャレンジ （東京都千代田区飯田橋1-5-9 7/31～12/9の間で１クール２週間 ３・２・１・M1 名×11クー のみエントリー
7F）
年
ル 詳細はHP参照
03-3662-8011
academy@puff.co.jp
人事部人材開発室
253-8543
「理系向け１dayインターンシップ」
理系
各回12名
当社の製造現場で働く社員とともに、組立の 茅ヶ崎本社・工場
8/2、8/3、8/9
神奈川県茅ヶ崎市萩園2500
基本作業やリークテストを体験。
0467-89-2038
真空技術やメーカーの仕事
saiyo@ulvac-recruit.jp
に興味のある方
当社HPインターンシップペー
人事部人材開発室
ジより申込み
「真空体験セミナー」
253-8543
真空の世界では何が起こるのか体験しよう！
身近なキッチン用品を使って実験。真空中で 茅ヶ崎本社・工場
8月24日
不問
40名
神奈川県茅ヶ崎市萩園2500
起こる現象を見て！さわって！確かめて下さ
0467-89-2038
い！
saiyo@ulvac-recruit.jp

Ｎｏ．

企業：団体名

インターンシップ担当
212-8564

40

株式会社中央コンピュータシステム

41

日欧産業協力センター

42

43

担当者・連絡先

神奈川県川崎市幸区堀川町66-2

044-540-6941
saiyou@c-com.co.jp
東京オフィス 秋山・藤川
03-6408-0281
VinE@eu-japan.gr.jp

株式会社東邦システムサイエンス

人材開発部 採用課
163-1309
株式会社木下の介護

44

東日本旅客鉄道株式会社

45

エヌビーエスエンジニアリング株式会社

東京都新宿区西新宿6-5-1

実施内容

実施場所

株式会社銀座マギー

東京都大田区田園調布1-33-1

03-3722-2511
saiyo@ginzamaggy.com

受入人数

付随事項・要望事項等

６月～９月
（日程の詳細はマイナビ・リクナビに 不問
て随時公開します）

欧州での語学研修（企業研修国の言語）4ヶ
月間および欧州での企業研修8ヶ月間

2018年4月上旬～2019年3月下旬

「新しい発見が必ずあるインターンシップ！」
上流工程 お客様のニーズを確認し、提案し
て下さい！チームでプロジェクトを進めていく
ことの大変さや面白さを感じて下さい。ＳＥとし
ての達成感や充実感も味わって下さい。

8/23～8/25（3days)
8/23～8/29（3days＋2days)
9/4～9/6（3days)
不問
9/4～9/8（3days＋2days)
・提案活動・データ分析・提案（3days)
＋ものづくり（2days)

１Ｄａｙインターンシップ
①営業職 「地域のご高齢者を救う仕事」
介護サービスの種類や違いがわかるプログラ 新宿本社
ム
②介護職 「幸せをつくる
仕事」
生活で生かせ
る簡単な介護テクもシミュレーション

①営業職：7/10、7/22、8/10、8/25
②介護職：7/7、7/19、8/3、8/21 不問
※１day

リクナビ・マイナビ・キャリタス
にて予約

９月（詳細は資料参照）

不問

ＪＲ東日本ＨＰのインターン
シップ情報より応募
資料参照 募集締切：7/2
※資料はキャリアセンターに
あります。

9/1～9/30の期間中1週間程度
（詳細は応相談）

不問

作業着着用の上、現場作業
補助に抵抗の無い方

8/2、8/18、8/24
※１day

不問

・こくちーずで銀座マギーと
各日10名 検索して申込み
・昼食支給

047-350-5675

46

受入学科

「未経験者も歓迎！１daySE擬似体験」
お客様へのヒアリング・分析・システム提案
等、システム開発における「上流工程」部分を 本社（川崎市）
グループワークを通して体験し、理解を深め
る。
※プログラミングや
パソコンを使った作業は行いません。

0120-777-920
lc-jinjisaiyou@kinoshita-group.co.jp
人事部 インターンシップ事務局 ＪＲ東日本２０１７インターンシップ
「テクニカルマネージメントコース」
160-0023
技術分野の職場で実際に業務を体験しなが
ら課題にチャレンジ！
資料参照
東京都新宿区西新宿1-23-7
「ビジネス・マネジメントコース」
03-5334-1329
経営戦略などのテーマについての提言策定
にチャレンジ！
中村 直美
279-0012
消防用設備等定期点検補助
首都圏
千葉県浦安市入船4-1-11
n.nakamura@nbs.jp
人事・総務課 本橋小百合
145-8533

日程

「アパレル業界の裏側を知る」
・業界の「流れ」をイチからお教えします。
・ものづくりの現場見学：アパレル商品づくり 本社及び銀座本店
の裏側から商品の流れを学べます。
・銀座本店及びＰＯＰＢＡＧで自分だけのカス
タマイズＢＡＧ作り体験

マイナビ・リクナビよりエント
リー

・興味はあるけど難しそうと
敬遠されていた方も安心で
各回6名程度 す。ぜひ参加して下さい！
・リクナビ・マイナビプレサイ
トにて申込み

Ｎｏ．
47

企業：団体名

担当者・連絡先
ＪＩＣＡインターンシッププログラム担
当

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）

jaicaiict-intern@jica.go.jp
人事部 インターンシップ担当
03-3271-8447
48

野村證券株式会社

人事部 インターンシップ担当
03-3271-8447
採用チーム 大久保

49

50

51

52

株式会社イシド

アイコムシステック株式会社

島根県中小企業団体中央会

実施場所

付随事項・要望事項等
詳細はＪＩＣＡのＨＰ内募集要
項を参照。

8/14～8/18 ※5日間

不問

野村證券ＨＰ「NOMURAイン
200名 ターンシップ」より応募
応募しめきり：7/10

＜ホールセール部門＞主に金融機関、機関
投資家、事業会社といった法人をお客様とし
たビジネスを展開しているホールセール部
門。「インベストメント・バンキング」「ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
マーケッツ」「リサーチ」の３つの部門に分か
れ、それぞれの魅力をお伝えするインターン
シップです。

ｲﾝﾍﾞｽﾄメント・バンキング：8/7～8/10
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・マーケッツ：8/22～8/25 不問
リサーチ：8/14～8/18、7/31～8/4、
8/21～8/25、8/28～9/1

野村證券ＨＰ「NOMURAイン
ターンシップ」より応募

7/5、7/12、7/19、7/26、8/2、8/6 不問

・主体的に学ぶ姿勢がある
方 ・PCの基本操作がで
きる方 ※珠算経験は問
いません。 エントリー
後選考あり
締
切：6/23

東京都港区芝浦4-2-8 5F

島根県松江市母衣町55-4

「ITインターンシップ＠島根」
島根県内のIT企業でプログラミングなど技術 島根県内のIT企業
習得

0852-21-4809
sumimoto@crosstalk.or.jp

受入人数

＜営業部門＞営業部門で働く面白さや醍醐
味に少しでも触れて頂くため、グループワーク
や支店見学を通じて、金融ビジネスを体験し
ます。

「夏季SE体験セミナー」
・業界・業務内容説明
・プログラミング講習（JAVA）・個人ワークによ 本社
るプログラミング実践
・グループによる既存アプリ改修・機能追加

0120-022-199
saiyou@icomsys.co.jp
事務局 担当：住本
690-0886

受入学科

：ＪＩＣＡ本部、国内機関、および在外事
務所や技術協力プロジェクト等でのインターン ・ＪＩＣＡ各機関
シップ
開発コンサルタント型：日 ・技術協力プロジェクト及び日本
本の開発コンサルタントが開発途上国で実施 の開発コンサルタントが途上国で 7月から3月までの間で1～3ヶ月程度 不問
するＪＩＣＡ事業の現場で行なうインターンシッ 実施しているＪＩＣＡ事業の現場
プ

千葉県白井市掘込1-1-12

047-492-2388
ishido@soroban.co.jp
管理本部採用担当：中田、長谷川、
森糸

日程

一般型

「夏インターンシップ」
①イベント企画・集客が学べる
2000人が参加するイベントの集客、運営に携
われる
イシド本部（千葉県白井市）
②地域貢献を考える
地域×イベント×そろばんのヒミツに迫る！
③実際に社員と関われる
会社ってどんな場所？雰囲気はどんな感じ？

101-0062
株式会社ニチイケアパレス

実施内容

8/28～9/1 ※5日間

通年

介護付有料老人ホーム ニチイホームにて介
②8/9～8/15 ③8/16
護職としてしごと体験や見学ができる。レクリ 介護付有料老人ホーム ニチイ ①8/2～8/8
～8/22 ④8/23～8/29 ⑤8/30～
東京都千代田区神田駿河台2-5-12エーションの企画や実施にも挑戦できる。他 ホーム
9/5
大学との交流やＧＷもある。
0120-216-757

３年・M1年

・初歩的なJAVAの知識があ
各校１名 る方
全体で８名 ・書類選考あり
・リクナビより応募
・技術習得支援金１日あたり
2000円を支給
・宿泊費半額助成
・詳細はWeｂで
・受付は随時
リクナビ2019 マイナビ2019
ニチイケアパレスＨＰからエ
ントリー

Ｎｏ．

企業：団体名

担当者・連絡先

実施内容

実施場所

日程

受入学科

受入人数

付随事項・要望事項等

人事教育部 人事１課 柴崎
53

54

パルシステム生活協同組合連合会

03-6233-7227
jinzai@pal.or.jp
人材開発部 人材開発課 宮原
100-8179
東京都千代田区大手町1-9-2

8月上旬～中旬開催予定
※コースによって異なる

参加希望者は説明会または
１dayにご参加下さい。
説明会：6/24、7/8、7/15
・申込み等詳細は資料参照

東京都千代田区大手町1-9-2

「生命保険の意義」を知る（１day)

6/25、7/16

・申込み等詳細は資料参照

東京都千代田区大手町1-9-2

ソニーフィナンシャルグループ合同インターン
シップ（３days)
ソニー生命・損保・銀行の三社の強みを生か
したプロモーション施策と新サービスをチーム
で考案いただきます。

9/9～9/11

事前説明会：7/2
・申込み等詳細は資料参照

「ハウスメンテナンスのプロの仕事を体感して
みよう！」
１．ハウスメンテナンス業界を知る
２．「社会人として働く」を体感する（グループ アサンテ新宿本社
ワーク）家の健康診断を通して、お客様へ情
報を伝えてみよう！提案してみよう！

8/11、8/18 ※１day

「ＩＴ業界の”社会人基礎力”ワークショップ」 本社 研修室

8/28～9/1 ※5日間

営業職：地域のご高齢者を救う仕事１day
介護職：幸せをつくる仕事１day

営業職：7/10、7/22、8/10、8/25
介護職：7/7、7/19、8/3、8/21

03-5290-6212
sli-recruit@sonylife.co.jp
人材開発部 人材開発課 宮原
100-8179
03-5290-6212
sli-recruit@sonylife.co.jp

55

株式会社アサンテ

56

株式会社ティエスイー

57

0120-974-635

人材開発部 採用課
163-1309
株式会社木下の介護

キャリタス2019より応募
応募締切：7/31

「理想の生命保険」とは何かを考える（５days)
開催コース：総合・ＩＴ・ＡＣＴ・ライフプランナー

03-5290-6212
sli-recruit@sonylife.co.jp
人材開発部 人材開発課 宮原
100-8179
ソニー生命保険株式会社

体感型３daysインターンシップ
～トラック同乗体験から学ぶ～

東京都新宿区西新宿6-5-1 9Ｆ

0120-777-920
lc-jinjisaiyou@kinoshita-group.co.jp

新宿本社

昼食支給
リクナビ・マイナビよりエント
リー

不問

10名

不問

リクナビ、マイナビ、キャリタ
スよりエントリー

Ｎｏ．

企業：団体名

担当者・連絡先
管理部人材開発担当インターンシップ担当者

58

59

60

国際航業株式会社

コムシス株式会社

株式会社富士テクノソリューションズ

042-307-7755

62

63

64

日本電算株式会社

UTグループ株式会社

イー・アンド・エム株式会社

日程

受入学科

受入人数

(1)8月22日 (2)8月29日 (3)9月7日
第一線で活躍する社員とチームとなってワー 国際航業株式会社 丸の内オフィ 上記3日間全ての参加が必要になり
クに取り組みアイデアを具現化することを実 ス（国際ビル7階）
不問
ます。
践的に学んでいただきます。
＊上記以外に長期インターンシップも
あり（７月～９月の中の２週間）

8/21(月) １ＤＡＹ

不問

①7/31～8/4 ②8/21～8/25 ③
8/28～9/1

機械系ＣＡＤ
の知識要（３
ＤＣＡＤ使用
可能な方）

付随事項・要望事項等
マイナビ201９よりリエント
リー

１０名

リクナビ２０１９より申込み

リクナビ２０１９より申込み

東京都品川区上大崎2-25-2

.アプリ企画体験：チーム内でアプリの仕様
やデザインを考えてipadを使ってプレゼンを行
います。 B.Androidアプリ制作体験： 目黒本社
Androidでカメラアプリを制作！当社社員の手
厚いサポートで初心者の方でも安心してアプ
リ制作を行えます。

8/14～8/18
8/21～8/25
8/28～9/1
9/4～9/8
不問
※５日間でA、Bいずれかの内容を体
験できます。１０日間の参加でA,、B
両方とも体験することもできます。

東京都品川区東五反田1-11-15

エンジニア体験型セミナー
技術体験プログラム（一例）
・構造模型制作体験
・ロボット制御体験

毎月開催

マイナビ2018、リクナビ2018
より申込み
・交通費、昼食支給

農業インターンシップ
農業体験コース：全国約300社ある受入農業 全国の受入農業法人
法人等で就業体験ができます。５日間以上の
体験日程です。

通年（１週間～６週間）

詳細はHPを参照

8/21～9/1

・申込み方法：担当者宛てに
応募書類（履歴書・保険加入
証明書）を郵送
・情報系以外でもC言語また
はJAVA言語を学ばれている
方歓迎
・受付締切：7/28必着
・交通費支給

03-5719-2882

0120-992-429
recruit2018@ut-g.co.jp
102-0084

公益財団法人 日本農業法人協会

実施場所

recruit@kk-grp.jp
東京採用センター 鈴木 木川
東京都世田谷区池尻3-1-3 MUTOH 【コース１】初心者／未経験者向
楽々理解できる！組込系ソフト開発<ものづく
池尻ビル4F
り１日体験コース> 10名
コムシス東京支店
03-5433-3031
【コース２】経験者向
Ｃ言語プログラミングによる組込系ソフト開発
体験 5名
honsha-jinji@comsis.co.jp
コアビジネスサポート部 中谷･上原
神奈川県厚木市中町4-10-8
機械設計エンジニアを体験する５日間。★体 本社(神奈川県厚木市中町）
0120-169-314
験型インターンシップ★
saiyo@fjtsc.co.jp
インターンシップ担当者

61

実施内容

東京都千代田区二番町9-8

03-6268-9500
intern@hojin.or.jp
管理本部人事担当課長 小栗
102-0083
東京都千代田区麹町3-1-1

03-3230-1301
oguri@eandm.co.jp

A

言語研修・セキュリティ研修・実地研修・マ
ナー研修など

イー・アンド・エム株式会社

情報系３年・
M１年

各日程20名 申込み締切：8/2

2名

Ｎｏ．

企業：団体名

担当者・連絡先
総務部：岩井、福原

65

株式会社日本トータル・システム

66

株式会社ジャステック

67

大同生命保険株式会社

68

69

70

71

川崎市中原区新丸子東2-895

実施内容
「夏季インターンシップ」
実際の業務内容に沿ってシステム開発を行
（仮想ジョブとして社内ツールの製作 本社
3F う。
企画・設計・製造・試験を実施し、最終的に運
用可能な状態にする）

044-411-2257
info@mail.jtsys.co.jp
人材開拓課 インターンシップ担当 「今こそ就職活動を論理的に進めよう！！」
・業界セミナー
・就職活動セミナー
・キャリアプランを考えてみよう
高輪本社
・先輩社員とのトークセッション
0120-446-295
・グループワーク（設計演習）
※１dayまたは2day
人事課：山下、田村
03-3272-6263
担当：上野
305-8515

株式会社セキショウキャリアプラス

株式会社アイエンター

株式会社プログデンス

株式会社朝日新聞社

実施場所

実践！”戦略分析力を磨く”ＭＢＡインターン
シップ

8/21～8/25

10名

・HPより申し込み（先着順に
受け入れ）
・交通費片道支給
・プログラミングに触れたこと
のある方
・締切：7/18

ＨＰプレエントリー締切：8/25
エントリー締切：8/27

東京都渋谷区渋谷2-14-10 5Ｆ

03-3541-4043
intern@asahi.com

付随事項・要望事項等

10/5～11/8の間の５日間
（詳細はＨＰ参照）

「スマートフォンアプリ、もしくはWebシステム
の開発」
５日間～※土日祝除く
若手社員たちが技術メンターとして指導しな 東京本社、大阪支店、福岡支店
がら現在開発中の案件や自社サービスの開 から選択可能
発に携わって頂きます。

東京都中央区築地5-3-2

学科不問
３年・M１年

受入人数

・マイナビ、リクナビ、キャリタ
スよりエントリー
・応募者多数の場合抽選
・交通費、昼食支給

茨城県内企業インターンシップ

03-4405-5073
saiyou-group@i-enter.co.jp
事業推進本部：藤井
101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-5-1
0120-989-477
freshers@progdence.co.jp
人事部採用チーム
104-8011

受入学科

1day：8/9、8/17
2day：8/24～8/25
※2dayは1dayに比べ演習時間、グ 学科不問
ループワーク及びプレゼンの機会が ３年・M１年
多くより充実しています。また社員及
び参加者同士の交流会があります。

茨城県つくば市東新井12-2

029-860-5080
internship@sekisho-career.co.jp
担当：古橋
150-0002

茨城県内の受入企業

日程

通年（１日から中長期間まで）

不問

詳細は特設サイトを参照

３年、Ｍ１年 2～4名

・電話またはメールにて申込
み ・何らかの開発経験の
ある方 （java,PHP,swift
など）

①ネットワークの設計・構築に挑戦
12Ｆ
②クラウドサービスの設計・構築に挑戦

本社

①7/31～8/2、8/3～5、8/10～12、
8/14～16、8/17～19、8/24～26、
8/28～30、 8/31～9/2、9/7～9、
9/11～13、9/14～16、9/18～20、 不問
9/21～23、9/28～30 ②8/7～
9、8/21～23、9/4～6、9/25～27 ※
各コース３日間

技術部門インターンシップ（２days）
「メディアテクノロジー研修」
・機動報道体験
・サイバーテロ対策研修
・デジタル報道の最前線を体験
・記念新聞作製

東京
大阪

東京：第１回目9/23～9/24
第２回目10/14～10/15
大阪：9/30～10/1

・マイナビ、リクナビ、キャリタ
スよりエントリー
各回6～8名 ・最終応募締切：9/21
・インターンシップﾟ説明会：
7/14,19,21,26,28
・詳細はHP採用ページを参
各回若干名 照 ・応募締切：第１回目
9/8第２回目9/29、大阪9/15

Ｎｏ．
72

企業：団体名

担当者・連絡先

実施内容

総務課
378-0113
医療法人ほたか会 ほたか病院

群馬県利根郡川場村生品1861

0278-52-2141

臨床検査技師向け夏のインターンシップ

実施場所
ほたか病院

担当：伊藤、梅原
73

三愛石油株式会社

74

株式会社日本環境調査研究所

75

大東印刷工業株式会社（墨田区主催）

76

77

090-7276-2775（学生専用）
obblisaiyou@san-ai-oil.co.jp
総務部 萩守
160-0023

東京都新宿区西新宿6-24-1

03-5322-2271
mamoru-ogi@jer.tokyo-biso.co.jp
墨田区若者サポートコーナー

放射線に係わる業務について理解を深めて ㈱日本環境調査研究所
いただくと共に、社会へ踏み出す際の知識・ 技術開発研究所
10Ｆ経験として社会人のマナーや常識について適 （埼玉県吉川市旭8-3）
正・将来などについて考える機会として下さ （ＴＥＬ048-991-9461）
い。

株式会社新日本科学ＰＰＤ

受入人数

付随事項・要望事項等
・ほたか病院ＨＰより申込み
・締切：希望日の一週間前
・交通費、昼食支給
・クオカード1000円分プレゼ
ント

①理系３年・
Ｍ１年
各コース約 マイナビ・リクナビにて説明
会に申込み
②文理不問 10名
・締切：7月下旬
３年・Ｍ１年

9/13～9/15

理系全般
２・３年・Ｍ１ 8名
年

・当社ＨＰの問い合わせより
インターンシップ申込みと記
載し、総務部宛にメールを送
付して下さい。（氏名・大学・
学部学科・学年・連絡先）
・交通費・昼食支給

10名

・墨田区若者サポートコー
ナーまで電話またはＨＰより
申込み

「印刷業界の仕事・職場を丸ごと体験！」

大東印刷工業株式会社

2017/9/21
※１Ｄａｙ

不問

東京都港区高輪2-19-13

・ＩＴ業界の概要説明
・ＩＴエンジニアの仕事紹介
・仕事体験ワーク
・就職相談会

本社

理系限定：7/25

理系

リクナビより予約

東京都中央区明石町8-1 11Ｆ

・ＣＲＯ業界について
・ＣＲＡについて
・ＣＲＡ体験（ロールプレイング）
・グループワーク

本社

8/10
8/21
※１Ｄａｙ

理系

マイナビ・リクナビより申込み

京都府内の事業所での就労体験

京都府内の事業所

平成29年7月～平成30年3月の期間 不問
で2週間～4週間

03-5608-6834
人事総務部：石田、小野
108-0074

株式会社菱友システムズ

受入学科

8/21、8/22、8/23、8/24、8/25

①8/21～8/25
②8/28～9/1
※５日間
説明会：8/3（参加必須）

①航空関連コース：羽田空港での航空燃料取
扱業務を体験
②各事業部コース：当社事業部の業務を体験

東京都品川区東大井5-22-5

日程

03-5449-7347
rs_saiyo@mail.ryoyu.co.jp

京都ジョブパーク担当
78

京都府総合就業支援室

京都市南区東九条下殿田町70

075-682-8913

人事部人事業務グループ 中尾・熊崎・小穴

79

損害保険料率算出機構

◆損害保険の仕組み/損害保険業界につい
て
◆損害保険料 本部ビル（新宿パークタワー29
率算出機構の業務内容について
8/28、8/30
階）
◆グループディスカッション

不問

・詳細はＨＰを参照
・宿泊費は一部補助

応募締切：8/16

Ｎｏ．

企業：団体名

担当者・連絡先
03-6758-1343
人事部採用担当 平田･山口

80

TDCソフトウェアエンジニアリング株式
会社

81

コムコ株式会社

渋谷区代々木3-22-7

0120-341-922

実施内容
◆グループディスカッション
◆プレゼンテーション

実施場所

日程

受入学科

受入人数

付随事項・要望事項等

月3回～6回程度

マイナビ・リクナビ・キャリタス
より申込み 交通費一律
支給(ＱＵＯカード2000円分）
昼食も準備

ＳＥ、プログラマーの仕事内容の解説とプログ 本社
ラミング体験

7/28、8/4、8/10、8/18、8/25
※１Ｄａｙ

キャリタスよりエントリー

ＩＴ業界の仕事が１日でわかるプロジェクト体 本社
験型インターンシップ！

8/24、9/6、9/14
※１Ｄａｙ

リクナビよりエントリー

第１クール：8/24・25
第２クール：8/29・30
第３クール：9/6・7

・説明会開催（東京）：7/30・
8/5・8/8
・あさがくナビ、電話、メール
にて説明会にエントリー
・首都圏から京都への無料
貸切バスが利用可能！
・宿泊先提供の場合あり

7月～9月の間の５日間程度

・説明会開催（東京）：7/28、
7/29
・あさがくナビより予約
・旅費最大3万円まで支給

①ＩＴ業界説明
②ゲームを通してＩＴに必要なスキル体験
③先輩ＳＥとの懇談会
④就職活動アドバイス

本社７階

採用課
82

日本ビジネスシステムズ株式会社

83

株式会社学情（主催：京都市）

84

九州・山口ふるさと若者就職促進事業
運営事務局

東京都港区虎ノ門1-23-1

03-6772-4002
saiyo@jbs.com
運営事務局

03-3545-7310
kyoto-kanko@gakujo.ne.jp

03-3545-7330
kyushu-yamaguchi@gakujo.ne.jp

「観光都市・京都の魅力に迫る２日間！」
京都の観光関連企業のインターンシップに参 京都の観光関連企業
加しその仕事の魅力に迫る貴重な２日間！

九州・山口各県から選ばれた特選企業でのイ 九州・山口各県の特選企業
ンターンシプ

