
岡崎商工会議所　就職情報室登録企業　2020年度夏季インターンシップ開催情報　（7/20現在）

ＮＯ． 会社名 業種 開催地 参加対象 開催日数 インターンシップの内容（詳細） 学生へのメッセージ 応募方法（ネット申込の場合は
URLを記載）

応募締め切り日 選考の有無 募集人数 会社ホームページURL TEL（お問合せ先） 住所 部署名 担当者名

1 曙工業㈱ メーカー 安城市（本社） 全学部 １日

「１日職場体験」を実施します。内容は以下の予定です。
・オリエンテーション
・業界動向及び当社についての説明
・工場見学
・人事担当者との懇談会
・検査業務体験
・１日の振り返り

実際の製品や機材を使用できます。ぜひご参加
ください。

ネット申込（現時点でURLなし） 随時 なし 各回1～2名 http://www.akevono.co.jp/ 0566-97-0677 安城市里町南歌口55-1 経営管理部 堤

電話：0564-43-1122

e-meil：asai@okada-tekko.co.jp

3 ㈱オーケーエス メーカー 岡崎市（本社） 不問 基本1日

オリエンテーション（スケジュール説明、自己紹介）
・自動車業界および当社についての説明
・工場見学
・製造部門体験
・１日の振り返り

この会社を見ないと損するよ！
https://job.rikunabi.com/2022/co
mpany/r797842059/internship/

無 なし 複数名 http://www.oks-web.co.jp/ 0564-22-1366 岡崎市日名南町4番地12 代表取締役 太田 裕一郎

4 ㈱グローバル メーカー 安城市（本社）
全学部・全学科、
学年不問

1日、3日

・自己紹介
・インターンシップの説明
・会社の説明
・工場見学
・オリエンテーション(空間把握)
・ワイヤー放電体験orCAD体験
・懇談会
・フィードバック

ご希望に応じて行う予定です。 メール：ichihara@gl-b.co.jp 9月末 なし 5名程度 http://www.gl-b.co.jp/ 080-8250-4917 安城市和泉町井ノ上2番地1 総務・人事担当 櫟原 亮

5 東海光学㈱ メーカー
岡崎市＜東海光学　本社
＞

全学部・全学科 1日

・オリエンテーション（スケジュール説明・自己紹介）
・会社概要（PP説明・会社案内DVD視聴）
・工場見学（眼鏡レンズの製造工程をお見せします）
・先輩社員との座談会（職種ごと分かれて行います）
・仕事体験（職種ごと分かれて仕事の一部を体験頂きま
す）
・1日の振り返り

お客様によりクリアで快適な「視生活」を提供
するのはもちろん、目の健康まで考えた「アイ
ケアデザイン」にも力を入れており、世の中の
ニーズを先取りした商品開発に努めている会社
です。

https://job.rikunabi.com/2022/co
mpany/r105081037/

2020年9月末 なし 30
https://www.tokaiopt.info/s
aiyou/

0564-27-3005 岡崎市恵田町下田5番地26 管理部 富田晃弘

6 豊興工業㈱ メーカー 岡崎市〈本社〉 理系全学部・全学科 1日、3日、5日

・オリエンテーション
・工場見学
・トレーニング機を使用しての油圧の基礎講座
・製品の図面、外観作成
・実験室にて、製品の動作確認
・油圧回路の検討、圧力計算
・3DCADを使用してポンプ、バルブ開発スタッフ業務を類
似体験　等

内容については日程により変更することがございます。

当社の主製品は油圧、空気圧機器です。油圧機
器と言われてもなかなかイメージがしづらいと
思います。しかし、実際に開発を体験すること
でこんなところにも使われていたのか！といっ
た新しい発見があるはずです。ぜひ一度お越し
いただき当社のこと、油圧のことを知ってみて
ください！

メール：jinji-saiyo@toyooki.co.jp 2020年8月31日 なし 2～3名 http://www.toyooki.jp/
0564-48-2211
(総務人事G )

岡崎市鉢地町字開山４５番地
経営管理部　総務安
全環境室　総務人事
グループ

森高・天野

7 豊田バンモップス㈱ メーカー 岡崎市＜本社＞ 理系の学部・学科 5日間

・ダイヤモンド工具業界、会社説明
・工場見学
・技術系職場（開発、生産技術）での仕事体験
・先輩社員との交流会
・5日間の振り返り

仕事体験では、実際の業務に取り組んでいただ
きます。

https://job.rikunabi.com/2022/co
mpany/r833500037/internship/
?isc=r21rcna00261&toplink=sear
ch

未定 あり 5～10名 http://www.tvmk.co.jp/ 0564-48-5311
愛知県岡崎市舞木町字城山1-
54

総務部総務G 鈴木 伸明

8 ㈱ハマダ工商 メーカー 岡崎市＜本社＞
全学部・全学科、学
年不問＜1～2年生も
可＞

1日～3日間
・オリエンテーション（スケジュール説明、自己紹介）
・製造部門体験
・工場見学

是非見学、体験をしに来てください 電話 随時 なし 2～3人 http://www.hamakou.co.jp 0564-54-0552 岡崎市天白町清水2-1 総務・購買部 安江 高志

9 ビューテック㈱ メーカー

1day企業研究はZOOM
を使用したオンラインに
変更。5daysは変更なし
（本社梅坪にて実施）

全学部３年生
（5daysは理系３年
生）

1日（文理不問）、5日間
（理系）

・会社説明
・先輩社員との座談会
・工場見学
・仕事体験
・グループディスカッション
（5daysは測定､制作等、実習あり）

当社のインターンシップでは、生産管理の仕事
や設計開発部門の仕事体験をご用意しておりま
す。実際に仕事体験をして頂くことで製造業で
のやりがいを感じて頂けるはずです！将来、海
外でも活躍をイメージされてる方々の参加をお
待ちしてます。

https://job.mynavi.jp/22/pc/searc
h/corp99367/is.html

1day8月5日実施は7月
27日締切、9月15日実施
は9月8日締切、5days8
月24日～28日実施は8月
3日締切

なし
1day9名、
5days10名

http://www.vuteq.co.jp 0565-31-5521 愛知県豊田市梅坪町9-30-3
本社管理部採用グ
ループ

福田　潔
瀧　仁志

10 中村精機㈱ メーカー 額田郡幸田町
機械・電気の学部３
年生

５日間

・会社概要説明
・工場見学
・安全教育
・設備担当者に同行して実務体験
・社員との質疑応答

ものづくりに興味がある方、歓迎 電話、メール 7月31日 あり ３名程度 https://www.nsgear.co.jp 0564-56-3511
愛知県額田郡幸田町大字六栗字
上八反田１番地

業務部 金澤　秀和

11 ㈱豊幸 メーカー 額田郡幸田町

2022年３月に大学
または大学院を卒業
予定の方、モノづく
りに興味がある方

１日、5日

・会社説明
・工場見学
・OB、先輩社員との座談会
・社員教育の体験【1day】
・CADを使った設計業務から製品の製作までの一連の流れ
の体験【5days】
※内容は人数により変更する場合がございます。

世界をリードする高精度・高品位の工作機械
メーカーについて学ぼう

https://job.rikunabi.com/2022/company/r544132072/internship/未定 あり 若干名 http://www.houko.co.jp/ 0564-62-1211
額田郡幸田町菱池江尻1番地の
3

経営企画部　経営企
画室　経営企画チー
ム

岡本 安矢

12 丸ヨ建設工業㈱ 建設・建築 岡崎市（本社） 全学科　学年不当 1日、5日 会社説明　現場体験　振り返り
実際の現場へ行き簡単な作業等を経験してみて
ください

https://job.mynavi.jp/22/pc/corpi
nfo/displayInternship/index?corpI
d=108099&optNo=IdCLX

2020.07.20 なし 数名 https://maruyokk.com 0564-51-1802 岡崎市戸崎町字郷畔20番地 総務部 山本 政志

13 SHINWAグループ 流通・小売

岡崎市
豊川市
長久手市
名古屋市

全学部・全学科、学
年不問＜1～2年生も
可＞

１日

・オリエンテーション（スケジュール説明、自己紹介）
・自動車業界および当社についての説明
・工場見学
・ショールーム体験
・１日の振り返り

クルマが好きな方大募集！お気軽にご参加くだ
さい

https://g-shinwa.co.jp/contact/ あり ６名 https://g-shinwa.co.jp/ 0533-84-7600
豊川市光陽町４５（SHINWA
グループ本社）

総務部 小島・廣田

電話：0564-24-2511

メール：ichikawa-
mo@casamikawa.co.jp

メーカー
岡崎市上三ツ木町字清口
27番地　本社工場

全学部・全学科（1か
ら2年生も可）

1日

・オリエンテーション
・会社及び業界説明
・工場見学
・製造部門業務体験
・先輩社員との懇談会
・1日の振り返り

1人/日 http://casamikawa.com/ 0564-24-2511㈱カーザミカワ

インターンシップを経験した学生さんから、
「やりたいことができなかった」「ただの会社
説明会だった」といった声を耳にします。当社
では、そういったミスマッチが起きないよう、
応募者一人ひとりに合ったインターンシップを
行います。

6月30日 なし流通・小売 本社(予定) 全学部 1日

応募→面談→インターンシップ

面談では、あなたがインターンシップを通じて、どんなこ
とを経験したいかをお伺いします。
面談で伺った内容をもとに、あなただけのプログラムを作
成します。

岡崎市吹矢町８８ 管理部 迎 健太

2 ㈱岡田鉄工所 ”感謝の心で最善を尽くす”新しい時代へ一緒
にチャレンジしましょう。

随時申込み可能 なし 最大4名 http://www.okada-
tekko.co.jp

0564-43-1122 岡崎市上三ツ木町字清口27番
地

労務 浅井 昭裕
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15 ㈱G-7スーパーマート 流通・小売
岡崎市
名古屋市
豊橋市

全学部・全学科 1日

・オリエンテーション（スケジュール説明、自己紹介）
・食品スーパー業界および当社についての説明
・店長の仕事体験
・振り返り

ＳＮＳや、テレビで話題の業務スーパーです
が、そこで働く店長って実は、マネージメント
の達人なんです。そんな店長の仕事について、
少しだけ体験してみよう!!

リクナビ2022、名大社新卒ナビ
2022（8月オープン）よりエント
リー

随時 なし 各回1～4名
https://www.g-
7supermart.co.jp/

078-797-7706 神戸市須磨区弥栄台3丁目1-6 人事部採用課 岸本

16 三河日産自動車㈱ 流通・小売 安城市＜本社＞
全学部・全学科、学
年不問＜1～2年生も
可＞

1日

・オリエンテーション（スケジュール説明、自己紹介）
・自動車業界、日産、当社についての説明
・日産先進技術のご紹介（概要説明、試乗体験）
・先輩社員との歓談会・営業同行（仕事体験）
・採用に関してのご説明

日産グループの中で、愛知県西三河地区の日産
車の販売とアフターを担当する販売会社です。
世界屈指の自動車の街を販売エリアに持ち、地
域の皆さまの多様なニーズにお応えしていま
す。人と話をするのが好きな方、地元で働きた
い方、ぜひお待ちしております。

https://recruit.mikawa-
n.biz/index.html

随時 なし 若干名
http://www.mikawa-
nissan.co.jp/

0566-74-5023 安城市横山町大山田中79-3 管理本部　総務課 福嶋　遥助

17 ㈱レッドバロン 流通・小売
岡崎市藤川町
＜本社工場＞予定

全学部・全学科、学
年不問

1日

・業界および当社についての説明
・仕事体験（主に接客手法や進め方など）
・本社工場見学
・1日の振り返り

『好きだからこそできる仕事』です。そのやり
がいを、ぜひ体験下さい！

https://job.mynavi.jp/22/pc/corpi
nfo/displayInternship/index?corpI
d=112025&optNo=FVV1o

指定開催日の前日まで なし
14名（状況によって
変更あり）

https://www.redbaron-
recruit.com/

0564-24-2913 岡崎市大平町字才勝8-1 人事部　人事課 池田

18 愛知自動車㈱ サービス
愛知県額田郡幸田町（本
社）

全学部・全学科 １から３日

・オリエンテーション（スケジュール説明、自己紹介）
・自動車整備業界および当社についての説明
・工場見学
・先輩社員との懇談会
・営業同行（営業希望者のみ）
・整備業務体験
・１日の振り返り

体験しないと解らない事もあります。整備が自
動車の安全を支えている実感を得られます。

メールにて【インターンシップ希望】
と表題を書き、希望の参加日をお知ら
せください。
haru@acar.jp

７月２２日 あり 2名 https://www.acar.jp/ 0564-62-2512
額田郡幸田町六栗字左右作１９
－７

総務 鈴木 良治

20 ㈱システックス サービス 岡崎市（本社）
全学部・全学科、学
年不問＜1～2年生も
可＞

5日間 CATIA V5（３D CAD）体験、コミニュケーション研修 文系･理系問わず設計体験ができます。 http://www.systexgo.jp/ 2020年8月31日 あり 5名 http://www.systexgo.jp/ 0564-83-5541 岡崎市羽根東町3-3-7 開発営業部 小鹿 英雄

21 大興運輸㈱ サービス 刈谷市 全額部・全学科 1日

・オリエンテーション（スケジュール説明等）
・物流業界、会社概要説明
・現場見学
・ワーク（運行管理業務疑似体験等）
・1日の振り返り

物流業界の総合職の業務をぜひ体験しに来てく
ださい。自動車業界で働きたい方、物流から自
動車産業を支えたい方、地元の三河で働きたい
方、大歓迎です！

https://job.mynavi.jp/22/pc/searc
h/corp93386/outline.html

2020/7/31 なし 5 https://www.taikoh.co.jp/ 0566-21-3416
愛知県刈谷市新栄町二丁目38
番地

人事部 浅野湧祐

22 タニザワフーズ㈱ サービス
名古屋市（ウインクあい
ち）

全学部・全学科・
2022年3月卒業者対
象

4日間
①ショッピングセンター開発（グループにて現地視察を含
め提案の実施）②新規事業開発（新たな事業内容の構築）

ご応募お待ちしています。 tanizawafoods@alpha-cruise.com 8月10日 あり 10人
http://www.tanizawafoods.
co.jp

0120-920-568 愛知県岡崎市井田西町１－２
サポートセンター
採用部

松永

23 (福)長寿会 サービス
名古屋市瑞穂区
（シルバーピアみずほ）

全学部・全学科、
短大１年生、大学３
年生

1日

オリエンテーション（スケジュール説明、自己紹介）
・介護業界および当法人についての説明
・施設見学
・介護等体験
・１日の振り返り

「長寿をたのしむ」を基本理念としています。
心の温活はじめてみませんか？

https://job.mynavi.jp/22/pc/searc
h/corp99454/is.html

応談 なし 各日２名
http://www.choujyukai.or.jp
/

052-811-5666
名古屋市瑞穂区明前町15番17
号

名古屋本部　人事開
発部

大仲 聡子

24 (医)豊岡会 サービス 岡崎市、豊橋市、浜松市
学部学科不問（1～2
年生も可）

1day

※予定
○１dayコース
・自己紹介
・医療業界、介護業界、豊岡会についての説明
・将来のことを考えるワーク
・先輩相談員との座談会
・介護体験や施設のレクリエーションに参加
・1日の振り返り・フィードバック

医療・介護業界は将来役立つことがいっぱいあ
る業界です。当法人の仕事体験を通じて、これ
からいろいろな業界研究される中でも、将来ど
ういう風に働いていきたいか考えるきっかけに
なればと思い企画しました。

https://job.rikunabi.com/2022/co
mpany/r524900065/internship/

なし 各4名 http://toyookakai.or.jp/ 053－525－6861 静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑
字愛宕3664番地9

人事部 布村/太田/髙栁

25 (福)百陽会 サービス
岡崎市
<特別養護老人ホームア
ルクオーレ岡崎大平>

全学部・学科 １日

・オリエンテーション（スケジュール説明、自己紹介）
・介護業界及び法人説明
・先輩との座談会
・デイサービスでの利用者様との交流
・1日の振り返り

介護の仕事は未知の領域だと思いますが、意外
な発見があると思います。様々な仕事を体感し
自分にあった仕事を見つけるきっかけに当法人
がなれれば良いと思います。

https://job.rikunabi.com/2022/co
mpany/r629021084/internship/
?isc=ps323

2020/7/31 なし 3名 https://www.hyakuyoukai.jp 0564-25-0294 岡崎市大平町字古渕２５ 本部 杉浦

27 レンテック大敬㈱ サービス
愛知・静岡・岐阜の営業
拠点にて

全学部・全学科、学
年不問＜1～2年生も
可＞

1日

・オリエンテーション（スケジュール説明、自己紹介）
・営業拠点見学
・営業職（客先同行）
・技術職（建設機械の整備体験）
・1日の振り返り

当社は愛知・静岡・岐阜で営業拠点を展開して
いる建設機械レンタルの企業です。営業職の実
際の仕事を見てみたい、建設機械に触ってみた
い等、少しでも興味を持っていただけたら是非
ご応募下さい。

担当者メールアドレス宛にご連絡下さ
い。

随時 なし ４～５名 http://www.daikei-gr.jp/ 0532-65-5911
愛知県豊橋市大岩町字岩田11
番地1

経営企画部 竹川

岡崎市羽根町東荒子７９−１ 総務人事部 高山 優花

・金融機関の役割・おかしんの概要
・マナー研修
・資産運用演習
・営業店実習（1日）
・融資演習
・総合発表

3日間

預金量全国第3位、東海地区1位の信用金庫で
す！
皆さんの企業選びの一助となるようスタッフ一
同全力でサポートいたします♪
ご応募お待ちしています！

人事部人事開発グ
ループ岡崎信用金庫19 全学部・全学科岡崎信用金庫　本部サービス インターンシップ担当2020年7月10日（金） あり 50名程度 http://www.okashin.co.jp/

0120-148-614
人事部人材開発グループ
インターンシップ担当
宛

岡崎市菅生町字元菅41番地
https://job.mynavi.jp/22/pc/searc
h/corp50622/outline.html

4名 https://belairsystems.jp/
0564-53-4518
saiyou@belairsystems.j
p

26 ベルエアーシステムズ㈱

パソコン向けの汎用アプリケーションやクライ
アント・サーバーシステム、インターネットセ
キュリティ等の教育は数多ありますが、ハード
ウェアに密着した組込制御プログラムに関する
教育は、ほとんどありません。 弊社では、将
来、自動車等の制御ソフトウェア開発に携わり
たいと考えている方が、実際に組込ソフトウェ
ア設計を体験できる機会を提供します。 当イ
ンターンシップでは、実習用ハードウェアを使
用してＣ言語による組込ソフトウェアの作成・
動作確認を行い、組込ソフトウェア開発に最低
限必要なスキルの習得を目指します。

開催日の一週間前まで。
定員に達した場合は、早
めに締め切る場合があり
ます。

ありサービス 岡崎市（本社）
全学部＜1～2年生も
可＞

10日間

【「Ｃ言語による組込制御プログラム設計」
　　10Daysインターンシップ】
・会社内容
・ガイダンス
・カーエレクトロニクス概論講義
・Ｃ言語復習講義
・ベースプログラムの説明
・開発環境の操作方法の説明・操作
・入出力モジュール設計・動作確認
・タイマー設計・動作確認
・ディップスイッチ入力の設計
・Ａ／Ｄ変換モジュール設計
・ロータリーエンコーダー入力の設計
・ＬＣＤ表示器への表示モジュール設計
・ディップスイッチ入力、ロータリーエンコーダー入力
・Ａ／Ｄ変換結果のＬＣＤ表示器への表示動作確認
・ポインタと配列の操作設計
・ＬＣＤ表示器への配列データの表示
・ＳＤカードとのデータ転送設計
・ＬＣＤ表示器へのＳＤカードデータの表示
・ＵＳＢメモリとのデータ転送設計
・ＬＣＤ表示器へのＵＳＢメモリデータの表示
・仕様に基づく装置プログラム設計（仕様１～仕様３）

電話：0564-53-4518
メール：saiyou@belairsystems.jp
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