
★岡崎エリアの就職情報サイト「ＯＫナビ2020」 https://ok-navi.com/2020/
　各企業の詳細はＯＫナビ等でチェックしてください！インターンシップ情報も掲載中。　

　

住所 ＴＥＬ
（部署・役職）
人事担当者

ＨＰ

1 愛知自動車㈱
＜業種：自動車整備・販売＞

全学部・全学科
学年不問【大学１～２年も可】

1日,3日

下記のいずれか
  （1日または3日間）
　8月16,17,18　22,23,24
27,28,29
　9月9,10,11
　　　9:00～15:00

左記以外の期間・時間も随時
相談の上、受付します。

・自動車整備業界および当社について
・安全講習の後、整備現場体験
・セールス担当、エンジニアとの懇談会
・営業同行・ショールームお客様対応
・振り返り

額田郡幸田町
（営業所）

電話かE-mailにて連絡。
E-mail:haru@acar.jp

8月5日 なし 毎回3名
額田郡幸田町六栗
字左右作19-7

0564-62-2512
総務部
鈴木 良治

http://www.acar.jp/

2 愛知ベース工業㈱
＜業種：地盤改良・調査＞

全学部・全学科
（理系歓迎します）(女性現場監督さん歓
迎）

１日 随時調整
最初は知識０でもOKです。
現在弊社では女性現場監督
さん　地盤調査員さん活躍中

・会社説明
・地盤改良工事とは概要
・各部門見学（施工管理・地盤調査・設計・
試験　　　室）
・営業部門見学
・各部門若田社員の声　座談会

岡崎市本社
岡崎市藤川町
字北荒古15-1

電話かE-mailにて連絡。
 総務　山田眞まで
TEL0564-59-2338
E-mail:makoto-yamada@aichi-base.co.jp

岡崎市藤川町北荒
古15-1

0564-59-2338
総務部
山田 眞

http://www.aichi-base.co.jp/ 

3 ㈱アンデン
＜業種：建設/電気設備業＞

全学部・全学科
学年不問【大学１～２年も可】

10日 随時調整可能
挨拶や笑顔の絶えない働き
やすい会社です

・オリエンテーション
・電気設備業界および当社についての説
明
・社内見学
・若手社員との懇談会
・営業部CAD/積算・見積体験
・作業現場見学
・振り返り

豊川市

弊社HPhttp://www.andencorp.co.jp
お問い合わせフォームより

8月31日 なし 3名
豊川市大崎町 小林
115-4

0533-85-3121
総務部
 平林

http://www.andencorp.co.jp

4 ㈱イクス
＜業種：建設業＞

全学部・全学科
（理系歓迎します）

1日～2日 随時調整いたします。

・オリエンテーション　（スケジュール説明
等）
・建設業界および当社についての説明
・社長、施工担当との懇談会
・現場見学
・振り返り

岡崎市
(本社）

電話かE-mailにて連絡お願いします。
E-MAIL:info@eco-ex.co.jp

7月31日 なし 1～2名 岡崎市青木町9-6 0564-22-7447
総務部
大河原 寛子

http://www.ex-tec.net/

5 ㈱イナック
＜業種：試作品製造業＞

2020年3月までに大学を卒業の方
　全学部・全学科対象
（2021年卒業予定の方も大歓迎）

1日～3日 随時調整

試作品製造業という固い仕事
のイメージがありますが、電
気自動車や自動運転～イン
テリア関連など色んな業界の
試作品・開発に携わっていま
す。中国に3ヶ所会社があり
2021年1月を目指して米国に
も会社を設立中です。グロー
バルな仕事を体感してくださ
い。

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・当社についての説明
・工場見学
・セールス担当、エンジニアとの懇談会
・営業同行
・製造部門体験
・振り返り

岡崎市
(本社）

電話かE-mailにて連絡。
E-MAIL:t-taniguchi@kk-inac.com

7月31日 あり 各回1～3名
岡崎市大西町揚枝
23番地1

0564-27-1855
総務部
谷口 清孝

http://www.kk-inac.com/

6 イノチオグループ
＜業種：農業総合商社＞

全学部・全学科
（理系歓迎します）
学年不問【大学１～２年も可】

2日

第1回
7月26日（金）
第2回
8月29日（木）

就活の枠を超えて、人生価値
観を学ぶ一日。
これからの時代を生き抜くあ
なたに今本当に知ってもらい
たいこと、私たちが社会人経
験を通して学び習得した本当
にためになるメソッドをお届け
します。

・社会人必須スキル！粋な名刺交換テク
ニック
・理想の人生を掴み取れ！アクションのコ
ツ
・10分チャレンジ！コミュニケーションの弱
点克服
・信頼関係を短時間で脅威的に深める！
本音曝け出し対話ワーク
・命を味わう。命を学ぶ。ランチエデュケー
ション
・未来社会に選ばれる会社。選ばれる人
財とは。

豊橋市（本社）

マイナビにて応募
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index
?corpId=207044&optNo=1ImM4

なし 各回20名
豊橋市向草間町字
北新切95

0532-48-5711
教育研修課
井上・小久保

https://www.inochio.co.jp/

7 オカザキ製パン(株)
＜業種：食品製造業＞

全学部・全学科
１日～５日

随時調整
（8～9月の間に１～２
回）

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・当社の事業内容等について説明
・工場見学
・製造作業体験
・製造に関わる間接部門体験
・食品衛生に関する基礎知識
・振り返り

岡崎市
(本社）

電話かE-mailにて連絡。
E-MAIL:tm-baba@okbread-gr.co.jp

7月30日 あり 各回1～2名
岡崎市赤渋町字圦ノ
口50番地

0564-52-2511
総務部
馬場 智明

http://www.okbread-gr.co.jp/

8 ㈱岡田鉄工所
＜工作機部品製造業＞

全学部、全学科
（機械系、情報系歓迎）
学年不問【大学１～２年も可】

1日

9月2～6日、9月10～13
日
（いずれかの1日）
8：00～17：00

当社は常に新しい事に挑戦し
ています。
その1つとして、大きな鋳物を
1/1000mmの加工精度で仕上
げることをしています。
この手順を見て体験して頂き
ます。

・オリエンテーション
・工作機業界研究
・安全教育
・工場見学
・製造体験（1/1000mmの加工）
・振り返り

岡崎市
(本社）

ＯＫナビから申込
https://ok-navi.com/2020/posts/view/235
または電話かE-mailにて連絡。

7月31日 なし 1回4名まで
岡崎市上三ツ木町
字清口27

0564-43-1122
労務部
浅井 昭裕

https://www.okada-tekko.co.jp

9 小原建設㈱
＜業種：総合建設業＞

全学部・全学科
学年不問【大学１～２年も可】

１日
随時調整
2019年7月～9月実施予
定

当社の建設現場にて、１⽇の
施⼯管理サイクル等を体験
し、当社の技術⼒や仕事のや
りがいを知っていただききま
す。
「まずは業界について知りた
い！」という⽂系の⽅の参加
も⼤歓迎です！

・オリエンテーション
(スケジュール、業界説明、会社説明)
・現場実習

岡崎市（本社）
E-mailでご連絡ください。
E-mail:saiyou@obara-group.com

7月1日 なし 各回　約5名
岡崎市明大寺町字
西郷中37番地

0564-51-2621
総務部
鈴木、植田

https://www.obara-group.com/recruit/

募集人数

（お問い合わせ）

岡崎商工会議所・就職情報室登録企業　　インターンシップ開催情報　2019年夏　※2019.7.17現在の情報

No 会社名 参加対象 開催日数
開催日

（2019年夏季の開催）
メッセージ 内容（詳細） 開催地

応募方法
（ネット申し込みの場合は、ＵＲＬを記載）

応募
締め切り

選考の
有無
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住所 ＴＥＬ
（部署・役職）
人事担当者

ＨＰ
募集人数

（お問い合わせ）

No 会社名 参加対象 開催日数
開催日

（2019年夏季の開催）
メッセージ 内容（詳細） 開催地

応募方法
（ネット申し込みの場合は、ＵＲＬを記載）

応募
締め切り

選考の
有無

10 ㈱グローバル
＜業種：加工用治具製造業＞

全学部・全学科
学年不問【大学１～２年も可】

1日・3日
8月・9月
調整のうえ決定

グローバルでは治具の設計
から組付けまで自社で行って
います。治具とは自動車など
部品加工の際に部品を固定
する装置でモノづくりには欠
かせません。インターンシップ
ではCADを体験できます。興
味がある方はぜひお越しくだ
さい。

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・グローバル・治具についての説明
・工場見学
・レクリエーション
・CAD体験(設計)
・若手社員との懇談会
・振り返り

安城市
(本社）

E-mailにてお申し込みください。
E-mail:ichihara@gl-b.co.jp

8月31日
応募多数の場

合有り
各回1～3名

安城市和泉町井上
2-1

0566-92-2200
採用担当
杉浦
イチハラ

http://www.gl-b.co.jp/

11 ㈱甲羅（甲羅本店・赤から）
＜業種：フードサービス業＞

全学部全学科
２０２１年卒業予定者限定
【大学３年生・短大１年生等】

１日 ８月下旬

「赤から」ブランドの設計から
マーケティング、経営までを
体感できるグループワークで
す

・業界説明
・会社説明
・赤からクイズ
・グループワーク（マーケティング・メニュー
戦略）
・プレゼンテーション

ウインクあいち

リクナビ2021から申込
https://job.rikunabi.com/2021/company/r124700048/interns
hip/
または電話かメールにてご連絡ください

8月31日 なし 各回20名 豊橋市東脇3−1−7 0532-32-8880
採用担当
山本

https://www.kora.co.jp/

12 ㈲佐野花火店
＜業種：おもちゃ花火の専門卸商社＞

全学部・全学科（学年問いません） 数日間
8月21日～9月3日の指
定日

愛知中小企業家同友会主催
のインターンシップに協力して
います。弊社インターンシップ
に興味がある方はお気軽に
ご連絡くださいませ。

・会社案内
・研修(基本的なもの)
・課題（商品企画など）
・社員に同行して仕事体験

岡崎市(配送セ
ンター)

電話かE-mailにて連絡。
E-MAIL:info@sanohanabiten.com

7月10日 なし 1～2名
岡崎市美合町石塚
10-1

0564-53-4638
採用担当
佐野 優人

https://sanohanabiten.com/

3日
8月1日～8月10日のうち
３日間

パンの世界へようこそ！
ベーカリーを様々な視点から
体験できるプロジェクトです。

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・会社説明、会社案内
・販売部門体験、製造部門体験
・スタッフの体験談とインタビュー
・振り返り

岡崎市
（名古屋でも可
能）

7月15日 あり 1～5名程度

長期（7月～9
月

1日6時間×
15回程度）

7月1日～9月30日
パンの世界へようこそ！
ベーカリーのイベントをプロ
デュースしてみませんか？

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・会社説明、会社案内
・スタッフの体験談とインタビュー
・9月周年祭のイベントを企画→運営→実
行
・振り返り

岡崎市 7月31日 あり 1～3名程度

14 ジャパンセンターリース㈱
＜業種：小売り・リース業＞

全学部・全学科
（理系歓迎します）
２０２１年卒業予定者限定
【大学３年生・短大１年生等】

１日 随時調整
上場に向けて、幅広く人材を
求めています。

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・リース・自動車業界および当社について
の説明
・工場見学
・セールス担当との懇談会
・振り返り

岡崎市柱4丁
目11-5  (本
社）

電話かE-mailにて連絡。
E-mail:Yasukawa@j-cl.co.jp

7月31日 なし 各回4～5名
岡崎市柱4丁目11-5
(本社）

0564-55-2022
総務部
部長　安川 政男

http://j-cl.co.jp/

15 真和建装㈱
＜業種：建材メーカー＞

全学部・全学科 1日 随時調整 未定（調整中）
岡崎市
(本社）

電話かE-mailにて連絡。
E-MAIL:Kawamura@shinwakensou.com

未定 なし 未定
岡崎市合歓木町字
郷東144-1

0564-43-3214
総務経理部
河村

https://shinwakensou.com/

16
㈱鈴木化学工業所
＜業種：自動車用プラスチック部品の成形・
加工＞

全学部・全学科
（理系歓迎します）

5日～10日

第1回
　2019年8月6日～8日(3
日）
第2回
　2019年8月26日～9月6
日(3～5日）

・自動車用
プラスチック部品

・オリエンテーション
・会社概要説明
・工場見学
・射出成形　巡回
・射出金型　保全
・組付・検査
・振り返りレポート作成、発表

愛知県
額田郡
幸田町
(本社）

電話：(0564）64-1058 7月25日 あり 2名

愛知県額田郡幸田
町大字
六栗字左右作2番地
1

0564-64-1058
管理部 主監
都筑　久暢

http://www.suzukikagaku.co.jp

17 ㈱ダイキエンジニアリング
＜業種：技術サービス業＞

全学部・全学科
（理系歓迎します）
学年不問【大学１～２年も可】

5日

第１回(留学生対象)
　8月5～9日
　8:00～17:00　(5日間)
第２回(文系対象)
　8月19～23日
　8:00～17:00　(5日間)
第３回(理系対象)
　8月26～30日
　8:00～17:00　(5日間)
第４回(理系対象)
　9月2～13日
　8:00～17:00　(10日間)

・業界研究
・会社説明
・ＣＡＤを使用しての
　ライントレースカーの設計体験

安城市
(支社)

ＯＫナビから申込
https://ok-navi.com/2020/company/view/32

7月15日 なし 各回4～5名
愛知県 安城市 朝日
町 6番27号

0566-71-5160
採用担当
成瀬・荻原

http://www.dai-ki.co.ｊｐ/eng/

https://gurankure-ru.com/
総務
江口、新谷

電話かE-mailにて連絡。
E-mail:info@sankure-ru.com

㈱サンクレール
＜業種：パンの製造・販売業＞

全学部・全学科
岡崎市大平町石亀
99-98

0564-64-566013

https://job.rikunabi.com/2021/company/r124700048/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r124700048/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r124700048/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r124700048/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r124700048/internship/
https://ok-navi.com/2020/company/view/32
https://ok-navi.com/2020/company/view/32
https://ok-navi.com/2020/company/view/32
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住所 ＴＥＬ
（部署・役職）
人事担当者

ＨＰ
募集人数

（お問い合わせ）

No 会社名 参加対象 開催日数
開催日

（2019年夏季の開催）
メッセージ 内容（詳細） 開催地

応募方法
（ネット申し込みの場合は、ＵＲＬを記載）

応募
締め切り

選考の
有無

１日 8月22日

＜企業研究セミナー＞
　・会社説明、社内見学
　・設計・解析ソリューションのご紹介
　・先輩社員と昼食
　・ITソリューションのご紹介
　・メディアソリューションのご紹介
　・先輩社員と座談会

8月7日
抽選

（応募多数時）
6名

１日 8月27日

＜VR/ARエンジニアを体験＞
　・会社説明と社内見学
　・先輩社員と昼食
　・VR/ARコンテンツ体験
　・制作現場への潜入！
　・フィードバック付 先輩社員と座談会

8月7日
抽選

（応募多数時）
3名

１日 9月3日

＜VR/ARエンジニアを体験＞
　・会社説明と社内見学
　・先輩社員と昼食
　・VR/ARコンテンツ体験
　・制作現場への潜入！
　・フィードバック付 先輩社員と座談会

8月21日
抽選

（応募多数時）
3名

２日 9月4日～9月5日

＜システムエンジニアを体験＞
　・会社説明と社内見学
　・先輩社員と昼食
　・業務事例をご紹介
　・実務体験ワーク
　・IT業界の将来を考えるグループワーク
　・グループワークの発表・総評
　・フィードバック付 先輩社員と座談会

8月21日
抽選

（応募多数時）
10名
（最少開催4名）

リクナビ
https://job.rikunabi.com/2021/company/r185400024/interns
hip/?isc=ps323

マイナビ
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index
?corpId=59776&optNo=LW-Ga

20 (福)長寿会
＜業種：高齢者福祉・児童福祉事業＞

全学部・全学科
学年不問【大学１～２年も可】

応談 随時調整

気負いせず、心の温活はじめ
ませんか？
ご利用者様の安心できる存
在になり、さりげないサポート
をする仕事です。

・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、介護業務、当法人についての
説明
・施設見学
.・介護職員との懇談
・介護業務体験（食事・入浴等 但し身体介
護等は職員が行うことを見学）
・振り返り
・質疑応答

・名古屋市瑞
穂区
・刈谷市小垣
江町
・碧南市油渕
町

電話かE-mailにて応募。
（電話：052-819-0012名古屋本部）
（E-mail：recruit@choujyukai.or.jp)

応談 あり 各２名程度
名古屋市瑞穂区明
前町15番17号

052-811-5666

名古屋本部
人事開発部
　採用・研修担当
大仲 聡子

http://www.choujyukai.or.jp/

21 東海光学㈱
＜業種：眼鏡レンズ製造販売・光機能事業＞

理系学生 1日
決まり次第リクナビの当
社ページに公開します

・オリエンテーション
・当社についての説明
・工場見学
・先輩社員座談会
・製造部門体験

岡崎市
(本社）

リクナビから申込
https://job.rikunabi.com/2021/company/r105081037/interns
hip/

7月31日 なし 各回10名
岡崎市恵田町下田
5-26

0564-27-3005
採用担当
富田

http://www.tokaiopt.info/saiyou/

電話、E-mail
OKナビ　https://ok-navi.com/2020/company/view/43

リクナビ
https://job.rikunabi.com/2021/company/r524900065/interns
hip/

マイナビ
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index
?corpId=211250&optNo=4z61q

23
豊興工業㈱
（ジェイテクトグループ）
〈業種：一般機械器具製造業〉

2021.3大学または大学院を卒業予定の理
系の方

3日～5日 8月（調整中）

・会社説明
・工場見学
・油圧についての説明
・設計部署のサポート体験
・インターンシップのフィードバック

岡崎市
(本社）

リクナビから申込
https://job.rikunabi.com/2021/company/r767212000/interns
hip/?isc=ps323

7月31日 あり 調整中
岡崎市鉢地町開山４
５

0564-48-2211
採用担当
森高

http://www.toyooki.jp

http://toyookakai.or.jp/なし 各回4名まで
浜松市北区三ヶ日
町都筑字愛宕3664
番地9

053-525-6861
人事部
布村

岡崎：7月23日、8月21日
豊橋：7月17日、31日、8
月27日
浜松：7月19日、8月2
日、30日
（全日程　10:00～15:30）

10年後、20年後のことを考え
たことはありますか？自分が
歳をとればご両親も歳を重ね
ます。もしかしたらあなたに子
どもがいるかも･･･
そんな中でどういう業界でど
のようにキャリアを築いていき
たいのか、考えてもらうイン
ターンシップを開催します。

・医療業界、介護業界、豊岡会について
・グループワーク（自分の将来について）
・座談会
・介護体験またはレクリエーションに参加
・フィードバック

・滝町介護老
人保健施設
（岡崎）
・豊橋元町病
院（豊橋）
・浜松とよおか
病院（浜松）

各回　開催日
の4日前まで

※締切日が土
日祝日だった
場合、締切日
直前の金曜日

とする

22 (医)豊岡会
＜業種：医療・福祉＞

全学部・全学科
学年不問【大学１～２年も可】

1日

https://www.dad.co.jp/

タニザワフーズ㈱
＜業種：フードサービス＞

採用教育チーム
松永・戸村

http://www.tanizawafoods.co.jp/

㈱ダッド
＜業種：専門サービス＞

2021年3月に大学院・大学・高専・短大・専
門学校を卒業予定の方
※学部学科は問いません
（理系歓迎します）

岡崎市
(本社）

リクナビ２０２１プレサイトよりエントリー
https://job.rikunabi.com/2021/company/r154700054/interns
hip/

0564-21-91714日 8月27～30日（4日間）
企画とプレゼンテーションが
体験できるインターンです！

総務部
中村 泰隆

岡崎市舞木町字堂
山13

0564-48-307318

19 全学部・全学科

・会社説明
・フィールドワーク
・新規ＦＣ企画、ショッピングセンター開発
・プレゼンテーション
・フィードバック

名古屋 あり 10名前後 岡崎市井田西町1-2マイナビリクナビ

ＯＫナビ マイナビリクナビ

リクナビ マイナビＯＫナビ

https://job.rikunabi.com/2021/company/r185400024/internship/?isc=ps323
https://job.rikunabi.com/2021/company/r185400024/internship/?isc=ps323
https://job.rikunabi.com/2021/company/r185400024/internship/?isc=ps323
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index?corpId=59776&optNo=LW-Ga
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index?corpId=59776&optNo=LW-Ga
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index?corpId=59776&optNo=LW-Ga
https://job.rikunabi.com/2021/company/r105081037/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r105081037/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r105081037/internship/
https://ok-navi.com/2020/company/view/43
https://ok-navi.com/2020/company/view/43
https://job.rikunabi.com/2021/company/r524900065/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r524900065/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r524900065/internship/
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index?corpId=211250&optNo=4z61q
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index?corpId=211250&optNo=4z61q
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index?corpId=211250&optNo=4z61q
https://job.rikunabi.com/2021/company/r767212000/internship/?isc=ps323
https://job.rikunabi.com/2021/company/r767212000/internship/?isc=ps323
https://job.rikunabi.com/2021/company/r767212000/internship/?isc=ps323
https://job.rikunabi.com/2021/company/r154700054/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r154700054/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r154700054/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r154700054/internship/


住所 ＴＥＬ
（部署・役職）
人事担当者

ＨＰ
募集人数

（お問い合わせ）

No 会社名 参加対象 開催日数
開催日

（2019年夏季の開催）
メッセージ 内容（詳細） 開催地

応募方法
（ネット申し込みの場合は、ＵＲＬを記載）

応募
締め切り

選考の
有無

1日

１ＤＡＹインターンシップ
第１回
令和元年8月7日
第２回
令和元年8月21日
第３回
令和元年9月11日

ものづくりに関心があり、大手
企業にはない仕事の幅広さ
や自由な風土に興味のある
方、何事にも恐れず挑戦でき
る方をお待ちしております。

１DAYインターンシップ
・ダイヤモンド工具業界、会社説明
・工場見学
・グループワーク
・先輩社員との交流会
・振り返り

岡崎市
(本社）

各開催日の2営
業日前まで

あり 各回10名前後

5日

５ＤＡＹインターンシップ
第１回
令和元年8月5日～9日
第２回
令和元年8月26日～30
日
第３回
令和元年9月2日～6日

ものづくりに関心があり、大手
企業にはない仕事の幅広さ
や自由な風土に興味のある
方、何事にも恐れず挑戦でき
る方をお待ちしております。

５DAYインターンシップ
・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
・振り返り

岡崎市
(本社）

各開催日の7営
業日前まで

あり 各回10名前後

電話・E-mailからも受け付けています。
リクナビ
https://job.rikunabi.com/2021/company/r144500030/interns
hip/?isc=r21rcna00261&toplink=search

ＯＫナビ　https://ok-navi.com/2020/company/view/49

26
服部工業㈱（服部グループ）
＜業種：厨房機器製造・販売、業務用厨房施
設・機器のプランニング＞

全学部・全学科
（栄養士・管理栄養士歓迎します）
学年不問【大学１～２年も可】

相談（1～10
日間程）

随時調整

 服部グループなら、モノ・食
事づくり、カフェやスポーツ施
設、カルチャーセンターに日
本語教育、ラジオ・IT部門、新
たに海外人材育成と、幅広い
分野で可能性が広がります
♪
今回は、服部工業（製造業）
が主体となりますが、グルー
プ会社でも同様に受付、対応
可能です。
学生の皆様は、今から夏休
みに突入しますので、ぜひこ
の機会をご利用下さい。

オリエンテーションにて希望・要望も含め、
日程及び内容を決定

※短時間の見学だけでも可能です。
※夏休み以外の期間も受付します。

岡崎市
(本社）

電話かE-mailにて連絡。
E-MAIL:saiyou@hattorigroup.com

7月31日 なし 制限無し
岡崎市羽根町字若
宮30

0564-54-2401
グループ本部
ＨＲ室　平岩 恵子

https://ok-navi.com/2020/company/view/115

27 (福)百陽会
＜業種：高齢者福祉事業＞

全学部・全学科 １日

　第１回　8月8日
10:00～15:00
　第２回　9月5日
10：00～15：00

アトラクションを通して、皆さま
に福祉業界に必要なものを
見つけていただきます。楽し
い一日を一緒に過ごしましょ
う！！

・業界について
・法人説明
・アトラクション型　グループワーク
・職員とのトーク

岡崎市
岡崎セントラル
ホテル

電話かE-mailにて連絡。
sugiura.tatsuya@hyakuyoukai.jp
リクナビサイト
https://job.rikunabi.com/2021/company/r629021084/interns
hip/?isc=r21rcna00261&toplink=search

7月30日 なし 各回３名
岡崎市大平町古渕２
５番地

0564-25-0294
sugiura.tatsuya@
hyakuyoukai.jp

本部
杉浦

https://www.hyakuyoukai.jp/

2021.03までに大学または大学院、短期大
学を卒業予定の方　全学部・全学科対象
（理系歓迎します）

1日 希望日に合わせて実施

「就活って何をしたらいいか
わからない」という方必見！
就活の方向性を見つけられ
ます。

・自己分析と対策
・企業研究

岡崎市
(本社）

なし なし 各回1名以上～

2021.03までに大学または大学院、短期大
学を卒業予定の方　全学部・全学科対象
（理系歓迎します）

10日

8/21(水)～8/25(日)
9：00～17：00
8/28(水)～9/1(日)
9：00～17：00

3Dプリンターの設計を受注し
た場合の設計プロセス体験と
制御プログラムの開発です。

・会社概要・ガイダンス
・自己分析指導（自己分析・ワーク）
・会社比較、選定の考え方、着眼点指導
・OB懇談会
・仕事概要説明
・職場見学
・3DCAD講座
・3D検討（3DCADによる設計体験）
・制御プログラム開発考察・実習

岡崎市
(本社）

6月30日 あり 定員4名

2021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
8月19日、9月2日
10:00～16:00

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

・会社説明
・工場見学
・社員教育の体験
・OB、先輩社員との座談会
※内容は人数により変更する場合がござ
います。

額田郡幸田町
(本社）

8月26日 あり 各回5名

2021年3月に大学または大学院を卒業予
定の方
CADに関する知識が少しでもある方、設
計職に興味がある方

5日
8月5日～9日、
8月26日～30日

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

・会社説明
・工場見学
・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
※内容は人数により変更する場合がござ
います。

額田郡幸田町
(本社）

8月19日 あり 各回2名

岡崎市北野町
（本社）

随時対応

29 ㈱豊幸
（ジェイテクトグループ）
＜業種：工作機械製造業＞

リクナビ2021より申込
https://job.rikunabi.com/2021/company/r544132072/interns
hip/

http://www.houko.co.jp/

経営企画部
経営企画室
係員
岡本　安矢

0564-62-1211
額田郡幸田町菱池
江尻1番地の3

採用担当
森

https://belairsystems.jp/
電話かE-mailにて連絡。
E-MAIL:saiyou@belairsystems.jp

総務部
鈴木 伸明

http://www.tvmk.co.jp/

岡崎市羽根町字東
荒子79-1

岡崎市舞木町字城
山1-54

0564-48-5311

0564-53-451828

25 中村科学工業㈱
＜業種：産業機械メーカー＞

全学部・全学科・卒業予定年度問いませ
ん。

学年不問【大学１～２年も可】

1日

ベルエアーシステムズ(株)
＜業種：設計開発支援＞

なし 各回5～6名程度
岡崎市北野町高塚
101

0564-31-3128
監理部
梅村 晋平

http://www.nakamurakagaku.co.jp/

リクナビ2021からエントリーをお願いします。
https://job.rikunabi.com/2021/company/r833500037/interns
hip/?isc=r21rcna00261&toplink=search

随時調整
（6月開始予定）

当社オリジナルのキットを用
いて、２時間程度でものづくり
体験が出来ます。
当社は、様々なご希望に応え
るオリジナルブランド製品・
オーダーメイド製品の開発・
設計・製造・販売・メンテナン
スを全て行い、グローバルに
幅広く展開しています。そん
な当社だからこそ体験して頂
けるプログラムです。
ものづくりに関わりたいなど
興味がある方。是非ご参加く
ださい。

・ものづくり体験
・業界説明・職場見学
・先輩社員との懇談会

24 2021.3大学又は大学院を卒業予定の方で
理工系の方を対象とします。

豊田バンモップス㈱
（ジェイテクトグループ）
<一般機械器具製造業>

ＯＫナビリクナビ

https://job.rikunabi.com/2021/company/r144500030/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
https://job.rikunabi.com/2021/company/r144500030/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
https://job.rikunabi.com/2021/company/r144500030/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
https://job.rikunabi.com/2021/company/r144500030/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
https://ok-navi.com/2020/company/view/49
https://job.rikunabi.com/2021/company/r629021084/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
https://job.rikunabi.com/2021/company/r629021084/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
https://job.rikunabi.com/2021/company/r629021084/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
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https://job.rikunabi.com/2021/company/r544132072/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r544132072/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r544132072/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r544132072/internship/
https://job.rikunabi.com/2021/company/r833500037/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
https://job.rikunabi.com/2021/company/r833500037/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
https://job.rikunabi.com/2021/company/r833500037/internship/?isc=r21rcna00261&toplink=search
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30 丸ヨ建設工業㈱
＜総合建設業＞

全学部・全学科
（理系歓迎します）
学年不問【大学１～２年も可】

5日
8月5～9日
9:00～15：00

気軽に現場を体験してくださ
い。

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・当社についての説明
・現場見学
・現場監督との懇談会
・営業同行
・積算部門体験
・振り返り

岡崎本社
（各現場）

電話かE-mailにて連絡。
E-MAIL:soumu@maruyokk.com

岡崎市戸崎町字郷
畔20番地

0564-51-1802
総務部
課長　山本 政志

https://maruyokk.com/

31 三浦電気㈱
＜業種：電設資材卸売業＞

全学部・全学科
 ３時間程度 随時調整
・地元で就職を希望されてい
る方は、是非、参加してくださ
い。

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・電設資材卸業および当社についての説
明
・事務所倉庫見学
・セールス担当との懇談会

安城市(本社）
／愛知県下
（18営業所）／
浜松

電話かE-mailにて連絡。
E-MAIL:h.itou@miuraeit.com

7月30日 なし 各回4～5名 安城市小堤町9-6 0566-74-4186
人事総務部
部長　伊藤 博之

http://www.miuraeit.com

32 三河日産自動車㈱
＜業種：日産自動車販売・整備・修理＞

全学部・全学科
営業職(CA)に興味がある方

4日

第1回
7月26日(10:00～18:00)
第2回
8月01日(10:00～18:00)
第3回
8月06日(10:00～18:00)
第4回
8月27日(10:00～18:00)

・会社説明
・商品説明
・上記を踏まえた試乗
・若手カーライフアドバイザーとの昼食を交
えた懇談会
・店舗へ移動して、営業同行体験（店舗
内・外）
・帰社後、振り返り

安城市
(本社)

マイナビインターンシップ
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index
?corpId=238124&optNo=g25r-

8月25日 なし 各回8名まで
安城市横山町大山
田中79-3

0566-74-5023
総務課
採用担当
福嶋 遥助

http://www.mikawa-nissan.co.jp/

33 ㈱メカニカルデザイン
＜業種：サービス業(エンジニアリング)＞

全学部・全学科
２０２１年卒業予定者限定
【大学３年生・短大１年生等】

3日

第１回　7月13日（土）
第２回　8月 3日（土）
第３回　9月14日（土）

時間　9:30～12:00
（2.5h）

【前回参加学生の感想】
●CAD体験を業務に近い形
で出来て設計への興味関心
が高まった。
●専門的な知識が必要という
先入観、そこから生じる不安
が払拭されて親しみを感じる
契機になった。
●新たな業界の見聞を広め
ることができた。

・メーカー業務概要説明
・ものづくりCAD体験

岡崎市小針町
（岡崎事業所）

弊社ホームページ　http://www.mechanical-design.co.jp/
または、お電話で採用担当者までご連絡ください。

開催日の前日
正午まで

なし 各回3名 岡崎市小針町3-3-6 0564-32-5150
採用担当
　山田

http://www.mechanical-design.co.jp

34 ㈱メタルヒート
＜業種：金属熱処理業＞

全学部・全学科 1日
参加者のスケジュール
に合わせ、随時調整

自動車部品や家庭用水素燃
料電池触媒、半導体製造機
械部品等に対する真空熱処
理を行う会社です。熱処理と
は、金属を加熱・冷却すること
により、その性質を向上させ
る基盤技術で、ものづくりに
不可欠な産業です。

・オリエンテーション
・会社概要、業界説明
・工場見学
・作業体験（製造・検査等）
・営業同行
・先輩社員との懇談会
・アンケ―ト記入、振り返り

安城市
（本社工場）

E-mailにて連絡
（r-imaeda@metalheat.co.jp）

7月31日 なし 各回2～3名
安城市東栄町五丁
目3番地6

0566-98-2501
人事部
今枝 良介

http://www.metalheat.co.jp/

35 ルノー岡崎（㈱ユーロフランス）
＜業種：流通・小売業＞

2020.3までに大学または大学院、短期大
学を卒業予定の方　全学部・全学科対象
（2021.3卒業予定の方も参加可）

１日 随時調整

オシャレな欧州車に囲まれた
綺麗なショールームで、自動
車営業のお仕事について体
験していただけます。
岡崎店以外でのインターン
シップも受付中。詳しくはHP
をご覧ください。

・会社説明
・社内見学
・営業同行
　ショールームにて接客体験
・振り返り

岡崎市
(本社）

電話かE-mailにて連絡。
宛先：kojima@shinwagroupe.jp

7月31日 なし 各回１～２名
岡崎市欠町字清水
田20-3

0564-65-5600
担当
小島

https://www.g-shinwa.co.jp/

リクナビ2021
https://job.rikunabi.com/2021/company/r780700001/interns
hip/?isc=ps323

マイナビ2021
https://job.mynavi.jp/21/pc/corpinfo/displayInternship/index
?corpId=112025&optNo=0qZyt

弊社HP内　http://www.redbaron.co.jp/shop/tokai/aichi/

37 レンテック大敬株式会社
（サービス・レンタル）

全学部・全学科
1日間、
5日間、
10日間

7/1～10/31
日程については応相談

時間：　9時00分～16時
30分

当社のインターンシップを通し
て、営業体験または機械整備
体験をしていただきます。営
業体験では、先輩の営業の
仕方を、機械整備体験では、
建設機械に触れていただきま
す。
お仕事体験のみならず、コ
ミュニケーション、職場の雰囲
気を是非知っていただければ
と思います。

【営業職、機械整備職】
・オリエンテーション（目標設定、自己紹
介）
・営業同行、営業体験
・建設機械メンテナンス、洗車、塗装体験
・フィードバック、振り返り

愛知・岐阜・静
岡県の約30拠
点のいずれか
※自宅から通
える範囲にて
・岡崎市土井
町
・岡崎市小呂
町
・幸田町
・豊田市
・東郷町　　な
ど

電話かE-mailにて
人事担当者までご連絡ください。
【　takekawa_sho@daikei-gr.co.jp　】
　経営企画部　人事グループ　竹川宛

7月末 なし 5名ほど 豊橋市大岩町字岩田11-10532-65-5911
採用担当
竹川

http://www.daikei-gr.jp/

38
ワルツグループ
＜業種：コーヒー製造販売、食品販売、外食
店経営＞

全学部・全学科
２０２１年卒業予定者限定
【大学３年生・短大１年生等】

１日～１０日

夏季:７月は１DAYを２日
開催・・・7/4（木）・7/30
（火）
８月は、8月19日～9月
20日の期間で希望する
日数（1日間～10日間）
で希望する週・日程を選
び申込みしてください。

近隣の事業所、店舗での就
労が可能です。

・オリエンテーションを経て、営業同行、小
売店舗就労、カフェ店舗就労など選択でき
ます。5日以上の場合は他にもコーヒー工
場研修、商品物流管理、なども体験できま
す。

豊橋市(本社)、
愛知県内の事
業所・店舗

キャリタス就活2021から申込
https://job.career-
tasu.jp/2021/icorp/00057133/jobs/?occNo=01

8月9日 なし 各週20名程
豊橋市神野新田町
ニノ割１

0532-33-3510
総務部
鈴木・竹田

http://www.waltz.co.jp/

なし 各回16名まで
岡崎市大平町字才
勝8-1

0120-012-819
0564-24-2913
（人事部直通）

人事部
飯田・池田

http://www.redbaron-recruit.com/36

㈱レッドバロン
＜業種：オートバイ本体の販売・修理・整
備、部品・用品の販売、ライダー専用レ
ジャー施設の開発・運営、損害保険代理店兼
務＞

全学部・全学科
２０２１年卒業予定者限定
【大学３年生・短大１年生等】

1日

『１ＤＡＹインターンシッ
プ』

７月～２月迄の間、随時
実施予定

将来の希望職種は不問として
ご参加頂けます。最前線（現
場）の仕事理解を進めて頂き
たい為、ぜひご参加ください。

・オリエンテーション
・業界研究

・会社説明，本社工場見学（岡崎開催限
定）

・営業体験（グループワーク含む）
・振り返り，質疑応答

本社工場
（岡崎市藤川

町）
各回前日まで

弊社ＨＰマイナビリクナビ

リクナビ マイナビ 弊社HP
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