
住所 ＴＥＬ
（部署・役職）
人事担当者

ＨＰ

キャリタス
https://job.career-
tasu.jp/2020/icorp/0
0050258/

ベルエアー
https://belairsystem
s.recruitment.jp/

2 愛知ベース工業㈱
＜業種：地盤改良・地盤調査＞

・会社説明　スケジュール案内
・地盤調査現場　設計部　施工現場　見学
・選択部所 現場同行体験
・先輩社員との意見交換会
・座談会

平成30年６月～８月の内で希
望日対応（期間２日間）

岡崎本社 取り決め無し
特定せず歓迎
（知識０でもかまい
ません）

電話かE-mailにて人事担当者までご連
絡ください。
総務山田　TEL090-4086-5654  e-
maill：makoto-yamada@aichi-base.co.jp

岡崎市藤川町字北
荒古15-1

0564-59-2338
総務

山田　眞
http://www.aichi-

base.co.jp

3 アルファス㈱
＜業種：不動産＞

・業界説明
・営業職仕事理解ワーク

平成30年7月下旬～9月中旬
ハウスドゥ！岡
崎南店

10名前後 全学部・全学科
ＯＫナビ・マイナビ・リクナビからのエント
リー、もしくはお電話かMailにてインター
ンシップ担当までご連絡ください。

岡崎市上和田町字
城前51-2

0800-888-
6314

（採用専用）

人事・広報
チーム
岩月

http://alphas-
recruit.link/

4

ＡＴグループ
（愛知トヨタ・カローラ
愛豊・ネッツ愛知・ネッ
ツ東海）
＜業種：自動車の販売・整備、
カーリース業、産業車輛販売＞

・8月17日（金）…オリエンテーション
　（自動車業界の概要説明・営業職理解
　　ロールプレイング等）
・8月18日（土）～26日（日）…店舗実習
　（営業同行訪問・店舗対応等）
・8月28日（火）…インターンシップ振り返り・
修了書授与

平成30年8月17日（金）
　　　　　　　　～28日（火）
・9:00～17:20
(毎週月曜休　実働10日間)

ＡＴグループ
4販社各拠点

全体で50名ほど

全学部・全学科
（2020年3月卒業見
込みの四大3年生
および大学院生）

ご自身の大学の就職支援室、
インターンシップ窓口を通じ、
人事担当者へご連絡ください。
応募締切は平成30年7月28日（土）で
す。

名古屋市昭和区
高辻町6番8号
ＡＴＧ南館5Ｆ

052-883-5228

㈱ＡＴビジネス
人事部

人材開発グルー
プ

採用チーム

採用担当
松田　直弥

（まつだ　なおや）

http://www.at-
group.jp/

5
(福)おかざき福祉会
＜業種：介護・福祉＞

午前中（10:00～12:00）
・オリエンテーション　（自己紹介、法人説
明）
・施設見学
（はこやなぎの里、かわいの里）
・職場体験（13:00～15:30）
（利用者様とのコミュニケーションを中心に
仕事体験）
・懇親会

平成30年7月～9月の内
1日中（10:00～16:00）
随時受け付けております。

・施設見学
（はこやなぎの
里 かわいの里）
・職場体験
（ねこざわの里）

1～3名 全学部・全学科

電話かＥ-mailにて担当までご連絡下さ
い。　　ご希望の日程で調整致します。
また施設見学のみの方も随時受け付
けております。

岡崎市秦梨町字平
畑16番地1

0564-47-3335
企画部

田中　佑一
http://www.okafuk

u.com

6 酒部建設㈱
＜業種：建設業＞

職場体験型有給インターンシップ
＜1部＞
・現場見学　　　　　　　　・安全教育
・施工管理体験実習　　・計測機器
・工事写真　　　　　　　　・安全管理
・品質管理　など
＜2部＞
・建築設計体験実習
　「将来の自分が住む理想の家」を設計
・CAD講習
・プレゼン体験　など
※交通費・昼食支給

平成30年8月20日～30日
8:15～17:15（実働10日間）

本社
工事現場

最大4名
建築・土木系学科
通勤可能な方

電話かE-mailにて人事担当者までご連
絡ください。

岡崎市日名中町6
番地1

0564-24-5551
総務部

島田　靖生
http://www.sakabe.

co.jp

7
サフラン㈱
＜業種：感光性樹脂および化粧品
製造販売＞

会社説明、業界説明　会社見学、現場体
験、質疑応答

2018年8月～9月　の期間内の
一日もしくは数日。打合せ後日
程決定

岡崎事業所 4名

2019.3、2020.3大学
又は大学院、高専
を卒業予定の方も
しくは既卒で理工
系の方を希望しま
す。文系歓迎しま
す。

電話、FAX、又は弊社ホームページで
ご連絡お願いします。　定員を超えた場
合は選考により決めさせていただきま
す。
応募期限：平成30年7月31日

岡崎市渡町字薬師
畔52番地1

0564-32-7280 岸本　芳男 http://saffron-uv.jp

総務人事部
採用事務局
浅尾、赤澤

本社
岡崎市羽根町字
東荒子７９－１

１名～　上限なし

大学生、大学院
生、短大生、専門
学校生
（学部・学科は問い
ません）

２つの方法で応募申し込みができま
す。
１．サイトで応募
キャリタス　応募ボタン
２．企業HP　採用ページ
「夏のインターシップ」内の応募フォー
ム
３．電話で応募（0564-53-4518）

岡崎市羽根町字東
荒子７９－１

0564-53-4518
新着

1
ベルエアーシステムズ㈱
＜業種：設計開発（受託・請負・
派遣）＞

今からでも間に合う「就活準備塾」
・自己分析セッション
（模擬適性検査とフィードバック）
・お仕事研究セッション
（企業分類・職種の区別・理解）

・１ＤＡＹインターンシップ
　 9月1日（土）10：00ー16：30
※別日程希望者も対応可能

・年末まで随時開催

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　平成30年夏　＜全4ページ＞　※現大学３年生（2020年卒業予定者）等対象

会社名 内容 開催日程・期間 実施場所 募集人数 資格・対象 応募方法・応募締切
（お問い合わせ）
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8 ㈱サンクレール
＜業種：パン製造販売小売業＞

・パン業界および当社についての説明（社
長）
・現場巡回体験
・グループワーク（販売計画企画立案）
・プレゼンテーション
・社員からのフィードバック

第１回
　平成30年8月8～9日
　10:00～14:00　(2日間)
第２回
　平成30年9月5～6日
　10:00～14:00　(2日間)

本部事務所 各回2～3名 全学部・全学科

電話かE-mailにて人事担当者までご連
絡ください。
応募締切は第１回・第２回ともに平成30
年7月31日です。

岡崎市大平町石亀
99-98

0564-64-5660
総務部

江口　久美子
http://gurankure-

ru.com/

9
スーパーやまのぶ
㈱山信商店
＜業種：食品スーパーマーケット＞

オリエンテーション
会社説明
商品陳列
POP作成
イベント参加（日程によります）

第1回：2週間　8/2～8/13
第2回：１DAY　8/21
第3回：３DAY　8/22～8/24

希望店舗
各日各店2名ま
で

全学部・全学課
電話かE-mailにて人事担当者までご連
絡ください。
開催日2週間前までにご連絡ください

豊田市上原町一丁
田30-1

0565-33-0249
本部　事務
増田　朝子

http://www.yamanob
u.co.jp

10 タニザワフーズ㈱
＜業種：外食・サービス＞

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・フィールドワーク（店舗視察）
・商業施設企画業務体験
・企画プレゼンテーション

２ＤＡＹインターンシップ
平成30年8月21～22日
21日　10：00～18：00
22日　10：00～17：00

ウインクあいち １０名 全学部・全学科

まずはマイナビ2020よりエントリーをし
てください。
エントリーくださった方に、詳細のご連
絡をお送り致します。

岡崎市井田西町1-
2

0564-26-2200
採用教育チー

ム
松永・戸村

http://www.tanizaw
afoods.co.jp

11 (医)豊岡会
＜業種：医療・介護＞

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・医療・介護業界と豊岡会について
・グループワーク（自分の人生プランを考え
るワーク）
・先輩職員（相談員、介護職など）との座談
会
・現場体験（予定）
・振り返り

第１回
　平成30年6月29日（１Ｄａｙ）
　10：00～15：00（滝町老健）
第２回
　平成30年7月5日（１Ｄａｙ）
　10：00～15：00（元町病院）
第３回
　平成30年7月11日（半日）
　13：30～15：30（滝町老健）
第４回
　平成30年7月24日（半日）
　13：30～15：30（元町病院）
第５回
　平成30年8月3日（１Ｄａｙ）
　10：00～15：00（滝町老健）
第６回
　平成30年8月29日（１Ｄａｙ）
　10：00～15：00（元町病院）

・滝町介護老人
保健施設（滝町
老健）
・豊橋元町病院
（元町病院）

各回3～5名
全学部・全学科

E-mail（saiyo@toyookakai.or.jp)にて
・学校名
・氏名
・希望日
を記入の上メールしてください。
電話でも受け付けています。
全日程とも開催日前日まで受付しま
す。
※施設見学も随時受付中です。お電話
にてお問い合わせください。

浜松市北区三ヶ日
町都筑字愛宕3664
番地9

053-525-6861
採用担当

布村／山本／
太田

http://toyookakai.o
r.jp/

【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

【１ＤＡＹインターンシップ】
第１回：平成30年8月10日
第２回：平成30年8月23日
第３回：平成30年9月13日

本社 各回10名前後

2020.3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。

平成30年6月1日以降、リクナビ2020か
らエントリーをお願いします。

岡崎市舞木町字城
山1-54

0564-48-5311
総務部
総務G
鈴木

http://www.tvmk.co.j
p/

【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

【５ＤＡＹインターンシップ】
第１回
平成30年8月27日～31日
第２回
平成30年9月　3日～　7日

本社 各回4～5名

2020.3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。

平成30年6月1日以降、リクナビ2020か
らエントリーをお願いします。

岡崎市舞木町字城
山1-54

0564-48-5311
総務部
総務G
鈴木

http://www.tvmk.co.j
p/

12 豊田バンモップス㈱
＜業種：一般機械器具製造業＞

http://www.yamanobu.co.jp/
http://www.yamanobu.co.jp/
http://ok-navi.com/
http://ok-navi.com/
http://toyookakai.or.jp/
http://toyookakai.or.jp/
http://www.tvmk.co.jp/
http://www.tvmk.co.jp/
http://www.tvmk.co.jp/
http://www.tvmk.co.jp/
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13 中村科学工業㈱
＜業種：メーカー製造業＞

・会社説明、業界説明
・工場、職場見学
・インターンシップ用組立キットによる製作
体験、および完成動作確認体験
・社員との懇談会

１ＤＡＹインターンシップ
平成30年７月より
リクナビ２０２０インターンシップ
ページにて公開

本社 1～10名程度 全学部・全学科

リクナビ２０２０インターンシップ応募
ページ
OKナビ
E-mail saiyo@nakamurakagaku.co.jp
より申し込みをお願いします。
開催日前日まで受け付けております
が、
予定数超過の場合は先着順とさせてい
ただく場合がございます。

岡崎市北野町高塚
101

0564-31-3128
（監理部）

監理部
梅村・鋤柄

http://www.nakamur
akagaku.co.jp/

14 名古屋製酪㈱
＜業種：食品製造・販売＞

・食品業界および当社についての説明
・グループワーク
・プレゼンテーション
・社員からのフィードバック
・自社商品の試飲・試食

平成30年8月3日・10日・17日・
24日・30日
10:00～16:00

ウインクあいち 各回20名程度 全学部・全学科 マイナビ2020より受付
名古屋市天白区
中砂町310番地

052-836-4327
（採用専用）

人事採用課
https://sujahta.co.jp

/

15 日本レトルトフーズ㈱
＜業種：食品製造業＞

・オリエンテーション
　（スケジュール説明、自己紹介）
・食品業界および当社についての説明
・工場見学
・社会全体朝礼参加、生産ライン体験
・電話応対体験
・細菌分析検査　品質管理部門体験
・振り返り

第１回
　平成30年8月6～7日
　9:00～17:00　(2日間)
第２回
　平成30年9月3～4日
　9:00～17:00　(2日間)

本社・本社工場 各回1～2名
全学部・全学科
（食品・栄養・理系
歓迎します）

電話かE-mailにて人事担当者までご連
絡ください。

岡崎市本宿町字南
中町45番地

0564-48-6285
企画管理部

安田
http://www.nichireto

.com/

16
㈱ハマダ工商
＜業種：樹脂加工、金型製作、金
属加工＞

・オリエンテーション
・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
・振り返り

平成30年8月22～24日
9:00～17:00　(3日間)

本社・本社工場 2名程度
全学部・全学科

電話かE-mailにて人事担当者までご連
絡ください。
※会社訪問も随時受付中です。お電話
にてお問い合わせください。

岡崎市天白町清水
2-1

0564-54-0552
製造部

安江 高志
http://www.hamakou

.co.jp

17 ㈱フカツ
＜業種：流通・小売業＞

・業界研究
・会社説明
・グループワーク
・社員からのフィードバック

１ＤＡＹインターンシップ
8月下旬～９月中

各参加者の希望日程に合わせ
て調整します。

本社 各回4～5名 全学部・全学科
電話かE-mailにて人事担当者までご連
絡ください。

岡崎市昭和町字神
郷43-1

0564-32-6911
管理部
鈴木

http://www.fukatsu
-inc.co.jp

18
㈱豊幸
＜業種:機械器具製造＞

未定
・会社説明、業界説明
・工場見学
・エンジニア(他)の懇談会

１ＤＡＹインターンシップ
平成30年8月7日～28日(未定)
長期インターンシップ(未定)

本社 未定

2020.3大学又は大
学院、高専を卒業
予定の方で理工系
の方を対象としま
す。

E-mailにてお問い合わせください。
※会社訪問も随時受付中です。お電話
にてお問い合わせください。

額田郡幸田町菱池
江尻1-3

0564-62-1211
経営企画部

後藤
http://www.houko.

co.jp/

19
明和工業㈱
＜業種：機械／産業用ロボット製
造＞

・オープニング
・業界研究
・作業体験　（マスコットロボット製作を通じ
て、機械設計・部品加工・組立・制御設計の
概要を説明します）
・先輩社員との昼食会
・クロージング

◆１ＤＡＹインターンシップ

平成３０年８月２１日、２８日
　　　　　 　９月４日、１１日
　　　　　　 9:00　～　17:00

本社・本社工場 各回　4名程度 全学部・全学科

下記アドレス宛に
　「インターンシップに参加したい」と
　ご連絡ください。
お申し込み方法の詳細を
　連絡させていただきます。
（yuka-arai@meiwacorp.co.jp)

高浜市新田町一丁
目３番地１

0566-53-2226
経営管理部
荒井由香

http://meiwacorp.c
o.jp

http://www.nakamurakagaku.co.jp/
http://www.nakamurakagaku.co.jp/
https://sujahta.co.jp/
https://sujahta.co.jp/
http://www.nichireto.com/
http://www.nichireto.com/
http://www.hamakou.co.jp/
http://www.hamakou.co.jp/
http://www.fukatsu-inc.co.jp/
http://www.fukatsu-inc.co.jp/
http://www.houko.co.jp/
http://www.houko.co.jp/
http://meiwacorp.co.jp/
http://meiwacorp.co.jp/
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会社名 内容 開催日程・期間 実施場所 募集人数 資格・対象 応募方法・応募締切
（お問い合わせ）

20 ㈱メカニカルデザイン ・業界ＣＡＤ体験
・座談会

８月開催
　平成30年8月2日(木)
  平成30年8月3日(金)
　9:30～12:00　(2.5ｈ)
９月開催
　平成30年9月6日(木)
　平成30年9月7日(金)
　9:30～12:00　(2.5ｈ)

岡崎事務所 各回２名
全学部・全学科
（理工系歓迎しま
す）

弊社ホームページまたは、お電話で人
事担当者までご連絡ください。
両日ともに開催日の前日17時まで受け
付けます。
（募集人数に達し次第受付を終了しま
す）

岡崎市小針町3-3-
6

0564-32-5150
総務部

山田　愛
http://www.mechani

cal-design.co.jp

21 ㈱ユース
＜業種：サービス業＞

未定
（平成30年6月1日以降に掲載）

未定 本社（予定） 未定 全学部・全学科 平成30年6月1日以降に掲載
名古屋市中区錦2-
19-19

052-205-1166
広報部
佐藤

http://www.youth-
haken.jp/

22
ルノー岡崎
㈱ユーロフランス
〈業種：小売業〉

【営業】
・ショールームにて接客体験
・見積り、商談、査定体験
【メカニック】
・サービス工場にて軽作業、洗車、磨き等作
業

１ＤＡＹインターンシップ
随時開催
※希望日をご連絡頂ければ調
整いたします

ルノー岡崎店 各回1～3名 全学部・全学科

自社ホームページかEメール
(kojima@garage-shinwa.jp)へお問い合
わせ下さい。
また、OKナビにも掲載いたします。

岡崎市欠町字清水
田20-3

0564-65-5600
採用担当

小島
https://www.g-
shinwa.co.jp/

23

㈱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
ほか＞

・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

『１ＤＡＹインターンシップ』
８月～２月の期間中、随時実施
予定です。

本社工場
（岡崎市藤川町）

各回16名 全学部・全学科

平成30年6月1日以降、「リクナビ2020」
もしくは「マイナビ2020」内の企業検索
にて 『レッドバロン』 を指定下さい。エン
トリー後、同サイト内でご予約が可能と
なります。※弊社HP内にリンク設置あり

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.redbar
on-recruit.com/

【営業職体験】
・オリエンテーション
　（目標設定、自己紹介）
・会社見学および商品説明
・営業体験、営業同行
・フィードバック、反省会

1日間、5日間、10日間
　　募集期間7/10～9/30
*日程については応相談

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

5名程度
全学部・全学科
大学生・短大生・専
門生

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　竹川宛

応募締切は9月15日です。

豊橋市明海町33-
13

0532-25-4722
経営企画部

竹川
http://www.daikei-

gr.jp/

【機械整備職体験】
・オリエンテーション
　（目標設定、自己紹介）
・会社見学および商品説明
・機械整備、メンテナンス、洗車体験
・フィードバック、反省会

1日間、5日間、10日間
　　募集期間7/10～9/30
*日程については応相談

愛知・岐阜・静岡
県の約31拠点の
いずれか※自宅
から通える範囲
にて

5名程度
全学部・全学科
大学生・短大生・専
門生

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　竹川宛

応募締切は9月15日です。

豊橋市明海町33-
13

0532-25-4722
経営企画部

竹川
http://www.daikei-

gr.jp/

24 レンテック大敬㈱
＜業種：サービス・レンタル＞

http://www.mechanical-design.co.jp/
http://www.mechanical-design.co.jp/
http://www.youth-haken.jp/
http://www.youth-haken.jp/
https://www.g-shinwa.co.jp/
https://www.g-shinwa.co.jp/
http://www.redbaron-recruit.com/
http://www.redbaron-recruit.com/
http://www.daikei-gr.jp/
http://www.daikei-gr.jp/
http://www.daikei-gr.jp/
http://www.daikei-gr.jp/

