
No. インターンシップ内容 インターンシップで
こんなことができる！

開催日数 開催期間 開催方法 大学1・2年生
参加OK企業 申込ボタン 会社名 業種

所在地
（市）

開催場所 会場までの交通手段 定員

㉛ 【技術者向け】
1日インターンシップ＆設計体験

会社紹介
工場見学
設計体験

1日間 2021/8/1～2022/2　予定
随時【土日も開催OK】

対面

申し込む

（参加希望日の２週間前までにご

連絡ください）

(株)オチアイネクサス メーカー 岡崎 岡崎市真福寺町深山1-1
車OK　公共交通機関
の方は送迎あり

1名

㉜ 一日で多くの企業と出会える！
業界研究会＆合同企業説明会

４７社が参加のブース形式面談会。
一日で複数社の仕事内容が分かります。

1日間 2021/8/24(火)13:30～16:30
（申込不要・入退場自由）

対面 ★
申込不要（当日会場へ）

詳細はこちら

岡崎商工会議所
就職情報室
（参加企業４７社）

メーカー
建設

流通・小売
サービス

岡崎 岡崎市竜美丘会館
（岡崎市東明大寺町5-1）

車OK（駐車場には限りがありま
す）
※名鉄東岡崎駅から徒歩１５分
【公共交通機関来場特典あり】

不問

①
◆ものづくり体験
◆先輩社員との懇談会
◆会社見学

当社オリジナルの図面からものづくりを体験
できます！

1日間 2021/6/1(火)～2022/2予定 随時 対面、
オンライン併用

★
申し込む

各開催日2日前まで
中村科学工業㈱ メーカー 岡崎 【対面開催】岡崎市北野町高塚101

【オンライン開催】Zoom使用
車OK, 公共交通機関利用,
オンラインの方は来社なし

2名（申込先着順）

② モノづくり希望の方必見！
1日インターンシップ＆座談会

業界説明・工場見学・モノづくり体験（木材/
金属加工/CAD)・ 社員との座談会

1日間 2021/7/1(木)～9/15(水)随時 対面 ★
申し込む

9/10(金)まで
㈱オーケーエス メーカー 岡崎 岡崎市日名南町4番地12 車OK

1日インターン2名まで
（申し込み順）

③ 自動車業界がわかる！
1day営業職仕事体験

コロナ対策を徹底し、先輩社員と一緒に昼食
を取ります。疑問・質問等ありましたらなん
でもお答えしますので、お気軽に参加くださ
い。

1日間 7/8(木)、7/20(火)、7/29(木)、
8/3(火)、8/19(木)、8/24(火)

対面
申し込む

各開催日の1週間前まで
三河日産自動車㈱ 流通・小売 安城 安城市横山町大山田中79-3

（本社2階会議室）
車OK 2名（申込先着順）

④ 会社見学・先輩社員との座談会で
住宅業界を学ぼう！

座談会で仕事内容ややりがい、就活のアドバ
イスなど聞けます。

1日間 7/12(月)～9/15(水)　随時
対面

※オンライン開
催に変更となる
場合があります

★
申し込む

開催日1週間前
岡崎製材㈱ 流通・小売 岡崎 岡崎市戸崎元町4-1

車OK, JR岡崎駅から送迎, 公共交
通機関利用

3名

⑤ レンタル業界の学習と
重機の乗車体験など

営業所の見学や入社後の研修も体験できます 1日間 7/15(木) 対面
申し込む

7/12(月)まで
レンテック大敬㈱ サービス 豊橋 豊橋市大岩町字岩田11番地1 車OK, 公共交通機関利用 10名

⑥ 「“商工会議所”ってどんなところ？何をして
いるの？」若手職員がお伝えします！

職場見学をして会議所の仕事を実感できる！
若手職員との座談会を通して働くイメージが
わく！

1日間 7/19(月)、 8/31(火)、9/8(水) 対面 ★
申し込む

各開催日の2日前まで
岡崎商工会議所 サービス 岡崎 岡崎市竜美南1-2 車OK, 公共交通機関利用 各回5名（申込先着順）

【理系限定】①穴あけ等軽作業体験（経験者
のみ）②図面読解やNCプログラム作成体験
③簡単な組付け作業（ボールネジの芯出し）
体験

製造部の仕事の一部が体験できる！
※経験の有無により体験できる業務が異なり
ます。

【文理不問】
営業部にて顧客とのやり取り体験ができる！書
類（見積書など）・メール作成など

営業部の仕事の一部が体験できる！

⑧ レンタル業界の学習や
注文体験、社員インタビューなど

若手社員との座談会で就活アドバイスが聞け
る

1日間 7/21(水) オンライン
申し込む

7/18(日)まで
レンテック大敬㈱ サービス 豊橋 オンライン（Zoom） オンラインのため来社なし 15名

⑨ 若手社長から学ぶ！「働く」とは。
当社社長と対面で、仕事をする意義を語り
合ってみませんか？

1日間 8/2(月) 、8/3(火) 対面 ★
申し込む

開催日の1週間前まで
服部工業㈱ メーカー 岡崎 岡崎市羽根東町1丁目2番地1 車OK, 公共交通機関利用 不問

⑩ 1日でものづくりが体験できる！
①会社見学　②CAD/CAM体験

現場を見て、ものづくりの仕事を実感でき
る。

1日間 8月中（土日を除く）随時 対面 ★
申し込む

開催日の1週間前まで
㈱岡田鉄工所 メーカー 岡崎 岡崎市上三ツ木町字清口27 車OK, JR岡崎駅から送迎 3名

⑪
営業って不安？そんなことはありません。
まずは一緒にご体験を★
営業希望の方お待ちしています！

実際のお客様との商談やPC/タブレットを使
用した情報提供が体験できます。座談会も用
意しています！

1日間 8/1(日)～9/5(日)毎週日曜日開催 対面
申し込む

7/11(日)まで
㈱ホンダカーズ三河 流通・小売 岡崎 岡崎市六名南2-4-13 車OK 5名

⑫ 介護施設の実際を知る
体験型インターンシップ

現場の様子を垣間見ることで、介護の喜びを
体感できる

1日間 8/6(金)、8/13(金)、8/20(金)、
8/27(金)

対面、
オンライン併用

★
（大学2年生）

申し込む

各回開催日の前日まで
(福)ユーアンドアイ サービス 岡崎 岡崎市夏山町字シモツキテン１-１ 車OK, 名鉄本線本宿駅から送迎,

オンラインの方は来社なし
各回３名（申込先着順）

⑬
【文理不問】業界説明、仕事の進め方講座、座
談会、模擬体験による問題解決（グループワー
ク）

仕事の模擬体験による問題解決ができる！ 1日間 8/4(水)、9/22(水) オンライン
申し込む

開催日の1週間前まで
ビューテック㈱ メーカー 豊田 オンライン（Zoom） オンラインのため来所なし 9名

⑭ 経済を支える物流
1day業務体験（事務総合職向け）

現場見学で物流現場の最前線が見られる 1日間 2021/8～2022/2予定 随時 対面 ★
申し込む

各開催日2週間前まで
大興運輸㈱ サービス 刈谷 刈谷市新栄町二丁目38番地 車OK, 公共交通機関利用 5～10名程度

⑮ 【技術職向け】
モノづくりの社員教育体験

すり合わせ、やすりがけを使った匠の技の技
能体験（プログラムは変更する可能性がござ
います）

1日間 8/24(火)、8/25(水)、8/31(火)、
9/1(水)、9/7(火)、9/8(水)

対面 ★
申し込む

8/23(月)まで
㈱豊幸 メーカー 幸田 額田郡幸田町菱池江尻1-3 車OK 5名

（応募者多数の場合は選考）

⑯ 珈琲・紅茶メーカーを知り学べる！
1dayお仕事体験

コーヒー・紅茶の抽出体験など 1日間 ８/２４(火)、８/３１(火)、９/７(火) 対面 ★
申し込む

各開催日1週間前まで
ワルツ㈱ 流通・小売 豊橋 豊橋市神野新田町ニノ割1 車OK, 公共交通機関利用 20名（申込先着順）

⑰ メディアで話題の
業務スーパーの店長業務を体験

①業務スーパーの商品の魅力や価格の秘密が
聞ける②商品の販売動向から学べる発注の極
意を体験

1日間 8/26(木) 対面 ★
（大学2年生）

申し込む

8/16(月)まで
㈱G-7スーパーマート 流通・小売 岡崎

ウインクあいち
名古屋市中村区名駅4丁目4-38
※社外の会議室を利用

公共交通機関利用 ５名（申込先着順）

⑱
車をもっと楽しく快適にする
カー用品を知る！インターンシップ
会社概要案内、カー用品紹介、就活アドバイス
など

カー用品を知り、会社の魅力を体感できる！
人事担当者からの就活アドバイスが聞ける！

1日間 8/27(金)、9/10(金) オンライン
申し込む

開催日の５日前まで
槌屋ヤック㈱ メーカー 岡崎 オンライン（Zoom） オンラインのため来社なし 8名（申込先着順）

⑲
【営業職・介護職】
企業理解、座談会、ワークショップ、適性検査
フィードバックなど

①適性検査結果をフィードバックし、企業が
何を見ているかなどのアドバイスがもらえ
る。②若手社員との座談会で就活アドバイス
が聞ける。

1日間 9/２(木)、9/７(火) オンライン ★
申し込む

開催日の１週間前まで
㈱ナンブ サービス 岡崎 オンライン（Zoom） オンラインのため来社なし 各３名

⑳ 営業職1日密着！ 商談同行で営業のノウハウが学べる 　1日の
流れが分かる

1日間 2022/2まで随時受付可能 対面 申し込む
㈱ユーロフランス
(SHINWAグループ）

流通・小売 豊川 豊川市光陽町45 車OK 5名

㉑ 介護実習(初級編)　まずは介護の基本を学び実践
しよう！！

現場実習ができる。介護の知識が身につく。
※1日から

OK
※応相談

随時受付可能
※お電話もしくはOKナビ掲載中の
Web説明会ページからご連絡くださ
い。

対面

申し込む

体験日の２０日前まで

参加前２０日間の体温の測定をお

願いしております

(福)おかざき福祉会 サービス 岡崎 岡崎市滝町字十楽43-11
車OK,
名鉄東岡崎駅から送迎

6名

㉒ ものづくり体験ができる！
図面の読み方～組立まで！

生産機械装置製作の就労体験を通じて、会社
や仕事の役割を学ぶ

2～3日間 8/2(月)～9/15(水)の希望日
※応相談

対面

★
（既卒OK）
※概ね卒業後

3年以内

申し込む

希望日の１週間前まで
オノダ工業(有) メーカー 岡崎 岡崎市在家町米野50（岡崎工場） 車OK, 公共交通機関利用 2名

㉓ CADを使用した開発業務体験
3日間コース

3DCADを使用して開発スタッフの業務を疑
似体験

3日間 8/23(月)～8/25(水) 対面
申し込む

8/4(水)まで
豊興工業㈱ メーカー 岡崎 岡崎市鉢地町字開山45番地(本社) 車OK, 公共交通機関利用 1名

㉔ 営業・販売・カフェインターン・
お仕事体験

営業、販売、カフェ店舗での就労体験ができ
ます

2～4日間
8/24(火)～8/27(金)、
8/31(火)～9/3(金)、
9/7(火)～9/10(金)

対面 ★
申し込む

各開催日1週間前まで
ワルツ㈱ 流通・小売 豊橋 豊橋市神野新田町ニノ割1　他 車OK, 公共交通機関利用 20名（申込先着順）

㉕ 0からのものづくり研修
設計・NC加工などの一連の製作の流れを体験
できます

5日間 8/2(月)～8/6(金) 対面
申し込む

7/30(金)まで
中野MONOテクノロジー㈱ メーカー 刈谷 本社工場（刈谷市今川町鍋田39番地） 車OK 4名

㉖
社会で役立つ油圧の仕組みが分かる！
機器を利用した油圧体験および設計部署のサ
ポート体験5日間コース

油圧回路や仕組みの体験、設計部署の社員の
サポート業務体験

5日間 8/23(月)～8/27(金) 対面
申し込む

8/4(水)まで
豊興工業㈱ メーカー 岡崎 岡崎市鉢地町字開山45番地(本社) 車OK, 公共交通機関利用 2名

㉗
【理系限定】業界説明、仕事の進め方講座、座
談会、模擬体験による問題解決（グループワー
ク）

模擬体験による問題解決、工場見学、先輩社
員との座談会ができます

5日間 8/23(月)～8/27(金) 対面
申し込む

8/2(月)まで
ビューテック㈱ メーカー 豊田 豊田市梅坪町9-30-3 公共交通機関利用 5名

㉘ 【技術職向け】設計業務から製品の製作までの
一連の流れの体験

自分でCAD作図し、 製品の製作まで行いま
す。

5日間
①8/23(月)～8/27(金)
②8/30(月)～9/3(金)
③9/6(月)～9/10(金)

対面 ★
申し込む

8/23(月)まで
㈱豊幸 メーカー 幸田 額田郡幸田町菱池江尻1-3 車OK 2名

（応募者多数の場合は選考）

㉙
5日間じっくりものづくり体験！
①安全を学ぶ　②CAD/CAM体験　③現場の工
程改善実習　④現状改善分析　⑤結果報告会

現場を見てものづくりの仕事を実感できる。 5日間 9/6(月)～9/10(金) 対面 ★
申し込む

開催日の1週間前まで
㈱岡田鉄工所 メーカー 岡崎 岡崎市上三ツ木町字清口27 車OK, 最寄り駅から送迎 3名

㉚ 詳細が確定次第、公開 ミカワリコピー販売㈱ 流通・小売 豊橋

⑦ 1日間
7/20(火)、7/27(火)、8/3(火)、
8/17(火)、8/24(火)、8/31(火)、
9/7(火)、9/14(火)

メーカー 岡崎 岡崎市美合町字京ケ嶺7-1 車OK 1回1名（申込先着順）

申し訳ありませんが、夏季インターンシップはやむを得ず中止とさせていただきます。
冬季インターンシップは実施予定ですので、詳細はOKナビにてアップいたします！

対面 ㈱片岡機械製作所
申し込む

各開催日の1週間前まで

【開催日順】

インターンシップ・1dayお仕事体験ラリー表

2021/6/30現在

【主催】岡崎商工会議所 就職情報室、岡崎市雇用対策協議会 【お問合せ先】岡崎商工会議所 就職情報室TEL 0564-53-6165 〒444-8611 愛知県岡崎市竜美南1-2

マップはこちら！
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