令和 ３年 ９月２４日現在

～

詳細は 【キャリア情報室】 で閲覧してください

～

※現地開催のものは新型コロナウィルス感染症の感染状況により
日程変更もしくは中止となる場合があります。詳細は先方に確認してください。
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㈱アテック
（自動車、家電、AV機器）
https://www.atec-inc.co.jp/

期

間

・

内

容

等

＜ｱﾃｯｸの1day ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
①10/9 ②11/20
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（使用ﾂｰﾙは追って連絡）
※選考なし（抽選）
（応募多数の場合は抽選の場合あり）
※詳細が決ま次第、ﾒｰﾙまたは電話で
お知らせします。

締

切

ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞ
①10/6
②11/17

株式会社

丸文㈱
（商社（電子・電気機器） 他）
https://www.marubun.co.jp/

ﾏｲﾅﾋﾞ

各開催日の
2日前まで

株式会社

㈱アルプス技研
（総合電機（電気・電子機器））
https://www.alpsgiken.co.jp/

＜問合せ先＞
丸文㈱
人事部 採用研修課
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ担当
0120-100-639
saiyou@,arubun.co.jp

▼申込・詳細は、ﾏｲﾅﾋﾞ2023から

＜ものづくり業界を知るｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
【1】対面開催
10/2、10/16
※場所：本社（神奈川県横浜市）
※受入人数：各日10～20名
※選考なし（抽選）
※交通費は自己負担となります。
【2】ｵﾝﾗｲﾝ開催
10/5、10/9、10/13、10/16、10/18、
10/23、10/27、10/30
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Zoom使用）
※受入人数：各日30名程度
※選考なし（抽選）

＜問合せ先＞
㈱ｱﾃｯｸ
採用部
052-990-9119
saiyo@atec-inc.co.jp

▼申込みは、ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞから

＜理系限定 1DAY仕事体験＞
9/29、10/14、10/29
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Zoom使用）
※定員：各日10名程度
※選考なし（先着順）
※ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸあり

申込方法・問合せ先

ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞ

各開催日の
2日前くらい
まで

＜問合せ＞
㈱ｱﾙﾌﾟｽ技研
人事部
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ担当
0120-75-3956
saiyo.rec@alpsgiken.c
o.jp

▼詳細、申込みは、ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞから。

株式会社

大阪富士工業㈱
（金属製品、機械、半導体）
https://www.ofic.co.jp/

＜大阪富士工業 1day仕事体験＞
【1】提案(ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ)営業の楽しさが
わかる！1day営業体験
9/17、10/11、10/30
【2】鉄鋼業界の仕事と未来を知る！
1day仕事体験
9/28、10/20
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Zoom仕様）
※受入人数：各日10名
※選考なし（先着順）
※「ｽｰﾂ」での参加をお願いします。
▼詳細、申込みは、ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞから。
申込みは担当者へ電話、ﾒｰﾙ連絡も可

ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞ、
電話、ﾒｰﾙ
各開催日の
2日前くらい
まで

＜問合せ＞
大阪富士工業㈱
人事部 採用課
担当：大島
06-6487-1866
ofic-jinjirecruit@ofic.co.jp

令和 ３年 ９月２４日現在

～

詳細は 【キャリア情報室】 で閲覧してください

～

※現地開催のものは新型コロナウィルス感染症の感染状況により
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システム・エボリューション㈱
（ソフトウェア、情報処理）
https://sys-evo.co.jp/

）
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＜今注目のﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀの基本「pythonによる
ﾃﾞｰﾀ分析」を体験＞
10/8
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Zoom使用）
※定員：10名程度
※資格：2023年3月卒見込の学生で，
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞを習ったことのある方
（学部・学科不問）
※申込受付後，受講方法をご案内します。
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申込方法・問合せ先

電話、ﾒｰﾙ

各開催日の
2日前くらい
まで

▼申込は電話およびﾒｰﾙにて下記項目を
お伝えください。
①お名前 ②学校名および学部・学科
③電話番号 ④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

＜問合せ＞
ｼｽﾃﾑ・ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ㈱
中部事業部
担当：服部
052-990-9080
hattori.yuri@sysevo.jp

TEL：052-990-9080
Mail：hattori.yuri@sys-evo.jp

株式会社

㈱アスピア
（建設、建築設計、住宅）
https://asupia.co.jp/

＜1day 施工管理職を知る！導入編＞
10月～12月の月2～3回開催
（※土曜日開催あり！）
※場所：長野県（松本市周辺現場）
※受入人数：各日2名まで
※対象：2023年卒予定で建築・土木を
専攻している学生
※交通費：一律3,000円
※宿泊：当社で手配します
※選考なし（先着順）
▼詳細、申込みはﾏｲﾅﾋﾞ2023から。
ご希望の日時で予約してください。
予定が合わない場合は個別調整します
ので、ﾒｰﾙにてご連絡ください。
＜Mail＞ jinji@asupia.co.jp

株式会社

㈱京都製作所
（機械、機械設計）
https://www.kyotoss.co.jp/

＜ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＞
【1】WEBで探求する ｵﾝﾗｲﾝ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
9/14
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Zoom使用）
※選考なし（先着順）
※ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸあり
【2】ﾘｱﾙで体感する 1-DAY ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
10/16
※場所：本社（京都市伏見区）
※受入人数：10名前後予定
※選考なし（先着順）
（但し、応募者多数の場合は抽選）
※交通費、宿泊費の支給なし
※ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸあり
▼申込・詳細は、ﾏｲﾅﾋﾞ2023・ﾘｸﾅﾋﾞ2023か
ら

現場に入場
するため
保険への
加入手続き
が必要。
希望日より
なるべく
早めの
申込みを！

ﾏｲﾅﾋﾞ
＜問合せ先＞
㈱ｱｽﾋﾟｱ
管理部
担当：齋藤
0263-32-8855
jinji@asupia.co.jp

ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞ

【1】9/13
【2】10/15

＜問合せ先＞
㈱京都製作所
管理本部
担当：松岡・宮内
0120-20-9102
saiyo@kyotoss.co.jp

令和 ３年 ９月２４日現在
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飛島建設㈱
（建設、住宅、設備・設備工事）
https://www.tobishima.co.jp/
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＜ｾﾞﾈｺﾝ現場の雰囲気を体感してみよう＞
【1】東北地区
①10/12：建築 宮城県
⇒ 学生寮新築工事
②10/13：土木 宮城県
⇒ 洪水対策調整池築造
【2】関東地区
①10/14：建築 東京都
⇒ 小学校新築工事
②10/20：土木 東京都
⇒ 下水処理施設立杭工事
【3】中部地区
①9/17：建築 静岡県
⇒ 倉庫・事務所新築工事
②9/17、10/18：土木 愛知県
⇒ 洪水調節ﾎﾟﾝﾌﾟ場工事
【4】関西地区
①9/16、10/22：土木 兵庫県
⇒ 洪水調節ﾎﾟﾝﾌﾟ上工事
②10/15：建築 滋賀県
⇒ 流通ｾﾝﾀｰ増築工事
【5】九州・中国地区
①10/5：土木 沖縄県
⇒ 自動車道ﾄﾝﾈﾙ工事
②10/8：建築 広島県
⇒ 複合施設新築工事
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申込方法・問合せ先

ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞ

各開催日の
2日前まで

＜問合せ先＞
飛島建設㈱
人事部
担当：浅野・假屋園
03-6455-8307
saiyo@tobishima.co.jp

※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Zoom使用）
※対象：2023年3月卒予定の学生
ｾﾞﾈｺﾝに関心がある学生
※詳細は開催の1週間前にﾒｰﾙで通知

株式会社

＜夏の1DAY仕事体験/ｵﾝﾗｲﾝ設計室訪問
＞
【1】2足歩行ﾛﾎﾞｯﾄを使った設計体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
・9/7（10:00～、14:00～）
・9/17（10:00～、14:00～）
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Zoom使用）
※人数：各回2～8名まで
（2名以下の場合は開催中止）
㈱中央エンジニアリング
※選考なし（先着順）
（機械、受託開発、自動車部品） ▼詳細、申込はﾘｸﾅﾋﾞ2023 or ﾏｲﾅﾋﾞ2023、
https://www.chuo-eng.co.jp/
当社LINEから受付
【2】ｵﾝﾗｲﾝ設計室訪問
①電子機器事業部：10/15
②航空宇宙事業部：10/20
③誘導推進事業部：10/22
④産業機械事業部：10/27
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ
▼ご予約は当社LINEから受付

ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞ、LINE
（【2】はLINEのみ）
LINE ID

各開催日の
2日前くらい
まで

＜問合せ先＞
㈱中央ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
人材採用課
03-5216-4117
saiyou@chuoeng.co.jp

令和 ３年 ９月２４日現在
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新菱冷熱工業㈱
（設備工事（空調、電気 等）
https://www.shinryo.com/

期

間

・

内

容

等

＜夏期1day就業体験2021＞
【1】WEB開催
9/9、9/15、9/28、9/29
【2】対面開催（東京本社）
9/10、9/17、9/22
※ｺﾛﾅｳｲﾙｽの状況によっては
全日程WEB開催の可能性もあり。
※対面開催の場合、交通費は
実費相当額支給（上限1万円)
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HP

各開催日の
2営業日前
AM8時まで

株式会社

ワンダープラネット㈱
（ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ、ｿﾌﾄｳｪｱ）
https://wonderpla.net/

＜問合せ先＞
新菱冷熱工業㈱
経営企画本部
人事部 人財開発課
03-6233-2238
shinryo23@mailrecruit.jp

▼申込・詳細は、下記URLの
「新菱冷熱工業My PAGE」にｱｸｾｽし、
会員登録を行ってください。
https://r-ship2.jp/2023/shinryo/login/
＜ﾜﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗﾈｯﾄ㈱ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
【1】ｴﾝｼﾞﾆｱ：ｸﾗｲｱﾝﾄ・ｻｰﾊﾞｰ
【2】2Dﾃﾞｻﾞｲﾅｰ：ｷｬﾗｸﾀｰ・UIUX・ﾊﾞﾅｰ・演出
※期間：3ヶ月程度
（週20時間・週3日程度推奨）
＊勤務開始日は個別相談
※場所：名古屋本社&ｵﾝﾗｲﾝ
（80%ﾘﾓｰﾄ。配属されたﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄの出社日
に週1回出社の可能性あり。出社が難し
い遠方の方は相談の上、ﾌﾙｵﾝﾗｲﾝ可）
※報酬：あり。1,000円～（ｽｷﾙによる）
※交通費：出社の際は支給
※ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ提出、面接2回ほどあり。
※定員が埋まりしだい終了。お早めに！

申込方法・問合せ先

HP

随時

＜問合せ先＞
ﾜﾝﾀﾞｰﾌﾟﾗﾈｯﾄ㈱
採用担当
052-265-8792
jobs@wonderpla.net

▼詳細、申込は下記URLから
【1】ｴﾝｼﾞﾆｱ
https://open.talentio.com/1/c/wonderplane
t/requisitions/detail/21966
【2】2Dﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
https://open.talentio.com/1/c/wonderplane
t/requisitions/detail/21967

株式会社

㈱日立産業制御ソリューション
ズ
（情報処理、ｿﾌﾄｳｴｱ）
https://www.hitachi-ics.co.jp/

＜夏季ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
7月～9月末（1日体験型）
【ﾃｰﾏ】
①IT系「ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ」の仕事理解！
②組込み系「ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ」の仕事理解！
③「情報・制御」のﾓﾉづくり体験！
▼応募方法
ﾏｲﾅﾋﾞ2023、ﾘｸﾅﾋﾞ2023の当社ﾍﾟｰｼﾞから
各ｺｰｽ詳細を確認の上，お申込み下さい。

ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞ

随時

＜問合せ先＞
㈱日立産業制御
ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ担当
0120-527-440
saiyou.biz.gf@hitachi.c
om

令和 ３年 ９月２４日現在
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＜Mazda Technical Toue 2021＞
【1】Mazda Technical Tour①：概要理解
・1日目：7/27 13:00～15:30
・2日目：7/28 13:00～15:30
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Microsoft Teams）
※定員：250名程度（先着順）
※対象：将来の進路として自動車ﾓﾉづくり
やﾏﾂﾀﾞへの関心が高く、挑戦心
がある学生

株式会社

マツダ㈱
（自動車、自動車部品）
https://www.mazda.com/ja/

【2】Mazda Technical Tour②：特定領域の
仕事理解
9月開催（領域毎に日時を設定）
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Microsoft Teams）
※定員：領域毎に設定（選考あり）
※対象：領域毎に設定

申込方法・問合せ先

HP

ﾏｲﾍﾟｰｼﾞを
確認のこと

＜問合せ先＞
ﾏﾂﾀﾞ㈱
開発管理部
ﾏﾂﾀﾞｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
事務局
rdinternship@mazda.co.jp

▼まずは下記URL、ﾏﾂﾀﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内の
採用ﾏｲﾍﾟｰｼﾞに登録してください。
https://www.mazda.com/ja/careers/newgra
duate/
▼本ｲﾍﾞﾝﾄの詳細は、随時ﾏｲﾍﾟｰｼﾞにて
更新・公開します。応募についても直接
ﾏｲﾍﾟｰｼﾞからとなります。

株式会社

㈱奥村設計事務所
（建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、建築設計）
http://www.om-s.co.jp/

＜奥村設計事務所を知るｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
【1】ｴﾝｼﾞﾆｱ（構造設計・施工計画）
【2】BIM/CIMｴﾝｼﾞﾆｱ
10/12、10/26、11/16、11/25
※場所：本社（名古屋市名東区）
※対象者：大学3年生もしくは大学院1年生
（上記以外で参加希望者は要相談）
※条件：
【1】土木・建築を学んでいる学生
構造力学を学んでいる学生
【2】理系学生（大学・大学院生）
※交通費支給なし
※昼食は当社で用意します
※持ち物：学生証、筆記用具、認印
※服装は自由です

ﾒｰﾙ、電話
各開催日の
2日前くらい
まで

＜問合せ先＞
㈱奥村設計事務所
採用担当
担当：中畑・城
052-704-3330
saiyo@om-s.co.jp

▼申込は当社までﾒｰﾙか電話で。
㈱奥村設計事務所
TEL：052-704-3330
Mail：saiyo@om-s.co.jp

株式会社

万能工業㈱
（機械、総合電機、機械設計）
http://www.mannoh.co.jp/

＜自動車を運転するときに誰もが触る
「○○」を知る2daysｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
【1日目】①9/23 ②10/22
【2日目】①10/14 ②11/16
※場所：本社工場（愛知県安城市）
※受入人数：各日3名
※交通費一部支給
※昼食は2日間とも当社で用意
▼申込・詳細はﾘｸﾅﾋﾞ2023から

ﾘｸﾅﾋﾞ

①9/20
②9/24

＜問合せ先＞
万能工業㈱
総務部 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ
採用担当
0566-97-8511
jinji2@mannoh.co.jp

令和 ３年 ９月２４日現在

～

詳細は 【キャリア情報室】 で閲覧してください

～

※現地開催のものは新型コロナウィルス感染症の感染状況により
日程変更もしくは中止となる場合があります。詳細は先方に確認してください。
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WDB㈱エウレカ社
（医薬品（派遣型））
https://www.wdb-eu.com/

期

間

・

内

容

等

＜適職探しｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
【1】自己分析ｺｰｽ
・理系業界ｾﾐﾅｰ、自己分析ﾜｰｸ、
先輩社員とのﾌﾘｰﾄｰｸﾜｰｸ
【2】職種理解ｺｰｽ
・座談会形式で先輩にｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
・ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ内容から社内報原稿作成
【3】業界分析ｺｰｽ
・複数の業界について学べるｾﾐﾅｰ
・座談会
【4】ﾃﾞｰﾀ解析ｺｰｽ（PCR編/HPLC編）
・PCRやHPLCの機器についてのｾﾐﾅｰ
・PCRやHPLCの機器についてのﾜｰｸ

締

切

申込方法・問合せ先

ﾘｸﾅﾋﾞ､ﾏｲﾅﾋﾞ

随時

＜問合せ先＞
WDB㈱ｴｳﾚｶ社
人材開発部
採用ﾁｰﾑ
03-6212-8811
recruit@wdb-eu.com

※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（Zoom使用）
※各回20名程度
※選考なし。先着順もしくは抽選

株式会社

トランスコスモス㈱
（各種ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ）
https://www.transcosmos.co.jp/

＜1day建設設計・夏季ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
8/19、8/25、9/7、9/16、9/24、9/29
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ（使用ﾂｰﾙは後日連絡）
※募集人数：各日30名
※対象：2023年3月卒業予定の方で
建築・土木・ﾃﾞｻﾞｲﾝ系の学部・
学科(ｺｰｽ)を専攻されている方
※PC・ﾏｲｸ・ｶﾒﾗ等をご準備ください。
（音声・映像が相互に確認できる環境が
必要となります。）
※ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内でExcel・PowerPointなど
officeｿﾌﾄを使用する場合があります

HP

各開催日の
2日前まで

＜問合せ先＞
ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ㈱
一級建築士事務所
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ担当窓口
050-1748-0293
tci_careersupport@tra
ns-cosmos.co.jp

▼申込・詳細は、下記URLから
https://www.transcosmos.co.jp/saiyou/fresh/event/intern002
.html

＜三和機工㈱ ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
随時受付

株式会社

三和機工㈱
（産業用機器）
http://www.sanwa-kiko.co.jp/

※期間：応相談
※時間：8:00～17:00
※場所：本社工場（愛知県豊橋市）
（大学の近く！気軽にご参加下さい！）
※研修内容：機械設計、電気制御設計、
機械組立作業
（産業用工作機械の設計から製作まで
の一連の流れが体験できます）
※昼食は会社より支給
▼詳細はお問合せください。
申込は電話かﾒｰﾙで。
三和機工㈱ 総務経理部 担当：鈴木
TEL：0532-32-3181
Mail：n-suzuki@sanwa-kiko.co.jp

電話、ﾒｰﾙ

随時

＜問合せ先＞
三和機工㈱
総務経理部
担当：鈴木
0532-32-3181
n-suzuki@sanwakiko.co.jp

令和 ３年 ９月２４日現在

～

詳細は 【キャリア情報室】 で閲覧してください

～

※現地開催のものは新型コロナウィルス感染症の感染状況により
日程変更もしくは中止となる場合があります。詳細は先方に確認してください。
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＜UR都市機構まちづくり1day就業体験＞
※開催時期：7月1日～2月28日
（夏～冬の間で、1日型のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを
複数回実施予定。）
(独)都市再生機構
※場所：主に東京・愛知・大阪・福岡
【UR都市機構】
など＋ｵﾝﾗｲﾝ
独立行政法人 （不動産、住宅）
※受入人数：各回20～30名程度
https://www.fujitsu.com/jp/group/ ※応募者多数の場合は抽選の場合あり
fnets/
※報酬・交通費の支給は無し
※事務系・建築系・土木系・造園系以外
にも電気系や機械系の学生大歓迎！

締

切

申込方法・問合せ先

ﾘｸﾅﾋﾞ、ﾏｲﾅﾋﾞ
ﾏｲﾅﾋﾞ
ﾘｸﾅﾋﾞ
参照

＜問合せ先＞
(独)都市再生機構
本社 人事部 企画課
担当：佐武・石原
045-650-0246
saiyou@ur-net.go.jp

▼詳細については、ﾏｲﾅﾋﾞ・ﾘｸﾅﾋﾞ参照

＜2021ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
開催時期・日数
①8～9月：夏季休暇中（お盆休み除く）
②5days：1週間（月～金）
③10days：2週間（月～金）
④1day：随時（営業は1dayで実施）
株式会社

若鈴コンサルタンツ㈱
（建設コンサルタント）
http://wakasuzuc.jp/

※場所：本社（愛知県名古屋市）
東北支店（宮城県仙台市）
東京支店（東京都豊島区）
九州支店（熊本県熊本市）
※交通費支給（詳細は当社まで）
※訪問してもらう日時等はﾒｰﾙで調整

HP

随時
（先方と
ﾒｰﾙで調整）

＜問合せ先＞
若鈴ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ㈱
本社総務室
採用窓口担当
担当：伊藤、楯
052-501-1361
soumu@wakasuzuc.co.
jp

▼詳細・応募は、下記URLから
http://wakasuzuc.jp/recruit/2021intern/
ﾍﾟｰｼﾞ内「ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ」へ入力の上、応募。

株式会社

秋山興業㈱
（建設、土木、とび）
http://www.akiyamak.jp/index.html

＜ｶｯｺいい、とび職人が大勢いる場所＞
随時募集中！（土日・祝除く）
日数は応相談
※場所：本社（静岡県静岡市）
※時間：9：30～15：00迄
（就業時間変更することあり）
※職種：鳶(とび)、職人(技能職)、営業職、
施工管理（現場監督）、総合職
※昼食代は会社より支給
▼希望者は下記URLから申込み
http://www.akiyamak.jp/recruit/entry/internship/entry2021a.ht
ml

HP

随時

＜問合せ先＞
秋山興業㈱
総務課
担当：内藤
054-206-1510
tobisyoku@akiyamak.jp

令和 ３年 ９月２４日現在

～

詳細は 【キャリア情報室】 で閲覧してください

～

※現地開催のものは新型コロナウィルス感染症の感染状況により
日程変更もしくは中止となる場合があります。詳細は先方に確認してください。
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㈱メイテック
（機械、輸送機器、総合電機）
https://www.meitec.co.jp/

期

間

・

内

容

等

＜1DAY仕事体験＞
7月上旬～9月下旬の期間
（詳細はﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞにて）
※場所：ｵﾝﾗｲﾝ開催
（当日はExcelを使用する予定のため
Microsoft Office系ソフトが使用できる
媒体も併せてご準備ください）
※受入人数：各回20名程度
※選考なし（先着順）

締

切

申込方法・問合せ先

ﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞ

9/30

＜問合せ先＞
㈱ﾒｲﾃｯｸ
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ窓口
0120-935-654
recruit@meitec.com

▼申込や開催日確認はﾏｲﾅﾋﾞ、ﾘｸﾅﾋﾞから。

株式会社

㈱イシダ
（精密機器、機械）
https://www.ishida.co.jp/ww/jp/

＜世界最先端のｺｱ技術を体験！
各製品の誕生秘話を紐解こう＞
計量技術、包装技術、検査技術、情報
通信技術。ｲｼﾀﾞはこれら4つの技術を
ﾍﾞｰｽにした製品を世界に提供しています。
今回はこの4つのｺｱ技術が搭載された
それぞれの製品の誕生秘話を紐解く
体感ﾜｰｸをご用意！

ﾒｰﾙ、TEL

随時

担当：吉川
075-693-7107
ishida@s.axol.jp

※実施日：応相談
※場所：滋賀事業所 or ｵﾝﾗｲﾝ
※対象：理工系 大学生・大学院生
※持ち物：筆記用具

株式会社

＜Summer 1Day 仕事体験＞
【1】IoTを体験してみよう！
①名古屋会場 8/5、8/27、9/8、
9/16、9/23
※場所：ｳｲﾝｸあいち（愛知県名古屋市）
②横浜会場 9/28
※場所：林ﾃﾚﾝﾌﾟ㈱横浜事業所
（神奈川県横浜市）
【2】CADを体験してみよう！
㈱ハイテックス
①名古屋会場 8/31、9/7、9/14、9/20
（自動車）
※場所：ｳｲﾝｸあいち（愛知県名古屋市）
②横浜会場 9/27
https://www.haitex.hayatele.co.jp/ ※場所：林ﾃﾚﾝﾌﾟ㈱横浜事業所
（神奈川県横浜市）
③豊田会場 9/30
※場所：林ﾃﾚﾝﾌﾟ㈱本社事業所
（愛知県豊田市）
※交通費は弊社規定で支給あり
▼詳細、申込みは下記URLから
https://www.haitex.hayatele.co.jp/recruit/jo
binfo/intern.html

＜問合せ先＞
㈱ｲｼﾀﾞ
総務人事部 人事課
採用担当

HP

開催日の
2日前
くらいまでに

＜問合せ先＞
㈱ﾊｲﾃｯｸｽ
管理部 管理課
担当：山上
052-203-9777
kikaku@haitex.hayatele.c
o.jp

令和 ３年 ９月２４日現在

～

詳細は 【キャリア情報室】 で閲覧してください

～

※現地開催のものは新型コロナウィルス感染症の感染状況により
日程変更もしくは中止となる場合があります。詳細は先方に確認してください。
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締

切

＜ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ生募集＞
随時受付

株式会社

株式会社

※期間：1日～1週間
㈱盛本構造設計事務所
※時間：8:00～17:00
（建築設計）
※対象：就職先として当社に少しでも
http://www.morimo-kozo.com/
興味をお持ちの方
※提出書類：自筆履歴書
※持参品：筆記用具、電卓、定規
※交通費の支給なし
※宿泊：弊社手配（宿泊費負担あり）

㈱カズマ
（ｲﾝﾃﾘｱ製品、ｶｰﾃﾝ製造）
https://e-kazuma.jp/

＜ｲﾝﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰｼｯﾌﾟ 2021＞
日程は個別に調整。日程は2日間。
国内ﾄｯﾌﾟｼｪｱのｶｰﾃﾝﾒｰｶｰの問題点を
発見し、これまでの常識をひっくり返す。
社員の指示のもと業務をおこないます。
※場所：本社（福井県福井市）
※ｲﾝﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰｼｯﾌﾟ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
①情報ｼｽﾃﾑ ②生産技術
③EC事業
④開発
⑤企画営業

申込方法・問合せ先
電話、ﾒｰﾙ

随時

＜問合せ先＞
㈱盛本構造設計事務
所
担当：盛本
0564-23-0550
morimo88@quartz.ocn.
ne.jp

HP

随時

＜問合せ＞
㈱ｶｽﾞﾏ
管理部
担当：塚本・細川
0776-56-4006
recruit@kkkazuma.co.jp

▼申込み、詳細は下記URLから
https://e-kazuma.jp/recruit/internship/

長野県

＜長野県佐久市の企業で
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ参加学生募集！！＞
6月～10月頃までの5日間
（事業所によって異なる）
※実習先：佐久市HPに掲載されている
登録企業より選択。
【登録企業ﾘｽﾄはこちら】
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukur
長野県佐久市の登録企業
i/shokogyo/koyo_rodo/isboshu426.files/R3ji
https://www.city.saku.nagano.jp
gyousyo_ichiran.pdf
/machizukuri/shokogyo/koyo_ro
do/isboshu426.html
▼詳細は下記URL参照
https://www.city.saku.nagano.jp/machizukur
i/shokogyo/koyo_rodo/isboshu426.html
希望者は希望企業の実習開始日の
1ヶ月前までに学生課6番窓口まで。
受入企業との打合せ等については、
各自でおこなっていただきます。

学生課６番窓口

希望企業の
実習開始日
の1ヶ月前
まで

＜問合せ先＞
佐久市役所
商工振興課
商業振興労政係
担当：市川・遠藤
0267-62-3265
syoko@city.saku.naga
no.jp

令和 ３年 ９月２４日現在
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詳細は 【キャリア情報室】 で閲覧してください

～
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申込方法・問合せ先

＜1day,2days and more！ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ＞
随時受付中！
（特に日程を定めておりません。
希望社はお気軽にお問合せください。）

株式会社

正光建設㈱
（総合建築）
https://seiko-mori.jp/

※場所：本社（静岡県周智郡）
※実習予定内容
①CAD体験：本物の建築図面を見ながら
CAD操作をしていただきます。
②建設・工事場見学
普段みることができない「工事中」の
現場の様子をご覧頂きます。
③ﾄﾞﾛｰﾝ体験
産業用ﾄﾞﾛｰﾝの飛行を体験。
※掛川駅、袋井駅などへの送迎も可能。
申込時に都合をお伺いします。
※昼食あり
※9時～16時を予定（要望に合せて変更可）

電話、ﾒｰﾙ

随時

＜問合せ先＞
正光建設㈱
人事課
担当：渡瀬・岸浪
0538-85-3118
jinjihr@sr-seiko.co.jp

