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山形県庄内総合支庁地域産業経済課（産業振興担当） 

  

庄内地域インターンシップ受入企業ガイドについて 

 

 

・このガイドは、庄内地域に就業場所を有する企業に令和６年春の大学等卒業予定者

を対象としたインターンシップ受け入れについての情報提供を依頼し、寄せられた

情報を編集したものです。 

・このガイドの PDF版は、下記庄内総合支庁地域産業経済課のホームページにも掲載

しております。 

・掲載されている内容は令和４年１０月末時点での情報です。追加・変更等最新の情

報は下記ホームページで御確認ください。 

・新型コロナウイルスの影響で中止や延期になる可能性もあります。また、ＷＥＢで

のインターンシップや企業説明会を行っている場合もありますので、各事業者に御

確認ください。 

 

 

【庄内総合支庁地域産業経済課 地元就職情報提供ホームページ】 

 

https://www.pref.yamagata.jp/337041/sangyo/rodo/koyotaisaku/ 

uiturn/jimotoshushoku.html 

 

 

 

 

●「山形県就職情報サイト」「庄内地域版企業海洋ガイドブック」情報、「インターン

シップ等に係る支援」情報を最終ページに掲載しておりますので御覧ください。 

 

 

県外進学者 庄内 検索 ☜ 

https://www.pref.yamagata.jp/337041/sangyo/rodo/koyotaisaku/


※　№は各ページ右上に記載されています。
（産業分類順、企業名五十音順）

業種
(産業分類)

№ 企業名 業種
(産業分類)

№ 企業名

1 羽前建設株式会社 34 富士電工株式会社

2 大場建設株式会社 35 山形日産自動車販売株式会社

3 加藤建設管工株式会社 36 山形パナソニック株式会社

4 株式会社小松組 37 株式会社ヤマザワ

5 株式会社鈴木工務店 38 株式会社ヤマザワ薬品

6 Ｔ＆日本メンテ開発株式会社 39 株式会社きらやか銀行

7 東北電機鉄工株式会社 40 鶴岡信用金庫

8 林建設工業株式会社 41
東京海上日動火災保険株式会社
山形支店

9 株式会社丸高
不動産業、
物品賃貸業 42 株式会社セントラルリース

10 伊藤鉄工株式会社 43 株式会社庄内測量設計舎

11 株式会社岩浪木材センター
生活関連サー
ビス業 44 株式会社ハピネス

12 OKIサーキットテクノロジー株式会社 45 社会福祉法人あつみ福祉会

13
オリエンタルモーター株式会社
鶴岡中央事業所

46 医療生活協同組合やまがた

14 株式会社光洋 47 社会福祉法人かたばみ会

15 株式会社斎藤農機製作所 48 社会福祉法人恵愛会

16 株式会社桜本製作所山形事業部 49 社会福祉法人恵泉会

17
ソニーセミコンダクタマニュファク
チャリング株式会社

50 医療法人健友会

18
ＴＤＫエレクトロニクスファクトリー
ズ株式会社

51 社会福祉法人光風会

19 ティービーアール株式会社 52 医療法人社団さつき会

20 テクマン工業株式会社 53 社会福祉法人正覚会

21 東北エプソン株式会社 54 社会福祉法人立川厚生会

22 株式会社平田牧場 55 特定非営利活動法人鶴岡福祉村

23 前田製管株式会社 56 株式会社東北福祉サービス酒田事業所

24 丸善食品工業株式会社 57 社会福祉法人羽黒百寿会(保育部)

25 水澤化学工業株式会社 58 株式会社ひまわり

26 株式会社コミュニティ新聞社 59
株式会社プレステージ・インターナ
ショナル　オランジェリー山形保育園

27 株式会社セーブ 60 社会福祉法人みのり福祉会

28
株式会社日情システムソリューション
ズ

61 社会福祉法人山形虹の会

運輸業 29 第一貨物株式会社 62 社会福祉法人友和会

30 オビサン株式会社 63 タイコー警備保障株式会社

31 株式会社カーサービス山形 64 東洋ワークセキュリティ株式会社

32 生活協同組合共立社 65 株式会社トスネット南東北酒田営業所

33 株式会社東北マツダ 66
株式会社プレステージ・
インターナショナル山形BPOパーク

～　目　次　～

建設業

製造業

情報
通信業

卸売業、
小売業

卸売業、
小売業

金融業、
　保険業

医療、
福祉

サービス業
（その他）

学術研究,専門・

技術ｻｰﾋﾞｽ業



インターンシップ受入企業情報 № 1

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ   http://www.uzen.co.jp/  *　 公式Facebook、Instagramあります！

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：常務取締役 担当者名：鈴木

TEL：0234-27-3116　　　 E-mail：uzens@uzen.co.jp

下記メールアドレスにご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　●建設業技術者/技術者コース
　　　公共工事のとりまとめを行うエンジニア職と、
　　　重機操作などの技能をいかし、建設現場の工事にあたる技能職。
　　　まちづくりの最前線の熱気を直に感じ取れるコースです。
　　　【内容】　・企業概要、及び業界概要説明
　　　　　　　　・測量体験
　　　　　　　　・建設現場ツアー
　　　　　　　　・座談会
　●施工管理補助/工事技術係コース
　　　会社にとって「縁の下の力持ち」な存在の工事技術係。
　　　建設業特有の業務や、まちづくりに特化した工夫などについて体験できるコースです。
　　　【内容】　・企業概要、及び業界概要説明
　　　　　　　　・建設現場掲示物等の書類作成
　　　　　　　　・ドローン操作体験、ＣＡＤ図面作成体験
　　　　　　　　・建設現場ツアー
　　　　　　　　・座談会
※新型コロナウィルス等の社会情勢を勘案して、内容や日程の変更がある場合があります。

建設業の面白さ、この業種ならではの魅力、地域における役割や公共工事の仕組みなど。
各コースとも、生きた工事現場に触れる、といった経験は、学生さんの今後の就職イメージや、将来の
方向性を考える体験として役立ちます！

土木や建設業に興味のある方はもちろん、まちづくりや地元に携わる職に興味のある学生さんにオスス
メです！
施工管理補助という、事務系での受入もしていますので、進路の業種に限らず、在学中に職業体験がし
たい、地元就職のイメージを掴みたい、という方もぜひご参加下さい！

随時

常時可、１日からＯＫです！

若干名（１名～可）

実施場所
・本社（酒田市上安町二丁目２０－３０

・稼働中の建設現場（時期により工事の種類が変わります）

まちづくりインターンシップ　【随時開催】
★技術者コース/工事技術係コースいずれか選択可能です★

羽前建設株式会社

ウゼンケンセツ（カ

　　　　２，０１５万円 　　　　　　4億９，４６４万円（2021年5月期）

「まちづくりの意志を、繫いでいきたい」

　私たち建設業が担う庄内の「まちづくり」の面白さをより多くの若い皆さん
に感じてほしい！現場での技術者コースはもちろん、工事技術係コースへのご
参加も大歓迎です！

本社所在地
〒　998　－　0011　　　　

山形県酒田市上安町二丁目20-30

事業内容
山形県や酒田市発注の公共工事全般（道路、河川、橋梁、公園など）や
維持・民間工事など建設業の技術を活かした「まちづくり」の仕事をしています。

２４名（2022年９月末現在） 　　　　　1978年

http://www.uzen.co.jp/　


インターンシップ受入企業情報 № 2

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

・就業体験（土木、建築のそれぞれの現場に行き、現場担当者から説明を受け、

　現場内を案内します）

大場建設株式会社

建設業を知る１dayインターンシップ　【随時開催】

オオバケンセツ（カ

４,５００万円 ２６億６,５１０万円（２０２２年４月期）

当社は庄内地方を中心に地域の人たちが暮らしやすい環境を作ることを最大の
使命として土木建築工事を行ってきました。今後技術革新等がどんどん進む
中、若い皆様方の力が必要です。少しでも興味、関心のある方はご気軽にエン
トリーして下さい。

本社所在地
〒  998 － 0001　　　　　

山形県酒田市穂積字尻地２３３

事業内容 総合建設業　土木事業　建築事業　住宅事業　不動産事業

５７名（2022年10月末現在） 1966年

下記担当者までご連絡下さい

インターンシップの概要

【就業体験内容】

建設業の基礎を学べます。
建設会社に勤務した場合の仕事をする事のイメージを掴めます。

当社は基本的には転勤はなく地元定着になります。
建設業に興味があり、地域の発展に一緒に貢献したい方はぜひ御応募下さい。

随時

開催時期：随時　　受入期間：１日

３人以内

実施場所 本社（酒田市穂積字尻地２３３）及び施工中の土木建築現場

建設業を理解する１日

建設業とはどういう仕事なのかを実際に現場に行って体験していただきます。

スケジュール

・会社概要、施工実績（土木、建築）の説明

・質疑応答（年代の近い先輩に何でも遠慮なく聞いて下さい）

・当社技術顧問の講話

http://www.oba.co.jp

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません

連絡先
所属：管理部 担当者名：根岸裕文

TEL：０２３４-３４-２０１１　　　　 E-mail：negishi@oba.co.jp

http://www.oba.co.jp/


インターンシップ受入企業情報 № 3

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://katokan-t.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部 担当者名：伊藤　由香利

TEL：0235-22-2206　 E-mail：katokan@cameo.plala.or.jp

電話・メール・HP

インターンシップの概要

【就業体験内容】

・当社が施工した場所へ出向いて物件の見学

・実際施工中の現場へ見学
　希望があれば現場で体験できる（資格を伴わない軽作業）

・建設、設備CADを使い実際に図面を作成

・専用の器械を使い実際の測量作業体験

普段何気なく見ている工事の現場を体験できる

建設業に興味のある方

2023年　3月15日

2023年　4～5月　（詳細日程は後日連絡）・2日間

3名

実施場所 加藤建設管工㈱　本社

建設業を身近に感じることができるインターンシップ【４月、５月開催】

加藤建設管工株式会社

カトウケンセツカンコウ（カ

　2,000万円 　2億600万円（2022年7月期）

当社は昭和・平成・令和と3つの年号にわたり総合的に建設業で幅広く施工実績を重ねて
きました。
今回は普段立ち入れない工事の現場体験や専用のCADを使った作図等、完成までのなくて
はならない部分を体験していただきます。
体験することで建設業の見方が変わるかもしれません。
ぜひ！！エントリーください。

本社所在地
〒　997　－　0803　　　　

山形県鶴岡市伊勢横内字伊勢郷79-1

事業内容 土木・建築・管工事

18名（2022年10月末現在） 1974年

https://katokan-t.co.jp/


インターンシップ受入企業情報 № 4

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://komatugumi1959.business.site/

報酬・交通費 報酬、交通費の支給はございませんのでご了承願います。

連絡先
所属：本社　営業部 担当者名：小松与志雄

TEL：0234-22-7411　　 E-mail  ：komatu10@inetshonai.or.jp

下記担当者までメールまたは電話にて、お問い合わせください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

公共工事を肌で感じてもらい、
国が進めるICTなどの最先端技術の実践的な体験が出来ます。

建設業に興味が有り、将来的に、地元定着を考えている方。
大学～高校、学部・学科、技術職希望・技能職希望は問いません。

随時受付

開催時期：随時　・　受入期間：１日

２人

実施場所 本社（酒田市こあら３丁目６－１）　及び　　各現場（酒田市最上川、遊佐町高速道路）

弊社は施工管理のプロセスにＩＣＴを活用しておりますので、

ドローンやトータルステーションを使用した施工管理の体験。

また、電子黒板を使用した写真管理も体験してもらいます。

【スケジュール】

カ）コマツグミ

２０００万円 ４億６０００万円（2022年５月期）

本社所在地
〒　９９８－０８７８　　　　

　山形県酒田市こあら３丁目６－１

　本社

事業内容 　庄内地方で官公庁発注の土木公共工事を主体とする建設会社です。

２２名（２０２２年９月末現在） １９５９年

国土交通省が発注する工事をメインとし、常に国
が進めるICTなどの最先端の技術を取入れ工事を
進めております。
「健康経営優良法人（中小法人部門）」の認定を
昨年に引続き受けました。

・会社概要の説明

・現場体験　（国交省発注の工事現場を予定）

・内容：実際の公共工事の現場に行き、直接担当者から説明を受けます。

公共工事を体感する1dayインターンシップ　【随時開催】

株式会社小松組

https://komatugumi1959.business.site/


インターンシップ受入企業情報 № 5

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

お電話でご確認のうえ、下記メールアドレスにご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

【スケジュール】

●オリエンテーション
（内容：会社概要、事業実績、現行事業、今後の展望などの説明）
※弊社社長が対応予定です。実際の社風を感じながら、直接対話していただけます。

●現場見学および就業体験
①CADによる製図の体験
（内容：CADシステムを使用し図面を作成）
②現場管理の体験
（内容：工事進行中の現場で、監督の説明を受けながら、管理業務を体験）
③軽作業の体験
（内容：実際に使用している機器・重機の説明を受けながら、軽作業を体験）
　※上記の体験内容は工事の進行状況で変更になる可能性もありますので、詳細はエントリー後
　　調整させてください。

オリエンテーション、図面作成、現場管理、軽作業を一通り体験する中で、建設現場での働き方や雰囲
気、ものづくりの構想をカタチにしていく工程を学ぶことが出来ます。

私たちの生活を豊かにする道路、河川、橋梁、農業用水などのインフラ整備や公共施設、店舗、住宅など
の建築に興味があり、共に地域を支えていきたい方はぜひご応募ください。
※資格･免許は、入社後のバックアップ体制のなかで取得していただけます。

2023年2月17日

開催時期：2023年3月1日～3月4日　　受入期間：1～4日間で調整

2人

実施場所
株式会社 鈴木工務店

（山形県鶴岡市布目字宮田163番地4）

https://www.kksuzuki.jp/

報酬・交通費 昼食をお出しします・交通費は実費支給します（上限１0,000円）

連絡先
所属：総務部 担当者名：小松　文子

TEL：0235-28-2758　　　　 E-mail：kksuzuki@lily.ocn.ne.jp

株式会社鈴木工務店

「想いをカタチに変えていく」を体感するインターンシップ
　【3月開催】

カ）スズキコウムテン

2000万円 8億5千万円（2022年5月期）

当社は総合建設業として、主に庄内を営業拠点とし、地域の基盤となるインフラ
整備や人々の生活を支える建築物などの建設を行っております。創業時の原点で
ある木造住宅にも力を入れており、建築工事、土木工事、住宅事業が弊社が提供
している主力事業です。

本社所在地
〒　997　－　0851　　　　

山形県鶴岡市布目字宮田163番地4

事業内容
建築工事（公共施設、福祉施設、教育施設、店舗、工場、ビルほか）
土木工事（道路、河川、橋梁、農業用水、砂防、その他の公共工事）
住宅事業（新築住宅、増改築、修繕、リノベーション）

35名（2022年10月末現在） 1966年

社員の働いている様子や

製品等の写真

https://www.kksuzuki.jp/


インターンシップ受入企業情報 № 6

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

Ｔ＆日本メンテ開発株式会社

コンクリートの補修を知る！
１dayインターンシップ【随時開催】

ティアンド　ニホンメンテカイハツ（カ

2,000万円 　6億1,085万円（2022年　3月期）

当社は、コンクリートの補修・補強の分野を得意とする総合建設業です。ネッ
トショップで商品販売も手掛けています。このコースでは補修した現場を『見
て』、コンクリートとは何かを『知って』、補修を『体験』していただきま
す。是非、私たちの仕事を見に来て下さい。

本社所在地
〒９９９－７７７３　　　　

山形県酒田市木川字東中道29番地の8

仙台営業所
（宮城県仙台市青葉区愛子東2丁目3-26）

事業内容
土木・建築及び配管工事請負、コンクリート構造物の補修・補強工事請負
コンクリート構造物のコンサルタント業務、商品販売（特殊セメント、補修・補強資機材）

４０名（２０２２年　４月末現在） 　１９７０年

http://www.maintenance.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部 担当者名：高梨　一美

TEL：0234 - 93 - 2139　　　　 E-mail：h-takanashi@maintenance.co.jp  

下記担当者までご連絡下さい。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

・地域社会の安全・安心を担うインフラ維持メンテナンスを目的とした補修・補強工事の現場見学と、
ひび割れの補修を体験していただきます。
　
【スケジュール】
●オリエンテーション　（会社概要の説明）

●現場見学
　①現場見学
　②技術者とディスカッション
　　　（内容：コンクリート補修技術についての紹介）
　③補修工事の一部を体験
　　　（内容：コンクリート補修材料を使って微細ひび割れの補修を体験）
　④全体ディスカッション

☆社会インフラを長持ちさせる補修技術を見学し体験できます。

☆ コンクリートのひび割れ調査や補修技術に興味のある方
☆ インフラ整備で社会貢献をしたい方

随時受付

2022年12月～2023年３月

３人

実施場所
Ｔ＆日本メンテ開発株式会社　本社又は仙台営業所

（ご希望を伺います）

http://www.maintenance.co.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

]

ホームページ http://www.dtekko.co.jp/

報酬・交通費 報酬金あり、交通費支給、送迎あり

連絡先
所属：経営管理室 担当者名：菅原大和

TEL：0234　-　33　-　9111　　　　 E-mail：s-yamato@dtekko.co.jp

メールまたは電話

インターンシップの概要

【就業体験内容】

当社は機械設備と電気・計装設備の２大事業領域を持っているので
様々なことを幅広く経験して頂きます。

【活動内容】
・会社概要説明
・工場での加工作業
・CADによる図面作成作業
・工事現場の実務作業

様々なことを体験することによって幅広い知識が身に付きます。

建設業に興味がある方
コミュニケーション能力に自信がある方

随時

随時

3名程度

実施場所
東北電機鉄工株式会社　酒田本社
山形県酒田市大浜一丁目4番57号

建設業を経験する1dayインターンシップ【随時開催】

東北電機鉄工株式会社

トウホクデンキテッコウ（カ

　　　　2億円 　　　66億4,256万円（2022年3月期）

当社では、地元高校の卒業生たちがそれぞれの部署で活躍しています。その活
躍は地図として残り、そして未来へも残っていきます。ものづくりのプロ
フェッショナルとして、私たちと一緒に地元地域を支える一翼を担っていきま
せんか？自分の可能性を信じ、挑戦し続けたいと思っている皆さまのご応募を
お待ちしております！

本社所在地
〒　998　－　0064　　　　

山形県酒田市大浜一丁目4番57号

酒田本社、鶴岡・山形・東京に支店、新庄・米沢・富山に営業所、酒田・埼玉に工場、土浦出張所

事業内容
技術職－建築及び機械設計（プラント関係）
工事管理（建築・機械・電気設備・計装設備・配管設備）

175名（2022年9月末現在） 1945年

http://www.dtekko.co.jp/


インターンシップ受入企業情報 № 8

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

今どきの?!建設業について見て聞いてみよう！【随時開催】

http://www.hayashikensetsu.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部 担当者名：堀口　和枝

TEL：0234-23-3322 E-mail：kazue-h@hayashikensetsu.co.jp

下記担当者までご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

当社施工物件の紹介や安全に施工を行うための数々の安全装備、効率性を考えた先端技術、チームで仕
事をするうえで心得ておくコミュニケーション術など、わかりやすくお伝えします！

【スケジュール】
●企業理念、事業概要説明

●仕事内容

●当社人材教育ワークショップ（コミュニケーション編）

●会社福利厚生制度の紹介

●安全な施工を行うための取組み、先端技術紹介

●当社施工物件の紹介、現場見学

安全な建設業、最新技術を使っての現場運営、丁寧な人材教育　など

建設業に少しでも興味のある方、応募お待ちしてます！

随時受付

開催時期：随時　　　受入期間：１日

５名以内

実施場所 山形県酒田市幸町１－６－６

林建設工業株式会社

ハヤシケンセツコウギョウ（カ

7,000万円 35億2,784万円（2022年3月期）

当社は、道路や橋、学校や店舗、一般住宅の建設を行う総合建設業を営んでい
ます。2019年創業100周年となり、良い伝統や習慣は守りつつ、新しいこと
へのチャレンジを通じて、変化を恐れない会社を目指しています。
インターンシップを通じて１人でも多くの方とお会いできるのを楽しみにして
います！

本社所在地
〒　９９８　－　００２３　　

山形県酒田市幸町１－６－６

事業内容 総合建設業

106名（2022年5月末現在） 　　1949　年

http://www.hayashikensetsu.co.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方は是非ご応募
下さい！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

報酬・交通費

ホームページ

下記担当まで連絡願います。

報酬、交通費の支給はございませんのでご了承願います。

連絡先
所属：総務部 担当者名：渋谷紀子

TEL：0234－25－2011 E-mail：noriko@marutaka-net.co.jp

154名（　2022年9月末現在） 1962　年

４年生大学、短期大学、専門学校の方　（専門学部は問いません）
・様々な構造物を作ってみたい方
・建設に関するモノづくりに興味のある方

https://marutaka-net.com/

5名

いつでも対応

いつでも対応

土木または建築の現場を直に体感でき、建設業の技術/技能とは何かを知ることができます。

8000万円 60億4,673万円（2022年5月期）

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　土木及び建築の様々な現場がどのように管理され、どのように施工されているか、施工管理、品質管
理、工程管理、安全監理、原価管理業務の一部を学習してもらいます。
　一つとして同じ現場は無いので、現場管理者の苦労や達成感を直接肌で感じることができます。

   現場のスケール感を体感していただくと建設業に興味が湧いてくるでしょう。

—　スケジュール　－

・会社概要の説明
・現場体験
　（内容：現場の担当者より直接現場の説明をしてもらいます。）
・質疑応答
　　　　　　他

実施場所
株式会社　本社及び各現場

（山形県酒田市下安町41番地の１）

建設現場のものづくりに対する思いを体感する１DAYインターンシップ
【随時受付】

カ）マルタカ

株式会社丸高

宮城県（仙台支店）　山形支店　　住宅展示場（下安町）　有り

事業内容

　創業時から「自主性を尊重」し、自由闊達に意見が言える社風が自慢です。仕事におい
ても技術力の強化に努めています。資格取得支援制度があり社員の資格取得を推進してい
ます。
　福利厚生面でも就業規則、給与規定など各種規定の整備や研修制度が充実しています。
2020年4月より完全週休2日制を導入し年間125日の休日を確保、有給休暇の消化推進
など社員の働く環境の充実を図っています。

本社所在地
〒　998　－　0012　　　　

山形県酒田市下安町41番地の1

総合建設業（官公庁工事50％、民間工事50％）として土木一式工事（橋、道路、港湾、治山など）、
建築一式工事（各種福祉施設、各種民間建築）、一般住宅（クレバリーホーム）を事業として展開して
います。

https://marutaka-net.com/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://www.itotekko.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部 担当者名：佐藤

TEL：0235-22-6636　　　　 E-mail：saiyo@itotekko.co.jp

下記のメールアドレスに連絡又は、リクナビ2024よりエントリー

800年の歴史の中で培った技術を体験！　【12月～2月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

簡単な部品を溶接して組み立て、ものづくりを体験していただきます。製作した部品の非破壊検査も合
わせて体験することで、品質保証の考え方も体験できます。

【スケジュール】
１日目：オンライン開催
　●　会社説明
　●　バーチャル工場見学
　●　１ｄａｙ仕事体験の内容説明
　
２日目：対面実施
　●溶接体験；簡単な図面を見ながら溶接します
　●昼食；先輩社員と一緒にお弁当を食べます
　●非破壊検査体験：自分が溶接した箇所を、検査します
　●座談会；一日を通しての振り返りや質疑応答

※ いずれか一方のみの参加も可能です。

当社のものづくりに欠かせない、溶接の作業方法や、溶接品質を保証する手法を学べます。

「ものづくり」に興味のある方

最終締切日；2023年2月20日

１日目：別途調整　／　２日目：12月28日・2023年1月27日・2月22日

各3名

実施場所
伊藤鉄工株式会社

（鶴岡市矢馳字下矢馳４４－１）

＜　オンラインインターンシップあり　＞

伊藤鉄工株式会社

イトウテッコウ（カ

　　1000万円 　　　　　　2億6000万円（　2021年6月期）

当社は創業から830年以上続く老舗企業です。鉄を扱う事業を行っており、現
在では上下水道などの流量を計測する電磁流量計、バルブや熱交換器などの圧
力容器や建設機械向けの部品などの幅広い製品の製造を行っています。溶接体
験や検査体験など実際の作業を体験できます。
ご興味のある方はぜひ、エントリーしてください。

本社所在地
〒997－0855　　　　　

山形県鶴岡市矢馳字下矢馳４４－１

事業内容 自動調節弁・建設機械部品等の製作

23名（2022年9月末現在） 1989　年

https://www.itotekko.co.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://wood-iwanami.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はありません(昼食のお弁当は用意いたします/希望者)

連絡先
(株)岩浪木材センター : 本社 担当者名：渡部

TEL：　0235-78-2377　 E-mail： iwanami-mokuzai@tempo.ocn.ne.jp

下記のメールアドレスにご連絡下さい

インターンシップの概要

【就業体験内容】

[スケジュール]
①製材工程順の機械、製材工程の視察・説明
②オリエンテーション
　・木の伐採から家が建つまで
　・住宅建築の流通や概要、木材の特性、日本農林規格について
③就業体験(場所によっては帽子・ヘルメット貸与いたします)
　・木材に触れ木の良さを体感してもらいます
　・工程順に各製材機械の仕組みや特徴を知ってもらい、簡単な補助作業を体験してもらいます

木の特性、木材の切削技術

地元庄内地域で働きたいと思っている方、高校生の方

2023年1月20日

2023年2月6日(月)〜の週・一人1日間(悪天候の場合変更になる場合があります)

最大5名程度

実施場所 本社工場(鶴岡市藤浪三丁目9-5)   午前9時〜午後4時30分

原木丸太が建築資材になるまで1日インターンシップ　【2月開催】

株式会社岩浪木材センター

カ）イワナミモクザイセンター

　　　2,000　万円 3億5,000万円（2021年12月期）

当社では建築資材である木材を製材して、工務店様大工さんに販売して
います。
普段、見ることの出来ない原木丸太を工程ごとに機械で製材し、製品に
なるまでの貴重な現場を視察〜体験をしてみませんか?
木の好きな方、デスクワークが苦手な方、ぜひご応募して下さい。

本社所在地
〒　999　　－　7604　　　　

鶴岡市藤浪三丁目9-5

鶴岡市道形町に乾燥ヤードあり

事業内容 木材製材、木材・建材販売

20名（2022年10月末現在） 1965年
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

オキサーキットテクノロジー（カ

　　　　4億8千万円 　　　　　192億円（2022年3月期）

当社は、昭和５５年（１９８０年）からプリント配線板の製造および販売をし
ており、７種あるＪＡＸＡのプリント配線板の認定を全て取得している日本で
唯一のメーカーです。
また、当社では「オンライン企業説明会」も実施していますので、下記の電子
メールアドレスにご連絡ください。

本社所在地
〒９９７－００１１　　　　　

山形県鶴岡市宝田一丁目１５番６８号

上越事業所、青梅工場、東京営業本部、営業所【鴻巣、大阪、福岡】

事業内容 プリント配線板の製造及び販売

735名（2022年10月現在） 　　　　　2012年

新型コロナウイルスの影響により未定（希望者は下記担当者まで御連絡ください）

３人

実施場所
ＯＫＩサーキットテクノロジー株式会社

（本社所在地に同じ）

OKIサーキットテクノロジー株式会社

プリント配線板製造の1dayインターンシップ

https://www.oki-otc.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部人事勤労チーム 担当者名：恩田（おんた）

TEL：0235-24-3451　　　　 E-mail：otc-saiyou@oki.com

下記担当者まで御連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　プリント配線板の製造工程を体験していただくことで、当社の製造技術や事業領域について学んでい
ただきます。

【スケジュール】

●会社概要の説明

●プリント配線板の製造についての説明

●製造工程の一部を体験

●質疑応答

※新型コロナウイルスの営業により、中止の可能性もあります。

プリント配線板の製造および弊社の事業分野の知識が習得できます。

工学部または、理系学生のご参加をお待ちしています。

新型コロナウイルスの影響により未定（希望者は下記担当者まで御連絡ください）
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

オリエンタルモーター（カ）ツルオカチュウオウジギョウショ

オリエンタルモーター株式会社鶴岡中央事業所

オリエンタルモーターは、産業用精密小型モーターを製造・販売しています。た
とえば、駅の自動改札、銀行のATMや回転寿司のレーンなどの身近な動きか
ら、病院の検査装置やスマートフォン・パソコンなどの電子機器に使われる半導
体製造装置、電子部品検査装置といった最先端技術まで、私たちのモーターはさ
まざまなシーンで活躍しています。

本社所在地
〒110－8536　　

東京都台東区東上野4-8-1

①実習職場では先輩社員の手厚いサポートがありますので安心してください。専攻に関わらず、興味がある仕事を
体験することができます。多くの社員と交流を図りながら、リアルな業務を体験できます。
②メーカー、モノづくり拠点で働くイメージをつかむことができます。

支社・支店・営業所数（国内50、海外62）、工場数（国内9）

事業内容 精密小型モーターおよび制御用電子回路などの開発・製造・販売

3,079名（2022年3月末現在） 　1950　年

41億円 668億円（2022年3月期）

①モーターメーカーの開発・技術職を体験する1～2週間【12月、1月開催】
②モーター業界＆モノづくり拠点を知るワークショップ1Day【随時開催】

＜　オンラインインターンシップあり（②のみ）　＞

インターンシップの概要

【就業体験内容】

①モーターメーカーの開発・技術職の実務を体験できるプログラムです。
モーターや生産設備を設計している部門について、仕事を見て経験して知ることができます。
どのように製品が設計されて、どのように製品が造られているのか。設計から製造まで一貫で行っている事業所の
雰囲気を感じてください。モーターの知識は特に必要ありません。
　＜実習テーマ例＞
　　・モーターの測定、評価
　　・弊社モーターを使ったロボット制御実習
　　・生産性改善業務（制御機器の活用、冶具設計・製作）等。

②街の様々なところで使われているモーターについて理解を深め、設計から製造まで一貫で行っている事業所の雰
囲気を感じてください。
　＜内容＞
　　・モーター業界研究
　　・事業所見学動画視聴
　　・身近な事例をもとにした課題解決グループワーク
　　・先輩社員との座談会

①理系の4年制大学生の応募をお待ちしております。
　テーマは希望を伺いながら調整して決定いたします。
②文理問わず募集しております。お気軽にお申込みください。

随時募集

①12月、1月実施予定（１～２週間コース）※日時は事前にすり合わせさせて頂きます。
②随時開催　※日時は事前にすり合わせさせて頂きます。

①若干名
②1回あたり6名まで

実施場所
①鶴岡中央事業所（山形県鶴岡市宝田1-13-30）
　または鶴岡西事業所（山形県鶴岡市大宝寺日本国271-5）
②オンライン（ZOOM）開催

https://www.orientalmotor.co.jp/

①下記メール宛にご連絡下さい。その後履歴書の送付をお願いします。
②下記メール宛にご連絡下さい。

報酬・交通費
①食事代として1日1,000円支給。交通費実費支給（バス・電車・送迎の場合）
②特にありません。

連絡先
所属：人事部人事課 担当者名：八重樫志保

TEL：0120-47-0231 E-mail：trosaiyo@orientalmotor.co.jp
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://www.koyo-tech.co.jp

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部 担当者名：古川　良知

TEL：0235-24-9567　　　　 E-mail：info@koyo-tech.co.jp

下記担当者までご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

精密板金加工の最初の工程であるCADプログラム作成やレーザー加工およびバリ取り加工の一部を体験
していただくことで、半導体製造装置向け精密板金筐体や部品等の多品種少量加工の実務について学んで
いただきます。

【スケジュール】
●オリエンテーション
（会社概要の説明～工場見学）
●就業体験
➀3次元CADプログラムを操作して、基本的な作業を体験
（内容：サンプル部品のデータを作成して作業の流れを知る。）
②レーザーマシンオペレーター業務の一部を体験
（内容：操作盤に加工指示を入力し、レーザーマシンを稼働させる。）
③レーザー加工後の部材の仕分けとバリ取り作業を体験
（内容：部材を次工程に渡すための仕分け作業と工具を使ったバリ取り作業を体験。）
④製造部長とのディスカッション
（内容：製造部長と面談。レーザー加工機の能力を活用した生産性向上策を知る。）

・3次元CADシステムの操作を体験できます。
・薄板鋼板や鋼材のレーザー加工機の操作を体験できます。
・バリ取りなどの金属加工実務を体験できます。

・4年制大学工学系学部、「ものづくり」に関心のある方、転勤の可能性の無い企業への就職を望む方

2023年1月16日

2023年2月

５人

実施場所 株式会社光洋　（山形県鶴岡市宝田３丁目３番２７号）

精密板金加工の現場を体感する１dayインターンシップ【2月開催】

株式会社光洋

カ）コウヨウ

　　　　2000万円 　　　　　　16億円（2021年10月期）

当社では、半導体製造装置、有機EL製造装置等の金属製外装筐体、カバー類を
受託製造しています。
このコースでは、製造の最初の工程であるCADプログラム作成やレーザー加工
およびバリ取り業務などを体験していただきます。
ご関心のある方は、是非、エントリーしてください。

本社所在地
〒997－0011　　　　　

山形県鶴岡市宝田3丁目3番２７号

事業内容
精密板金加工・溶接・一部組立（半導体製造装置、有機EL製造装置等の金属製フレーム、筐体、カバー
類の受託製造）

85名（2022年10月末現在） 　　2014年



インターンシップ受入企業情報 № 15

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

メーカーの本社業務を体験できるインターシップ　【3月開催】

株式会社斎藤農機製作所

カ）サイトウノウキセイサクジョ

6000万円 42億1000万円（　2022年4月期）

当社では、農業機械の製造販売を行っております。
２コースを体験して頂きます。
・業務コース：お客様からの注文を受注伝票から出荷業務まで一連作業
・総務コース：伝票作成からお客様対応等
普段実際に行っている作業を通し、製造メーカーの内部を体験！！
ご興味のある方は、ぜひ、エントリーしてください。

本社所在地
〒998－0832　　　　　

山形県酒田市両羽町332

事業内容
農業機械の製造販売
一般機械機器製造販売

145名（2022年10月末現在） 1955年

下記メールアドレスに御連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

受発注システム入力、経費等伝票処理、お客様対応等を体験して頂き、事務処理の流れを学んで頂きま
す。
　
［スケジュール］
●オリエンテーション
　会社概要の説明～社内見学～体験学習
（就業体験）
１日目～３日目　製品・部品受発注　システム入力、発送手配、事務処理
４日目～５日目　経理全般、伝票作成、電話対応、お客様対応等

製品・部品の受発注のシステム入力等の事務作業、経理全般の事務作業が体験出来ます。

学部・学科不問
総合職に興味のある方

2023年2月末

2023年3月中旬

1名

実施場所
(株)斎藤農機製作所　本社　業務部

山形県酒田市両羽町３３２

http://www.saitonouki.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はありません

連絡先
所属：総務課 担当者名：佐藤

TEL：　0234-23-1511　　　　 E-mail： k-sato@saitonouki.jp
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ http://www.sakuramoto.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：山形事業部 担当者名：池田弘樹

TEL：　0234-43-3555　　 E-mail：hi-ikeda_y@sakuramoto.co.jp

hi-ikeda_y@sakuramoto.co.jp

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　金型組立を通し金型構造を、またプレス加工では金属シートから製品が出来るまでを体感して頂きま
す。

【スケジュール】
●オリエンテーション
（会社概要の説明～当社の設備と製造工程、金型構造についての説明）

●就業体験
①製品図と3Dデータから製品展開図をCADを使い作図

②金型の修理部門で解体・組立を行い金型構造を理解していただく

③プレス機の操作を行うことで、材料が加工され部品が出来るまでを見ていただく
（その後、各責任者との懇談を行い感想・質問等時間を設ける）

塑性加工と集計機器設備の知識

・4年制大学工学系学部
・「金属加工」に興味のある方
・「ものづくり」に興味のある方

2023年1月16日

2022年11月1日～2023年1月31日までの最大5日間

6人

実施場所 山形事業部内

カ）サクラモトセイサクショ　ヤマガタジギョウブ

株式会社桜本製作所　山形事業部

当社では、自動車・家電などに使用する精密金属プレス製品を金型製作からプ
レス加工組立まで行っています。
このコースでは、金型組立を通し金型構造を、またプレス加工では金属シート
から製品が出来るまでを体感して頂きます。
金属プレスにご興味のある方は、ぜひ、エントリーしてください。

金属の塑性と弾性を操り、1枚の板から一瞬で製品が出来るから不思議です

　　　5200　万円 　　　　　　27億9306万円（2021年12月期）

本社所在地
〒210－0852　　　

神奈川県川崎市川崎区鋼管通4-9-6

（受け入れ場所）　山形事業部　山形県東田川郡庄内町常万字1本木西21

事業内容 車載用電子部品・家電・医療・様々な製品に使用する金属製品と製造に使用する金型の設計製作事業。

105名（2022年9月末現在）山形事業部単独 　　　　1961年

http://www.sakuramoto.co.jp/
mailto:hi-ikeda_y@sakuramoto.co.jp
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 連結売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（カ

　1億円
ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 100％出資

	1兆764億円 (2021年度）

半導体はよく分からない…。半導体って難しそう…。
半導体に興味はあるけど、具体的にどんな仕事内容なんだろう…。
そういった学生の皆さんでも気軽に参加できる内容となっております。

本社所在地
〒 869 － 1102　　

熊本県菊池郡菊陽町大字原水4000-1

山形県鶴岡市宝田1-11-73　山形テクノロジーセンター

事業内容
私たちは、ソニーグループ最大の半導体デバイスメーカーです。
私たちが手掛ける半導体製品は、スマートフォンやタブレット、カメラなどに搭載されています。特に
ソニーのCMOSイメージセンサーは圧倒的な技術力で世界をリードし、世界シェアNo.1を誇ります。

約11,400名（2022年10月1日現在） 　　　　2001年

2023年2月13日～2月17日（予定）

企業全体　100名程度

実施場所 山形県鶴岡市宝田1-11-73　山形テクノロジーセンター　他

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
株式会社

世界レベルのソニー半導体技術を体験できる！将来の可能性を探る！
【2月開催予定】

https://www.sony-semicon.co.jp/jobs/sck/

報酬・交通費 日当：1,000円/日（食事代として）交通費・宿泊費（会社規定により支給）

連絡先
所属：人事部　山形人事課 担当者名：採用担当

TEL：　0235-23-3411　　　　 E-mail：SCK-YAMAGATA-SAIYOU@sony.com

リクナビ2024よりプレエントリー

インターンシップの概要

【就業体験内容】

ソニー製品の開発・生産拠点で、世界シェアNo.1の半導体技術や、AI・IoTを活用したモノづくりを実
際に見て学べる職場体験型（1週間コース）のウィンターインターンシップを実施します。

＜実施テーマ例＞
　・半導体デバイス設計/プロセス設計
　・イメージセンサの製品評価/故障解析
　・有機ELの発光原理と特性管理
　・CMOSイメージセンサ＆Logicのデバイス技術体験
　・プロセス変動予兆管理における新規アルゴリズムの開発と運提案
　・数値データを用いた統計解析/機械学習による出来栄え予測モデル構築

　※あくまでも昨年実績の一例となります。
　　今年度については、応募者の希望を踏まえ実施テーマを決定いたします。

配属先のチューター社員のサポートのもと、業務に取り組んで頂きます。
リアルな業務体験と社員との交流が図れますので、インターンシップを通じて多くの気付きや学びを得
られるはずです。

大学院・大学・高等専門学校・技術系短期大学・職業能力開発大学校の理系学部を2024年3月に卒業
見込の方。

2022年12月6日

https://www.sony-semicon.co.jp/jobs/sck/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

TDKエレクトロニクス
ファクトリーズ株式会社

ティーディーケーエレクトロニクスファクトリーズ（カ

　2億円 　42億円     （2022年　3月期）

秋田・山形・岩手・山梨・長野の５県に15の拠点を展開し、庄内地区の3工場
に於いてはコンデンサ・インダクタ・トランス等多種多様な電子部品を特性・
用途・使用環境に応じて,多彩なプロセスを経て生産しております。携帯端末や
電化製品、社会基盤を構成するインフラ機器や自動車。この全てに電子部品が
搭載されており、生産している物は非常に小さいパーツですが、大きな役割を
担い皆様の生活を豊かにします

本社所在地
〒　015－0064　　　　　

秋田県由利本荘市万願寺1-8

鶴岡工場・鶴岡東工場・酒田工場

事業内容 電子部品製造

約7,000名（2022年 4月末現在）    2021　年

下記担当者まで御連絡ください。

電子部品製造体験　【 随時開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　工場見学、簡単な作業や検査・評価・解析等の実施

   ①オリエンテーション
　　・会社紹介、工場概要、製品概要、製品製造プロセス概要

   ②工場見学
　　・生産ライン説明、生産設備説明

   ③作業実習
　　・現場での軽作業
　　・製品検査、評価、解析 等

   ④質疑応答

インダクタコイルの機能や社会での役割、微細化の製造プロセス等。
電気自動車、PHV自動車おける電源ユニットの機能や重要性等。

“モノ造りに興味がある方”
“チームワークを大切にする方”“自らと企業の成長を目指したい方”をお待ちしております。

随時受付

10月～3月

若干名

実施場所 鶴岡工場、鶴岡東工場、酒田工場

＊コロナウイルスの蔓延状況により開催状況に変動有

https://www.tdk.com/ja/tdk_electronics_factories/index.html

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部人事総務課 担当者名：上野　渡

TEL：0235-33- 5111　　　 E-mail：Wataru.Ueno@tdk.com

https://www.tdk.com/ja/tdk_electronics_factories/index.html
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://www.tbr-jp.com/

報酬・交通費 昼食は弊社にてご準備いたします。

連絡先
所属：総務課 担当者名：インターンシップ担当

TEL：0235-23-9551 E-mail：saiyo.tbr@tbk-jp.com

下記担当までご連絡下さい。

自動車部品の上流工程を知ることができる仕事体験【通年開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

○1Day　　　見学コース
○1Week　　実践コース
○3Week～　課題解決コース

　事前打合せを行い、ご希望の期間・部署でインターンシッププログラムを作成します。
実施例：
【生産技術職　実践コース】1Week
　CADを用いた金型・治具等の製図、量産ラインの生産性改善業務を通じ、
生産技術職を理解して頂く実践コース

【量産ライン作業改善　実践コース】1Week
　ブレーキ部品、エンジン構成部品の量産ラインにおいて、二日間改善活動を通して、最適なモノづく
りの仕組みを構築すべく、作業調査、分析、改善案の立案を実施する実践コース　　など

・製造業の工場の雰囲気を掴むことができる。
・各職種の役割、仕事の流れを理解する事ができる。
・将来、製造業で勤務する上で、学生時代に身につけておくべき学び、経験を知る事ができる。

モノづくりやクルマが好きな人はもちろん、海外に興味がある方・チャレンジしたい方のご応募をお待
ちしております。

実施希望日の3週間前まで

随時（夏休み・冬休みはもちろん、通年で対応できますのでご相談ください）

5名

実施場所
ティービーアール株式会社
（鶴岡市宝田1-11-16）

1Dayから長期課題解決コースまで、希望に応じて対応致します！

ティービーアール株式会社

ティービーアール（カ

　　　3億円 　　　　56億5,100万円（2021年3月期）

　当社では、主に大型トラック・バス用のブレーキ部品、エンジン構成部品を
製造しており、国内シェア№1を誇っております。
　当社のインターンシップは、一人ひとりと事前打合せを行い、学生本人が興
味のある部署、試してみたい事を相談しながら、希望の日程に応じてインター
ンシッププログラムを作成しております。1Dayから長期課題解決コースまで対
応します。是非、一度ご相談ください。

本社所在地
〒　997－0011　　　　

山形県鶴岡市宝田1-11-16（鶴岡市中央工業団地内）

東京：㈱TBK　　福島：東京精工㈱、㈱TBK福島工場、木村可鍛㈱

事業内容 トラック・バス等の中大型商用車用ブレーキ部品およびエンジン構成部品等の製造・販売

320名（2022年４月末現在） 　　1983年
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

　2D･３Ｄ ＣＡＤを用いた機械設計及びプログラミングを体験する
１weekインターシップ【２月、３月開催】

テクマン工業株式会社

テクマンコウギョウ（カ

5,１００　万円 ４億4,000　万円（2022年３月期）

当社では、成形機周辺装置や各種自動化省力化機器の開発・設計。射出成形機
（油圧・電動）、小型プレスの開発・設計、プラスチックペレット選別機の開
発・設計を行っていますので、特に主力製品のプラスチックペレット選別機の
ハードとソフトの設計・開発を体感して頂けます。
ご興味のある方は是非エントリーして下さい！

本社所在地
〒９９７－０８４５　　　　　

山形県鶴岡市下清水字内田元７４－１７

宮城事業所、横浜営業所

事業内容 成形機、各種自動化機器、プラスチックペレット選別機の開発・設計、販売。

31名（2022年9月末現在） 2009年

下記メールアドレスか電話にてご連絡下さい。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

装置開発の一部（２Ｄ、３Ｄ ＣＡＤ）及びソフトウェアで実機調整に携わって頂きます。

【オリエンテーション】
会社概要の説明、当社製品の説明

【就業体験】
２Ｄ、３Ｄ ＣＡＤを用いた機械設計、制御プログラミング体験（Ｃ＃）

【その他】
開発メンバーとのディスカッション及び部門長とのディスカッションをして頂き、より詳
しい会社の業務把握と処遇等をチェック出来ます。

機械設計（2D、3D ＣＡＤ）、制御用ソフトウェアの体験ができます。

・４年生大学（特に機械系）の方
・機械設計に興味のある方
・「ものづくり」に興味のある方

2023年1月31日

２０２３年２月～３月 随時（内 月～金の5日間）

2名

実施場所 本社所在地に同じ

https://tecman-kk.com/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部 担当者名：齋藤　裕

TEL：0235-23-0007　　　 E-mail：saito-you@tecman-kk.co.jp

【事業内容】

色彩選別機 小型射出成形機 生産機器(FA)
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://corporate.epson/ja/about/network/domestic/tohokuepson/

報酬・交通費 なし

連絡先
所属：事業管理グループ 担当者名：橋本

TEL：0120-468-469 E-mail：te.somu@exc.epson.co.jp

「マイナビ2024」からエントリーをお願いします

<文理不問> 仕事とSDGsを学ぶ1Dayインターンシップ　【12～2月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

東北エプソンのものづくりには、機械・電気・電子・情報・化学等にまつわる多様な専門技術と、経営企画・
人事労務・生産企画管理等の事務系業務が不可欠です。
企業紹介に加え、東北エプソンにより興味をもっていただくためのワークも企画しています。

【実習プログラム】
　・会社紹介
　・先輩社員との座談会
　・グループワーク（SDGsに関するグループ討議）
　・個別フィードバック

◆2022年卒向け1Day仕事体験参加者の声（一例）
　・自分が大学で学んでいる内容がどのように仕事に活かせるのか、親身になって話をしてくだ
　　さりありがとうございました。今後も貴社のイベント等に是非参加させていただき
　　たいと思っております。
　・今まで参加した他社のイベントでは自分の疑問を解消することが難しかったのですが、今回の
　　インターンシップではフィードバック面談もあり、またSDGｓに対する取り組みのについて
　　も知ることができたので、今後の就職活動の軸として考えていきたいと思っています。

先輩社員との座談会やフィードバック面談等を通して、自分の得意分野が企業で
どう活かせるか、どんなふうに働きたいかなど、考える第一歩に役立てられます。

・「ものづくり」に興味のある方
・メーカーの事務職の仕事を知りたい方
・チャレンジ精神旺盛な方

詳細は「マイナビ2024」でご確認ください

12月、1月、2月

各回5～6名　※参加者2名以上で実施します。人数に満たない場合はキャンセルとなります

実施場所 本社またはオンライン開催　※詳細は「マイナビ2024」でご確認ください

＜　オンラインインターンシップあり　＞

東北エプソン株式会社

トウホクエプソン（カ

　　　　1億円 　　　335億円（2022年3月期）

当社はエプソングループの国内最大規模の開発・製造拠点として、プリンター
のコアパーツである「プリンターヘッド」や半導体製品などを製造していま
す。
他にも、精密加工を可能にする装置の設計・開発・制御を自社内でおこなうな
ど、「東北エプソンだからこそできる技術」を確立し続けています。

本社所在地
〒　998　－　0194　　　　

山形県酒田市十里塚字村東山166-3

事業内容
インクジェットプリンターのコア部品である「プリンターヘッド」、産業用大型ラベル印刷機、半導
体、およびロボット用コアパーツの開発、製造

2071名（2022年4月1日現在） 　　　1985年

https://corporate.epson/ja/about/network/domestic/tohokuepson/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

マイナビまたはリクナビよりエントリーをお願いします。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

キツイの？楽しいの？動物と関わる仕事のリアルを伝えます！

生産現場では、美味しくて安全な豚肉を目指し、長年の試行錯誤の結果、銘柄豚に「三元豚」の名前を
初めて冠した「平田牧場三元豚」を作り上げました。
効率だけを追わず、大切な一つひとつの命に向き合い、手間と時間を惜しまない徹底的な姿勢が求めら
れる仕事です。その現場のリアルをお伝えします！

食品や畜産の業界研究・会社案内に加え、養豚という仕事についての理解を深めて頂けるプログラムで
す。
＜スケジュール＞
　１．養豚業界について学ぶ、他社と平田牧場の養豚の違いについて学ぶ
　２．豚舎見学、作業風景の見学、先輩社員からのお話
　　　豚舎内の映像をもとに養豚の仕事についてご説明します。
　３．養豚が自分に向いているか？自己分析シートを使って自分を知る

就業体験を通して、目的に向かってチャレンジする実行力が身につきます。

〇動物が好き、畜産業界に興味のある方
〇若手社員の話を聞きたい方
〇自己分析をやりたい方

2023年2月下旬

https://www.hiraboku.info/

報酬・交通費 なし

連絡先
所属：管理部　人事課 担当者名：1day仕事研究担当

TEL：0234-22-8612　　　 E-mail：recruit@hiraboku.co.jp

2023年2月下旬・1日

30名程度

実施場所
オンライン開催

カメラ付きのパソコンまたはスマートフォンからご参加ください。

株式会社平田牧場

【WEB開催】養豚の現場を知る1day仕事体験【2月開催】

カ）ヒラタボクジョウ

　　　　1億円 　　　　　141億円（2021年3月期）

養豚から食肉の加工・製造、販売までおこなう６次産業化企業であり、食に関
するさまざまな事業を展開しています。時間と手間を惜しまない丁寧な製法を
心がけ、おいしく安心安全な製品づくりを徹底してきました。
独自の一貫生産・加工流通システムを構築しており、全国の直営店舗と生活協
同組合を中心に、たくさんのお客様においしさをお届けしています。

本社所在地
〒　998　－　0853　　　　

山形県酒田市みずほ2丁目17-8

本社事業所、本社ミートセンター、札幌事業所、高崎ミートセンター、首都圏営業所、大阪営業所、そ
の他（生産農場、直営外食・小売店舗等）

事業内容 畜肉（豚）生産、食肉加工・販売・外食・観光他

約600名（2022年9月末現在） 1967年

https://www.hiraboku.info/
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従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

前田製管株式会社

マエタセイカン（カ

　　　　１億円 　　　　　　213億円（２０２０年９月期）

弊社では、インフラ整備には欠かせないプレキャストコンクリート製品の製造
から施工までの一貫した仕事を行っております。
このインターンシップでは日頃あまり目にしたことの無いプレキャストコンク
リート製品とはなんなのかを１から知って頂く業界研究型のインターンシップ
です！先輩社員との懇談もあるので是非興味の有る方はエントリーしてくださ
い。

本社所在地
〒　　９９８－８６１１　　　　　

山形県酒田市上本町６－７

東日本一円に工場、営業所あり（東北六県、東京、埼玉、千葉、栃木、茨城）

事業内容 プレキャストコンクリート製品の製造、販売、施工

４９９名（２０２２年１０月末現在） 1948年

マイナビ、もしくはリクナビよりエントリー

コンクリート業界を知る！学ぶ！1dayインターンシップ【１月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　昨今のインフラ整備には欠かせない、プレキャストコンクリート製品や業界について１から学んでい
ただくことで、普段目に付くことがあまりないコンクリートとは何なのか、どのように私たちの生活に
関わっているのかを学んでいただきます。
　実際にコンクリートについて学んでいただいたら、そのコンクリートを使って新しく何ができるかを
皆様に考えていただくワークショップを開催いたします。

●オリエンテーション
（自己紹介、会社概要の説明、プレキャストコンクリート製品についての説明)
●就業体験
「コンクリートに関する新しい事業をソウゾウせよ！」
（オリエンテーションを通して、現存のコンクリートのあり方とは異なる新しいコンクリートに関する
事業を考えていただきます！先輩社員も参加するので一緒に事業を創り上げるという体験をすることが
できます！）
●先輩社員との懇談
（就業体験のフィードバックから実際に働いてみての感想まで先輩社員に何でも聞くことができる場所
です！）

プレキャストコンクリート製品についての基礎知識を学ぶことができます。また、就業体験の新事業立
ち上げは先輩社員と一緒に考えて作っていく場になるので弊社で働くとどんな感じなのかをお試しで体
験することができます。

・インフラ関係や「ものづくり」に興味がある方
・人の生活を支える仕事がしたい方
・新しいことに挑戦することが好きな方

2022年12月16日

2022年１月中

１回4人まで

実施場所
前田製管株式会社本社ビル

（山形県酒田市上本町６－７）

＜　オンラインインターンシップあり　＞

https://www.maeta.co.jp/

報酬・交通費 報酬、交通費の支給はございません

連絡先
所属：総務・人事グループ 担当者名：大場真悠子

TEL：　0234-23-5111　　　　 E-mail：ma-oba@maeta.co.jp

https://www.maeta.co.jp/
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受入人数

エントリー方法
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丸善食品工業株式会社

マルゼンショクヒンコウギョウ（カ

　　　1億円 　　　　　57億3,100万円（2022年2月期）

当社では畜産系のシーズニングオイルやポーク・チキンエキスを製造。それをベースに付
加価値の高い加工食品を含め、全国の大手即席麺・冷凍食品メーカー、国内外の外食産業
などへ販売しています。
食に関わるという身近で、かつ社会的責任を担う仕事です。食の世界に興味がある方、も
のづくりに携わりたい方、味覚を扱うことに面白みを感じられる方、プラントやメカの運
用・メンテナンスに興味がある方などぜひご参加ください。

本社所在地
〒１７５－００９４　　　　　

東京都板橋区成増１－３０－１３

生産拠点（鶴岡、酒田）・営業所（札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡）

事業内容
当社は畜産系のシーズニングオイルやポーク・チキンエキスを製造して全国の大手食品メーカー、国内
外の外食産業などへ販売しています。食という身近で社会的責任を担う仕事は、好奇心を活かして有名
商品の展開にも関われる面白さがあります。

約190名（2022年2月末現在） 1962年

下記担当者まで御連絡ください。

食品製造の実際を現場で知ろう！【適時開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

当社鶴岡工場の製造設備をご覧いただき、ご興味がある部署の仕事内容についてを、現場で実際の担当
者から説明しつつ模擬的な実習体験をして頂きます。

【スケジュール】
■オリエンテーション
　事業説明、設備と仕事の流れの概要説明、衛生講習

■工場内見学
　オイル・スープ・調理加工品の各工場内を見学、設備と仕事を現場で説明

■業務体験（ご興味のある仕事により調整します）
　開発：テスト用設備、開発ラボと実験装置の説明。「味づくり」開発業務の模擬実習、など
　保全：保全業務概要、生産設備の原理、予防保全業務などの実務を現場で講習、など
　製造：原料投入や充填作業など、設備内での業務の短時間体験、など

■質疑応答・レポート提出

普段目にする機会が無いプロユースの調味料がどのように作られ、世の中のどのような食品に使われて
いるのかをお伝えします。
また、仕事の現場や携わる担当者から説明を受けることで、具体的な業務内を知るだけでなく会社の雰
囲気もよく判ります。

食の世界に興味がある方、普段よく触れるものをつくる仕事に携わりたい方、味覚や食感など数値で再
現し難いものを扱うことに面白みを感じられる方。
プラントやメカの操作や運用・メンテナンスに興味がある方、など。

適時実施。ご要望によっても実施しますので、お気軽にお問い合わせください。

適時・１～5日（希望により調整）

少人数

実施場所
鶴岡工場

（山形県鶴岡市宝田３－６－３１）

＜　オンラインインターンシップも要望あれば対応可能　＞

https://maruzenfood.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：鶴岡工場 総務課 担当者名：佐藤一弘

TEL：0235 - 25 - 1191　　　　 E-mail：s-kazuhiro@maruzenfood.co.jp
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

ミズサワカガクコウギョウ（カ

　15億1,900万円 　　105億5200万円（2021年度　）

当社では、食用油の精製、プラスチック用添加剤、工業用触媒、製紙用添加
剤、塗料用添加剤、浄水剤などの工業用無機化学製品を広く製造販売していま
す。
インターンシップでは業務の一旦である製品試験と分析業務を経験頂くほか、
従業員との交流を予定しています。

本社所在地
〒　103　－　0023　　　　

東京都中央区日本橋本町一丁目5番9号

山形県、新潟県に工場、大阪府に営業所あり

事業内容 工業用無機化学製品の製造、販売

380名（2022年3月末現在） 　　1937年

2023年2月1日～3日

２名

実施場所
水澤化学工業株式会社水沢工場

（〒999－7541　山形県鶴岡市西目字殿田21番地）

水澤化学工業株式会社

庄内地方の化学工業　3日間の職場体験　【2月開催】

https://www.mizusawa-chem.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。昼食は工場で用意いたします。

連絡先
所属：水沢工場事務部 担当者名：菅野　和良

TEL：0235　-　35　-　3331　　　 E-mail：sugano_kazuyoshi@mizusawa-chem.co.jp

下記メールアドレスに申込み下さい。応募多数の場合は抽選させて頂きます。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

工場見学、製品試験業務を通じて会社業務の一端を経験頂きます。

【スケジュール】
・1日目
　オリエンテーション（当社事業内容の説明、安全衛生教育、工場施設見学）

・2日目
　製品試験、分析業務、従業員との意見交換

・3日目
　製品試験、分析業務、本社採用担当者との意見交換（web）

工場での基本的なルール（インターンシップでは安全衛生に関する教育やISOなどについて説明する予
定）を学ぶことができます。また、社員との交流を通じて、社会人をよりイメージできるようになりま
す。

・4年制大学理系の学生
・大学で学んだ知識と培った経験を仕事でも活かしたい方
・地元で活躍したい方

2023年1月16日
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

株式会社コミュニティ新聞社

カ）コミュニティシンブンシャ

2,600万円 約2億3,000万円（2021年度）

　当社は「郷土の未来をつくる」という理念のもと、庄内地方全体の情報発信
のコアとなることを目指しています。地域新聞やタウン情報誌などの情報発信
を通じて、よりよい地域社会づくりに貢献したいと考えています。
　地域新聞やタウン情報誌などの発行に興味がある方、庄内地方を一緒に盛り
上げたい方はぜひご応募ください。

本社所在地
〒998－0045

山形県酒田市二番町9-14

鶴岡支社：〒997-0826 山形県鶴岡市美原町28-26

事業内容
・地域新聞「コミュニティしんぶん」の発行（週刊）
・タウン情報誌「月刊 庄内小僧」の発刊（月刊）
・インターネットグルメサイト「庄内グルメ小僧」の運営

40名（2022年10月現在） 1981年　12月

保険の関係上、学校を通してご応募ください。

地域新聞社の各部署の様々な仕事を体験 【2～3月開催 5日間程度】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

☆応募者の希望を考慮してスケジュールを作成します。
　希望以外にも各部署（営業部、編集部、庄内小僧、制作部、総務部）の仕事も少しずつ体験
して、会社全体の仕事の雰囲気を知ってもらいます。

【体験内容】
・地域新聞「コミュニティしんぶん」について
・タウン情報誌「月刊 庄内小僧」について
・広告の原稿作成＆制作（ＤＴＰ）体験
・折込チラシの丁合作業体験
・取材や記事執筆について
・新聞配送の同行
・表紙デザイン・ページレイアウト作成
・写真の撮影方法
・他、書類整理、軽作業　など

　地域新聞やタウン情報誌の発行されるまでの流れや、各部署の体験を通じて会社全体の仕事
の雰囲気を知ることができます。本人の希望に応じて、文章の書き方や広告レイアウト、写真
撮影の方法などの指導もします。

　地域新聞やタウン情報誌の発行に興味のある方、マスコミ関係を希望される方、広告デザイ
ンなどのクリエイティブな仕事を希望の方、庄内地方を盛り上げていきたい方は、ぜひご応募
ください。

2022年12月23日（金）

相談の上、日程を調整して決定。（2、3月の中旬～下旬で 5日間程度）

1名（大学３年生）

実施場所 酒田本社（本社所在地に同じ）

※新型コロナウイルスの感染状況によっては延期・短縮・中止の可能性あり

https://www.komi-shin.com

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部 担当者名：齋藤 拓也

TEL：0234-24-8081　　 E-mail：info@komi-shin.com
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

下記連絡先まで御連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

自社製品（パッケージソフトウェア）の品質検証と報告の演習を行って頂きます。

●スケジュール
・２０２３年２月中旬の３日間

●概要
・自社製品と品質確認方法の概要説明
・品質確認の演習と確認結果の報告

●まとめ
・インターンシップ体験のまとめ

※インターンシップ参加にあたってのお願い
技術的な情報や、未公開の自社製品に関する情報に接する場合があるため、秘密保持をお願いしており
ます。

パッケージのソフトウェア開発の概要や、品質確認方法など、実際の現場体験ができます。

ソフトウェア開発に興味がある方

2023年1月10日

https://www.savecom.co.jp

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：開発部 担当者名：小田　宜裕

TEL：０２３５-２４-７１１６ E-mail：saiyo@savecom.co.jp

2023年2月

１名

実施場所
本社

（山形県鶴岡市斎藤川原字間々下116-1）

株式会社 セーブ

ソフトウェア開発の現場を体験する3日間　【２月開催】

カ）セーブ

１０００万円 1億1千万円（２０２１年３月期）

当社は、地元企業のお客様の要望に応え、お客様の利益に貢献できるシステム
を提案し、構築する事を目的として地域に貢献しています。
システム開発については、最新のIT技術の提供によって、地元企業の発展を支
援しており、多くの企業様の信頼を得ております。さらに農家向け自社パッ
ケージを開発し、全国の農家の皆様に安くて使いやすいソフトを提供し、多く
の皆様に利用して頂いております。

本社所在地
〒９９７－０８０４

山形県鶴岡市斎藤川原字間々下116-1

本社

事業内容 システム開発（ソフトウェア）、サーバ機器販売など

１１名（２０２２年１０月末現在） １９８８年
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

システム開発及び営業の現場を体験するインターンシップ【随時開催】

http://www.nichijosys.com/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務部 担当者名：黒井

TEL：0234 - 41 - 2122　　　 E-mail：saiyou@nichijosys.com

下記担当者までご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

システム開発等のシステムエンジニア職業務、情報システムの提案等の営業職業務について
学んでいただきます。

【体験職種】
■システムエンジニア（SE）及び営業

【体験業務】
■システム開発作業
■ホームページCMS移行作業
■ネットワーク関連作業
■プログラミング作業　等のSE作業体験
■営業作業

IT企業におけるシステム構築・開発・営業の基礎知識及び手法

AI・IoTなどIT関連にご興味をお持ちの数・理・工学系大学生・高専生・短大生

実施日の1ケ月前

随時

2～3名

実施場所
株式会社日情システムソリューションズ 本社

（山形県酒田市京田二丁目69番3）

株式会社日情システムソリューションズ

カ）ニチジョウシステムソリューションズ

3,600 万円 23億 7,200 万円（2022年3月期）

　当社では、日立製作所と日立グループ各社の最新の情報技術を継承して地方
自治体や民間企業・各種団体を対象に常にお客さまの最適なシステム構築を実
現しております。
　普段、当社のシステムエンジニア、システム営業が実際に行っている作業の
一部をそのまま体感していただくことのできる貴重な機会です。
　ご興味のある方は、ぜひ、エントリーしてください。

本社所在地
〒 998 － 0102　　　　

山形県酒田市京田二丁目69番3

東京支社（東京都千代田区）、山形支店（山形県山形市）、新潟支店（新潟県新潟市）

事業内容
情報処理サービス・ソフトウェア開発及び販売・情報システムの運用管理・システムコンサルテーショ
ン・情報機器販売・データセンタサービス・クラウドコンピューティングサービス 等

131名（2022年10月末現在） 1988 年
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

ダイイチカモツ（カ

単体：　1億円 単体：　737億円（2020年3月期）

このゾウのマーク、街中で見かけたことがありませんか？
第一貨物は、2021年に創立80周年を迎えた東北最大級の総合物流企業です。
物流の全国ネットワークに海外拠点を加え、国内でいち早く貨物追跡サービス
の開発・導入を行う等、確かな品質と安全を通じライフラインを支えていま
す。

本社所在地
〒　990　－　0033　　　　　

山形県山形市諏訪町二丁目1番20号

北海道～兵庫県の67事業所（山形県内6事業所）他、物流センター等　　合計150カ所

事業内容
❖貨物輸送：当社の持つ全国の事業所ネットワークを活かし、広範囲の効率的な輸送を提供。
❖3PL：お客様のコア事業に関わる物流付帯業務を、当社が一括で設計・運用。
❖国際事業：成長著しいアジア圏を中心に、拠点展開し、お客様の輸出入ニーズに対応。

5700　名（2022年3月末現在） 1941　年

10月～2月

対面：　5～15名程度　/　オンライン：　15名程度

実施場所
対面：第一貨物（株）本社（山形県山形市諏訪町2-1-20）

オンライン：ご自宅（ＺＯＯＭを使用して開催）

第一貨物株式会社

☆物流業界を知る！自分を知る！1dayインターンシップ☆
【対面・WEB ／ 10月～2月開催】

https://www.daiichi-kamotsu.co.jp/

報酬・交通費 対面：昼食付（先輩社員との座談会を兼ねる）

連絡先
所属：　人事部 担当者名：兼子・鈴木・前田

TEL：　023　-　623 -　 1411　　　 E-mail：saiyou@daiichi-kamotsu.co.jp

マイナビ2024　エントリー・ご予約をお願いします。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

【対面・WEB／1dayインターンシップ】
☆ロジスティクスマネジメント　模擬体験ワーク
　体験後、先輩社員よりフィードバックが有ります。
☆事業所見学（対面のみ実施）
　貨物バーコード管理について、実際に現場を見学し体感頂きます。
☆業界研究・会社事業紹介
　→輸配送・3PL・国際事業、それぞれの事業概要を説明します。
　→事業の強み・今後の戦略などについて、説明します。
☆先輩社員との座談会
　→入社1～2年目の若手社員を中心に、様々なご質問にお答えします。　　　他
　
【WEB／2ｈインターンシップ】
★動画を通じハンディーターミナルを使った、貨物コード管理を体感頂きます。
★業界研究・会社事業紹介
★質疑応答
　→インターンシップ担当が、様々なご質問にお答えします。

・グループワークを通じ、論理的思考力・柔軟な発想力・傾聴力・調整力などを養う
・社会インフラとしての物流の役割・機能・存在意識を知る
・職場や働く人の雰囲気を知り、働くイメージをもつ

物流業界やロジスティクスに興味がある方はもちろん、「物流業界っていまいちピンとこない…」、
「自分のやりたいことがまだよく分からない…」という方も、皆様にとって有意義な時間となるように
お話していきます！ご参加お待ちしております！

随時受付

https://www.daiichi-kamotsu.co.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ
御応募ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://www.obisan.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：ｵﾋﾞｻﾝ㈱ ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 庄内支店 担当者名：　井上　芳

TEL：0234-41-0230 E-mail：　k-inoue@spj.obisan.co.jp

下記担当者まで御連絡をください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

日々進化するビジネス環境において、デジタル技術や開発したソフトウェアがどのように活用されるのか
体感し、ベーシックな部分を体得することを目指します。

・情報系の学部学科に在籍しネットワークやソフトウェア開発などを勉強されている方
・ソフトウェア開発やデジタル機器メンテナンスといった、ビジネスITの技術分野に興味のある方

2022年12月15日

2023年1月

２～３名

実施場所
オビサン株式会社　ビジネスソリューション事業部　庄内支店

山形県酒田市京田２－６９－２

オフィス、施設におけるIT環境は常に機能性、生産性、利便性を向上させることが求められています。
日々の多様な顧客要望に対しどう対応するか、具体的な題材を使い、ソフトウェア開発、オフィス機器メ
ンテナンス等の実務を体験頂きます！

【スケジュール】
●オリエンテーション
当社企業概要の説明（グループ企業や取り扱い商材等）

●就業体験
①定型業務自動化ツール WinActorの体験補助、MS Power BIでのテンプレート作成補助、AWSを利用
したモバイルアプリ開発補助
②複合機(コピー機)、PC等への初期設定、メンテナンス等の体験補助
③現場社員とディスカッション

オフィスIT環境の構築とメンテナンスを体験する3days
インターンシップ開催　【１月開催】

オビサン株式会社

オビサン（カ

　　　　3,670万円 　　　　　　32億2,260円（2022年7月期）

時代の変化に柔軟に対応しながら、紙・文具、包装資材、オフィス家具、事務
機、システム・ソフトウェアへと領域を広げ、現在では山形・秋田・宮城の３県
に拠点を構えます。
多岐にわたる商材やサービス、積み上げた経験とノウハウを活かし、「専門力」
と「総合力」でお客様の多様なニーズに応えます。

本社所在地
〒　990-0071

山形市流通センター一丁目９番地の2

庄内支店、仙台支店、秋田支店

事業内容
- ITソリューション・ソフトウェアとオフィス備品・施設空間環境の提案販売
- 包装・出荷資材,パッケージ,包装機械,印刷用紙等の提案販売

55名（2022年10月現在） 　1941年

https://www.obisan.co.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

株式会社カーサービス山形

カ）カーサービスヤマガタ

　4,870　万円 　　　73億8,500　万円（2022年3月期）

中古車、未使用車、新車を販売、整備している会社です！
ディーラーとは違い、全メーカー全車種取扱いのためお客様の
ニーズにお答えする事が出来ます！自動車は山形県では生活必需品です！自動
車を通して「にこっと」の輪を広げていきましょう！

本社所在地
〒　　　990－0004　　　　　

山形県山形市上山家町字下宿766-6

山形店、西バイパス店、山形南店、天童店、酒田店、鶴岡店、イオンモール三川店

事業内容 中古車・新車・未使用車販売、自動車点検車検整備、板金塗装、買取、レンタカー、リース、保険、等

150名（2022年9月末現在） 1980　　年

リクナビ2024より応募下さい

東北トップクラスの中古車販売会社の「ありのまま」を見せます！
【2月5日開催　他の日程でも随時開催可能です】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

インターンシップ実施前に一度、対面かオンラインで当社の説明をさせて頂きます。

【対面】
インターンシップ当日は先輩社員と一緒に行動し、商談や納車、商談の準備を
一緒にしてもらいながら、皆さんの「何故？」にお答えしたいと思います。
当社の良いところも改善点も全てお見せしますしお話もします。多くの先輩と
関わりながら当社の雰囲気を感じて下さい！

【オンライン】
「自動車営業」ってどんなイメージですか？身近な例えで自動車営業を体験して
もらいます。他にも若手社員との座談会などから当社の雰囲気を感じて下さい！

社会人としての人との関わり方、営業の楽しさ、営業の大変さ、等

クルマが好き、人が好き、山形が好き、何がしたいかまだわからない方も大歓迎！

開催日一週間前

いつでも受入可能ですので随時ご相談下さい。

1～2名

実施場所 当社最寄りのお店で実施可能です！

＜　オンラインインターンシップあり　＞

https://www.cs-yamagata.co.jp/

報酬・交通費 無し

連絡先
所属：サポート本部 担当者名：小川、國井

TEL：023-631-3711　　　　 E-mail： ogawa_m@cs-yamagata.co.jp

https://www.cs-yamagata.co.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

生活協同組合　共立社

セイカツキョウドウクミアイ　キョウリツシャ

40億7.560万円 　　　　210億4.790万円（2022年3月期）

私たちが目指すのは「いつまでも住み続けられるまちづくり」。くらしのセン
ター（店舗）や宅配事業、共済事業や地域貢献活動など、県内16万人の組合員
の皆様と地域ニーズに合った多彩な事業に取り組む組織です。ふるさとをもっ
と活気のある魅力的な場所にしたい、そんな想いを持つ仲間たちが活躍してい
ます。

本社所在地
〒　９９７－　８５８８　

山形県鶴岡市宝田1丁目3-23

共立社本部・山形本部・くらしのセンター10店舗・宅配６支部

事業内容
供給事業（店舗・宅配・灯油）、共済事業、福祉事業、葬祭事業、サービス事業、くらしのセンター
（店舗）数：10店舗

1198名（2022年３月末現在） 　1955　年

下記メールアドレスにご連絡ください。

商品企画と試食を体験する１dayインターシップ　【2月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

商品を試食しての感想と、宅配商品の企画を体験していただきます。

【スケジュール（実施・オンライン）】
●オリエンテーション
　会社概要の説明

●就業体験
　宅配チラシの商品企画体験
　COOP商品の試食体験
　担当者とのディスカッション

商品企画の体験
COOP商品試食体験

自ら考え行動し、改善に取り組む意欲のある方。人とつながり、接すること、人に喜んでもらうことが
好きな方。

2023年1月16日

2023年２月6日～２月11日の間の一日間

５人

実施場所 共立社本部

＜　オンラインインターンシップあり ＞

https://www.yamagata.coop/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：人事総務部 担当者名：上野　健一

TEL：0235-22-5110　　　 E-mail：sn.k00285ku@todock.coop

https://www.yamagata.coop/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://www.tohoku-mazda.co.jp/recruit/index.html

報酬・交通費 なし

連絡先
所属：東北マツダ 担当者名：加藤　雅人

TEL：　022-297-2122 E-mail：recruit@tohoku-mazda.co.jp

マイナビ2024から

インターンシップの概要

【就業体験内容】

東北マツダの営業の仕事を１日にギュっとまとめました！
マツダブランドや営業の魅力をお伝えできる内容盛りだくさんでお届けします！

【プ ロ グ ラ ム 内 容 予 定（ 1 日 開 催 ）】
12：30　～　17：00まで ※適時休憩を挟みます。

■オリエンテーション　当日のスケジュールのご案内
■会社概要
■接客体験＆店舗・工場見学　お出迎えを体験していただきます。
■MAZDAに触れる　マツダのクルマ作りについて展示車を使用してご紹介します。
■MAZDAを知る《座学》　マツダの最新技術やデザイン、車に懸ける想いをお伝えします。
■接客ロープレ《グループワーク》　1日を通して学んだ事をもとに、接客のロープレをしてみましょ
う！
■振り返り、感想共有　1日を通して学んだことをフィードバックを含めて振り返ります。

プログラムは予定です。店舗の事情により、変更になる場合がございます。
※開催の詳細が決まりましたらこちらで広報します。

・自動車営業の楽しさと難しさをリアルに経験して、職種に関する理解を深められる
・営業職に必要な要素を確認できる
・営業という立場でお客様と話をするということが理解できる

・自動車ディーラの営業に興味のある方
・楽しいことはもちろん、難しい面も知りたい方
・地元に根差して働きたい方

2023年1月　※詳細はマイナビ2024に掲載予定

2023年2月　各１日

各回４名まで

実施場所
山形県：山形県山形市荒楯町二丁目1-80（山形本店敷地内別棟　２階）

※当社エリア４県各地で開催します。最寄りの会場で参加可能です。

「東北マツダの仕事体験」お客様のエピソードを彩る自動車営業
【2月～開催】

株式会社東北マツダ

カ)トウホクマツダ

3億4,800万円 　　　　　228億円（2021年3月末時点）

当社はマツダブランドを通して、お客様に安心安全で快適なカーライフを過ご
していただく会社です。
仕事体験では、営業スタッフが商品を勉強することから、お客様に伝えるとこ
ろまでをリアルに経験していただき、自動車ディーラーの営業職の理解を深め
ていただけます。
興味がございましたら、ぜひエントリーをお待ちしております。

本社所在地
〒　983　－　0803　　　　

宮城県仙台市宮城野区小田原一丁目3-23

山形県　8店舗　秋田県　7店舗　岩手県　6店舗　宮城県　13店舗

事業内容
・マツダブランドを主とした新車/中古車の販売　・自動車の車検/点検及び修理
・自動車の部品/用品の販売　・損害保険代理店業務　他

720名（2021年3月末現在） 　　2003年

社員の働いている様子や

製品等の写真

https://www.tohoku-mazda.co.jp/recruit/index.html
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

山形支店　現場を体感する4daysインターンシップ【2月開催】

富士電工株式会社

フジデンコウ（カ

1億円 　　　　　68億円（2022年3月期）

当社は、電線やコネクタ、それらを組み合わせた加工品のほか、基板やコイ
ル、電気配線工事用部材、ルーター等のネットワーク関連商品などを扱いま
す。
普段、現場で実際に行っている作業の一部をそのまま体感していただくことの
できる貴重な機会です。
ご興味のある方は、ぜひ、エントリーしてください。

本社所在地
〒　105－0012　　　　　

東京都港区芝大門2-11-1富士ビル4階

関西支店、山形支店、兵庫営業所、川崎物流センター

事業内容
電線・基板商社業務全般
各種電線、ケーブル、電源コード、光ファイバケーブル・機器、FPC、FFCの販売

58名（2022年10月末現在） 1951年

下記メールアドレスに御連絡ください

インターンシップの概要

【就業体験内容】

取扱い製品の入庫～出荷についての一連業務について学んで頂きます。

【オリエンテーション】
　会社概要及び取扱い製品の説明。業務の流れなど

【職業体験】
　①受入検査（入荷製品の確認業務）
　②袋詰め作業（一部製品の出荷梱包）
　③出荷作業（製品出荷業務）
　④パソコン入力業務（入荷、出荷等の入力作業）

業務の流れ、取扱い製品知識、取引先企業知識など身につきます

地元就職を考えている方、事務職など管理業務希望の方

2023年1月27日

2023年2月20～22日、24日（４日間）

2人

実施場所 富士電工㈱山形支店（山形県鶴岡市遠賀原字稲荷40-3）

https://www.fujidenko.co.jp/

報酬・交通費 報酬：なし　交通費：別途相談

連絡先
所属：社長室 担当者名：石井　梓

TEL：03-3436-1171　　　 E-mail： fd-secretary@fujidenko.co.jp

https://www.fujidenko.co.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

下記メールアドレス又は電話でご連絡ください

インターンシップの概要

【就業体験内容】

①店舗でのお客様対応等の現場を体感するインターンシップ
【就業体験内容】
　ショールームを中心に、接客・販売業務の一部を体験・見学
　　・お出迎え～着座誘導～用件伺い～担当者への引継ぎ～お見送り
　　・お客様への新車機能説明（展示車説明・試乗・見積もり）
　自動車販売の体験ツールを使用しての、模擬商談の体験

②整備工場での現場を体験するインターンシップ
【就業体験内容】
　自動車の車検・点検業務の一部を体験・見学
　　・タイヤ脱着～部品点検～洗車
　　・エンジン等の分解体験

①お客様対応のビジネススキルが体験できます。
②自動車整備についての基礎作業が体験できます。

①接客業務・営業に興味のある方、人と話すのが好きな方
②自動車整備に興味がある方、機械いじりが好きな方

随時募集中

2022年11月～随時開催

1回につき2～３人程度

実施場所 鶴岡市（美咲店・茅原店）酒田市（両羽店・豊里店）

https://ni-yamagata-hanbai.nissan-dealer.jp/top.html

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません

連絡先
所属：店舗支援管理部 担当者名：阿部　大善

TEL：0235-22-3400 E-mail：d-abe@yamagata-hanbai.co.jp

山形日産自動車販売株式会社

①店舗でのお客様対応等の現場を体感するインターンシップ
②整備工場での現場を体感するインターンシップ

【随時開催】

ヤマガタニッサンジドウシャハンバイ（カ

　　　　5,000万円 　　　　　　33億6,700万円（2022年3月期）

庄内地域に本社がある唯一の自動車販売ディーラーです。
庄内地域に密着して、庄内のお客さま一人一人に豊かなカーライフを提供して
おります。
従業員も全員庄内出身者で、チームワーク良く働いております。
面白く、やりがいのある職場をぜひ体感ください。

本社所在地
〒　998－0857　　　　　

山形県鶴岡市美咲町34-5

鶴岡市（美咲店・茅原店）酒田市（両羽店・豊里店）

事業内容 自動車販売　及び　自動車点検整備

110名（2022年9月末現在） 　　　　　1946年

https://ni-yamagata-hanbai.nissan-dealer.jp/top.html
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

【 WEB開催】★1day仕事体験★広告プラン立案ワーク
　【12、1、2月開催】

山形パナソニック株式会社

ヤマガタパナソニック（カ

　　　　８７６０万円 　　　　　　１７６ 億円（2022年3月期）

パナソニック製品を扱う総合販売会社として、幅の広い商品とサービスのご提
案を行うことで、豊かな暮らし創造や、地域インフラの整備にお役に立ちたい
と考えています。地域社会に貢献する企業として「真の豊かさ」が実感できる
快適なくらしの環境を、商品・システムを通じてお届けします。

本社所在地
〒　990　－　2401　　　　　　

山形県山形市平清水1-1-75

酒田市・新庄市・米沢市・仙台市

事業内容
家庭電化製品、住宅設備機器、電気工事器具、空調機器、照明器具､建設付帯資材､情報通信機器、放送
設備、映像機器､音響機器､教育機器､ICT関連機器、健康福祉用品、自動車用機器､太陽光発電ｼｽﾃﾑなど
の卸売及びこれに付帯する設計･施工､保守ﾒﾝﾃ､修理業務

310名（2022年5月現在） 1952年

『リクナビ』、『マイナビ』弊社企業ページからお申込みください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

■　■　■　　【 WEB開催 】１day仕事体験コース　　■　■　■
この1day仕事体験は、『当社の取扱い商品の広告プランを立案して、いかに商品の魅力をアピールするか』という
営業の仕事を体感していただくワークをご用意しております。
　当社はほぼ全てのパナソニック商品を取り扱っています。商品、顧客、エリアなどの特性を捉え、どのように提案
をしたら興味をもってもらえるか、マーケット分析、広告プランを立案していただきます。
先輩社員との座談会の時間も準備しています。

就職活動に不安を感じている方も、是非お気軽にご参加ください！

≪　プログラム内容　≫
　○オリエンテーション・自己紹介など
　○山形パナソニックの事業のご紹介
　○広告プラン立案ワーク
　〇フィードバック
　○先輩社員との座談会
※プログラム内容は変更になる可能性もございます。ご了承ください。
■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■　■

コロナウィルスの影響で対面の営業活動に様々な弊害があります。今回は『テレワークでのミーティン
グ』をイメージして体験していただきます。

・地域に密着した仕事に興味のある方
・営業職に興味のある方

詳しくは、『リクナビ』、『マイナビ』の弊社企業ページをご覧ください

2022年１２月、２０２３年１月、２月　開催予定

各日　10～15名

実施場所 【WEB】にて実施いたします。

http://www.y-panasonic.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務人事部総務人事課 担当者名：高橋　英昭

TEL：023-622-5402　　　　 E-mail：takahashi.hideaki



インターンシップ受入企業情報 № 37

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

【WEB開催】地域密着！スーパーのマネジメントを体感しよう！【随時開催】

株式会社ヤマザワ

カ）ヤマザワ

23億8,800万円 1,106億7,300万円（2022年2月期）

ヤマザワの全てを知ると言っても過言ではない?!
毎日の生活で利用するスーパーマーケットの仕事ってどんなものなんだろう…
そんなギモンを解決します！

本社所在地
〒990－8585

山形市あこや町3-8-9

山形県・宮城県の各店舗

事業内容
食品スーパーマーケットを中核とする小売業。
（生鮮食品を中心とする総合食料品、衣料品、日用雑貨等の生活関連用品の販売）

3,467名（2022年2月末現在） 1962年

マイナビ2024、リクナビ2024、キャリタス就活2024のいずれかからエントリー

インターンシップの概要

【就業体験内容】

「業界研究・会社紹介」
⇒品出し・接客だけではないスーパーの仕事について、じっくりお話いたします。
 
「お仕事見学（ＷＥＢ）」
⇒店舗の裏側をＷＥＢ動画で見学。
　普段、買い物では目にできない「現場」の仕事をご紹介。
 
「販売戦略ミーティング」
⇒グループワークを通じて店舗の各部門（青果・精肉・鮮魚・惣菜など）での
　効果的な販売を企画、 発表するという一連の流れを体験します。

「先輩社員インタビュー動画の紹介」
⇒現役チーフ（売場責任者）、店長、バイヤーのインタビュー動画を紹介します。
　各役職の仕事内容ややりがい、各々の将来の目標などを語っていただいています。

※上記内容から変更の可能性もございます。

◎販売を企画するという「モノを売る」仕事の一部を体験することにより、小売業やスーパーマーケッ
トという仕事への理解を深めることができます。

・スーパーマーケットの仕事に興味のある方
・「食」に関わる仕事に興味がある方

2023年2月12日

2022年11月～2023年2月

１回６人

実施場所 WEB開催

https://yamazawa.co.jp/

報酬・交通費 なし

連絡先
所属：　人事教育部 担当者名：　金澤・鈴木

TEL：　023-631-8880　　　　 E-mail：　SaiyoK@yamazawa-co.jp
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://www.yamazawa-drg.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：管理部人事課 担当者名：長谷川

TEL：　023-632-3361　　　　 E-mail：saiyou@yamazawa-drg.co.jp

ヤマザワ薬品HPより新卒採用LINEに登録後、LINEよりご予約下さい。

ドラッグストアの仕事の楽しさを学べる！1day仕事研究　【11・12・2月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

ドラッグストアのでの店舗業務体験開催します！

実際に業務を行っていただきますので、仕事への理解が深まり、入社後のイメージを膨らませていただ
けます！
　

■内容■
　○店舗概要説明・店舗見学
　○会社説明
　○商品陳列・手直し
　○売場作成
　○先輩社員との座談会

※内容は変更になる場合があります。

ドラッグストア業界の現状と社会的使命・役割等の知識

　ドラッグストアの仕事について知りたい！
　地域密着ってどういうこと？
　自分にどんな仕事があっているんだろう？　――そんな疑問をお持ちの方、ぜひご参加ください！

2023年2月20日

2022年11月19日（土）・2022年12月10日（土）・2023年2月（未定）

各回3人程度

実施場所
ドラッグヤマザワ山交ビル店

（山形県山形市香澄町3丁目2-1）

＜　オンライン1day仕事研究あり　（2月のみ）＞

株式会社ヤマザワ薬品

カ）ヤマザワヤクヒン

　　4,000万円 134億7,000万円（2022年2月期）

 地域の人々の「生活の質」の向上を実現するという基本理念のもと、山形県と
宮城県にドラッグストアと調剤薬局を展開しております。お薬や化粧品の販売
を通して、地域の人々がより健康で、より美しく輝いた人生を送っていただく
ためのお手伝いをしております。
 私たちと一緒に地域に貢献する仕事をしてみませんか？

本社所在地
〒　990　－　0025　　　　　

山形県山形市あこや町3丁目9-3

山形県・宮城県に事業所あり

事業内容 ドラッグストアと調剤薬局を山形県と宮城県に合計75店舗展開しております。

588名（2022年10月末現在） 1952年
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

株式会社きらやか銀行

カ）キラヤカギンコウ

242億円 　　　　　　万円（　　　　年　　月期）

当行は、“地域の皆さまと「共に活きる」”をスローガンに掲げ、地元中小企
業の成長のお手伝いをする「本業支援」に取り組んでいます！
インターンでは、リアルとWEB両方での開催で、幅広いプログラムを用意して
います。きらやか銀行への理解を深めるために、気軽に参加してみましょう！

本社所在地
〒990－8611　　　　　

山形県山形市旅篭町３－２－３

山形・宮城・福島・秋田・新潟・東京・埼玉

事業内容 普通銀行業務

1201名（2021年9月末現在） 2007年

まずは各種就活サイトよりエントリーください。その後、エントリー者専用サイトMypageのご案内を
します！上記QRコードからも登録可能です。

きらやか銀行　１dayインターン　【１・２月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

リアルとWEBにて実施します。

【リアル】　日程は決定次第ご案内します！
★地元中小企業のお客さまを支援したい！　　「本業支援」の体験ワーク
★若手銀行員が実体験を解説！　銀行の業務
★先輩行員とざっくばらんに！　なんでも聞ける座談会

【ＷＥＢ】　日程は決定次第ご案内します！
★当行について知ってみよう！　銀行の仕事ときらやか銀行の特徴
★企業支援を理解しよう！　　きらやか銀行の「本業支援」
★銀行員が教える！THE ビジネスマナー
★一緒にやってみよう！　金融業界研究　　　その他検討中！
　　※1日あたりいずれか3つのプログラムを行います。
　　（プログラムは変更となる場合があります。）

※詳細は各種就活サイトをご確認ください。まずは枠内のQRよりエントリーをお願いします

・企業支援のグループワークを行うことで、銀行員がどのように企業支援に携わっているのかを体験で
きます。
・今後の就職活動・社会人生活に役立つ知識が身につきます。

「ちょっとインターンに参加してみようかな」という方、銀行に興味がある方、きらやか銀行をもっと
知ってみたい方、どなたでも大歓迎です。
WEBもリアルもあるので、お好きな方にご参加ください！

決定次第、エントリー者専用サイトにてご案内します

山形：2/6、2/17　仙台：1/31、2/10　東京：1/25　WEB：1/23、2/24

リアル：10～15名程度、WEBはたくさんの方にご参加いただけます。

実施場所 リアル：山形・宮城・東京を予定　　WEB：ご自宅のPCやスマホにてご参加

＜　オンラインインターンシップあり　＞

https://www.kirayaka.co.jp/

報酬・交通費 報酬、交通費、宿泊費等の支給はありません

連絡先
所属：総務部人事課 担当者名：森谷・佐藤

TEL：023-631-0001 E-mail：saiyou@kirayaka.co.jp

エントリーはこちら
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

下記メールアドレスにご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

お金と個人情報を扱う業務のため、就業体験カリキュラムができず、申し訳ございません。

・当金庫の取組み
・信用金庫と銀行の違い
・札勘（お札を数えてみよう！）
・質疑応答

・地元の課題を解決するための取組みを知る
・FacetoFaceコミュニケーションの大切さ

・生まれ育った地元の役に立ちたい方
・持続可能な社会の実現（SDGｓ）に興味がある方
・四季折々の季節がある庄内が好きな方

2023年2月17日（金）

https://www.tsuruoka-sk.jp

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総合企画部人事企画課 担当者名：伊藤／阿部

TEL：0235-22-2352　 E-mail：s11425014@tsuruoka-shinkin-bank.co.jp

随時受入（日程は個別相談）・1/3日間

1名以上

実施場所
鶴岡信用金庫　本部

（山形県鶴岡市馬場町1番１４号）

鶴岡信用金庫

つるしんシゴト研究1/3dayインターンシップ【随時開催】

ツルオカシンヨウキンコ

44億2,500万円 30憶2,500円（2022年3月期）

”つるしん”は、いつも地域のパートナー
　私たちは【お金の地産地消】をモットーに、お客さまの悩みを一緒になって
解決することで、事業や生活の繁栄のサポートをしています。
　金融支援だけではない、当金庫の取組みを知っていただく機会です。お札を
数える体験もありますので、ぜひエントリーしてください。

本社所在地
〒997　－　0035　　　　

山形県鶴岡市馬場町１番１４号

庄内地域に13店舗（鶴岡市8、酒田市4、庄内町1）

事業内容
会員組織制の中小事業者及び個人専門の金融業です。
渉外、窓口（テラー）、融資を通じたコンサルティング業務
地域社会の持続的発展のための、教育・文化・環境保全活動

193名（2022年9月末現在） 　　　　1926年

https://www.tsuruoka-sk.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://www.saiyou.tokiomarine-nichido.co.jp/

報酬・交通費 なし

連絡先
所属：山形支店　業務グループ 担当者名：坂口・佐藤（亜）

TEL：023-632-3636 E-mail：mail3306@tmnf.jp

当社採用HPにてMYPAGE登録の上、エントリーをお願いいたします。

TOKIO MARINE インターンシップ 2DAYS【2月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

当社支店にお越しいただき、実際の職場でビジネスを体験いただく職場受入型インターンシップです。
2日間、多数の当社社員との交流を通じて「自由闊達な社風」「幅広い仕事にチャレンジしながら成長
し続けられる風土」を感じてください。
皆様のご応募をお待ちしております！

◆プログラム概要◆
（1）「リスクコンサルティングビジネス」を実際に現場で行われた題材を通じて体験いただきます。
（2）当社の様々な分野で働く社員と少人数で話ができる「OB・OG懇談会」を開催いたします。
（3）当社社員が働いている営業・損害サービスの現場第一線を実際に体験いただける「職場受入型
プログラム」をご用意しています。

※プログラムは一例です。新型コロナウイルス感染拡大の状況次第ではWEB開催となる場合もござい
ますのでその点ご了承ください。

保険の入口である営業部門のリスクコンサルティング知識、保険の出口である損害サービス応対知識に触れることが
できます。ワーク等を通じ、保険が人や社会にどのように役立っているのかを是非体感ください！

・2024年に短大・大学・大学院を卒業見込みの方
・金融業界に興味がある方（保険知識の有無は問いません）

2023年1月6日（金）正午

2023年2月9日（木）～10日（金）

未定

実施場所 山形県山形市松波1-1-5　山形東京海上日動火災保険ビル

東京海上日動火災保険株式会社山形支店

トウキョウカイジョウニチドウカサイホケン（カ）ヤマガタシテン

1,019億円 2兆2,881億円（2021年度）

当社は創業以来、日本初の損害保険会社として社会が直面するあらゆるリスク
に挑み、社会の発展を支えてきました。
今回のインターンシップでは、その「挑戦のDNA」について触れながら、会社
と社員がどのように支え合い、それぞれのキャリアやライフスタイルを充足さ
せているのかお話させていただきます。

本社所在地
〒100-8050　　

東京都千代田区大手町2-6-4

全国・世界各地（国内127営業部・支店、海外46の国・地域）

事業内容
損害保険業
国内・海外営業（損害保険の引受など）、損害サービス（損害の調査・保険金の支払）、商品開発、
営業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業など

17,176名（2021年3月末現在） 1879年創業
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

株式会社セントラルリース

カ）セントラルリース

1,000万円 19億6,440万円（2022年2月期）

山形・宮城・新潟・千葉を拠点に仮設足場の施工サービス付きリースを行って
いる会社です。足場業界の魅力の一つは、景気に左右されにくい安定した需要
があること。地元で長く安定して働きたい方、まずはお気軽にエントリーして
ください！

本社所在地
〒992－0472　　　

山形県南陽市2035－1

山形県（三川町・中山町・高畠町）、宮城県、新潟県、千葉県に拠点あり

事業内容
・中低層建築物（主に一般住宅・集合住宅）用仮設足場リース
・環境整備品（仮設トイレ・仮囲い等）リース

194名（2022年9月末現在） 1991年

キャリタス2024、または採用担当までご連絡ください！

自己分析も業界研究もできる！欲張りインターンシップ【1・2月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

●お宝企業かも！？意外と知られていない地元にある安定企業のご紹介します。
●体感！街づくり、暮らしを支える技術に触れてみましょう。
●就活始めるなら、まず自己分析！自己PRの作り方をプロが教えます。

　---【1dayプログラム】------------------------
　・会社概要の説明
　・営業所見学、先輩社員との交流会
　・現場調査、図面作成、足場模型組み立て体験
　・キャリアアンカー、振り返り など
　----------------------------------------------

採用担当者の他、若手社員とプロの就活アドバイザーが参加します。
対面・オンラインで実施しますので、お好きな参加方法をお選びください。

※実施内容は変更になる場合もございますのでご了承ください。

・自分の知らなかった業界、地元企業への理解が深められる
・自己PRが完成できる

・学部学科不問
・街づくり、暮らしを支える技術に興味がある方
・就活本番前に自己PRを完成させておきたい方

2023年1月末

1月・2月開催予定（日程は相談のうえ決定します）

各回5名程度

実施場所
対面：本社（山形県南陽市宮内2035-1）JR最寄駅 赤湯駅

オンライン：Zoom

＜　オンラインインターンシップあり　＞

http://www.central-lease.jp/

報酬・交通費 交通費支給あり

連絡先
所属：管理部 担当者名：星

TEL：0238-59-1131 E-mail：saiyo@central-lease.co.jp

http://www.central-lease.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

社会資本整備の一端を体験する1dayインターンシップ【2月開催】

株式会社庄内測量設計舎

カ）ショウナイソクリョウセッケイシャ

　1,150万円 　5億4,600万円（2021年12月期）

　　　　 　　～　創造のちからで　未来を拓く　～
　弊社は、主に土木施設に関わる計画設計や地質調査、測量、環境調査、用
地・建物補償調査などの技術サービスを行っています。　社会インフラサービ
スについて、「計画・調査・設計・管理」を側面からプロデュースする仕事の
一部を体感していただくことのできる貴重な機会です。

本社所在地
〒　999　－　7781　　　　　　

山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地69-9

支店: 仙台、山形、酒田　　　　　営業所:　鶴岡、米沢、岩手

事業内容
建設コンサルタント(土木計画設計・環境調査等)、補償コンサルタント、
測量、地質調査　　等

50名（2022年10月末現在） 　1966年

下記メールアドレスまたは電話で御連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

これまでに理系、文系問わず複数の学生が会社(職場)訪問に来ています。本社は木造２階建てで旧小学
校校舎を移築して活用しています。
気軽にお立ち寄りください。

【　スケジュール(予定)　】
　○会社概要説明
　○主な体験内容
　　・現地測量・・光波測距儀等を用いた測量体験、
　　　　　　　　　　　UAV(ドローン)、地上レーザスキャナ測量概要　等
　　・土質試験・・土質試験室で土質試験体験
　　・現地視察・・近傍の公共土木施設等
　　・座学・・・・用地補償業務、流量観測（H-Q式算定）
　○意見交換

　当日の天候、応募者の希望等により体験内容は変更する場合があります。

現場で行う測量や土質試験室で行う作業等の一部を通して、社会資本整備に関わる基礎技術の一端を体
験出来ます。

理系、文系を問いません。
目的意識など自分の考えをしっかり持っている方、コミュニケーションのとれる方の応募をお待ちして
います。

2023年1月30日

時期:　2023年2月　　期間 :  1day

３人以内／日

実施場所
株式会社庄内測量設計舎

(上記本社所在地)

https://www.shonai.com/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：理事 担当者名：松澤　伸

TEL：0234　-　43　-　2459 E-mail：info@shonai.com

https://www.shonai.com/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

カ）ハピネス

株式会社ハピネス

〒997－0862　　　　　

山形県鶴岡市ほなみ町11-14

ヘアリゾートハピネス　ほなみ町/陽光町

ハピネスでは、美容の仕事を通じて、お客様に『癒し』『幸せ』『感動』を提
供できる会社を目指しています。また、お客様だけではなくスタッフが楽しく
仕事ができ、地域の中でなくてはならない場所にしていきたいと思っていま
す。一緒に成長していきたい方のエントリーお待ちしております。

13名（2022年10月末現在） 201４年

　　300万円 　　　　万円（　　　　年　　月期）

美容室の職場を体験する1dayインターンシップ【随時開催】

E-mail：hairresorthappiness@yahoo.co.jp

インターンシップの概要

美容室での仕事の流れや、美容師になる為に必要な心構えなどを感じることができ、美容師としての職
業のイメージが明確になります。

美容の仕事に就きたいと考えている方、高校卒業後、美容師を目指す上で進路に迷われている方は是非
ご応募ください。

随時

随時行っております。下記担当者までTEL

http://happiness.blansyst.net

本社所在地

事業内容

【就業体験内容】

実施場所

報酬・交通費

連絡先

報酬・交通費の支給はございません。

美容室の１日の営業の様子を体験していただくことで、美容師の仕事の一部を体感して頂くプログラム
になります。

【スケジュール】
●オリエンテーション
（挨拶、会社概要の説明～美容師にとって必要な心構え～）

●就業体験
①実際のサロンワークでのお手伝い
　　　　　（内容：接客・フロアでのお手伝い）
②美容師の技術体験
　　　　　（内容：シャンプー・ワインディング等）
　
●終わりに
（内容：オーナー、スタッフとのフリーディスカッション）

ヘアリゾートハピネスほなみ町（山形県鶴岡市ほなみ町11-14）

美容業

若干名

下記担当者までご連絡下さい。

所属：　求人担当 担当者名：　後藤　貴幸

TEL：　0235-64-8661　　　　

http://happiness.blansyst.net/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

社会福祉法人あつみ福祉会

シャカイフクシホウジンアツミフクシカイ

― ７億3千万円（2021年度）

 当施設は、個人の尊厳を重視し、健やかでやすらぎのある生活を提供し、地域
福祉の拠点となるべく、専門性と資質高揚に向け、たえず努力しております。
働く職員は、優しい笑顔でさわやかな挨拶を心がけ、「真心介護」を尽くせる
ことに感謝し、一歩引く心の余裕で和を大切にしています。介護に興味のある
方はぜひ参加をお願いします。

本社所在地
〒９９９－７１２４　　　　　

山形県鶴岡市槙代丁53番地１

福祉施設（7か所）、保育施設（3か所）

事業内容 介護・保育全般

130名（2022年9月末現在） 1989　年

特に制限はございませんが、希望日に複数の方が重なった場合等は調整させていただきます。

実施場所 複数の施設がございますので希望される場所をご確認させていただきます。

介護体験を通じ、福祉を学んでいただきます。
【スケジュール】※介護部門参考例
オリエンテーション（施設見学、概要・介護機器説明等）
介護体験
・お話し相手
・整容介助
・介護体験等
まとめ

※当法人において、新型コロナウイルス、インフルエンザ、ノロウイルス等の感染症の発生が確認され
た場合や、周辺地域での蔓延等が確認された場合は、受け入れを中止しますのでご理解ください。

福祉体験　【通年開催】

http://atumihukushikai.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：温寿荘 担当者名：本間 直人

TEL：0235-43-2351 E-mail：onjuairk@jeans.ocn.ne.jp

下記担当者までご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

利用者とのコミュニケーション・触れ合いを通じ、福祉の仕事を理解できる良い機会だと思います。
「職員の方々といろいろ話し、仕事の内容を聞いたり、働いての感想などを直接聞けます。」仕事内容
のイメージとのギャップを埋めることができ、就職活動に役立てることができると思います。

介護・保育等福祉に興味のある方はぜひ参加してみてください。

通年受け入れておりますので締切日等はございません。

通年受け入れておりますのでご相談ください。

http://atumihukushikai.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ http://y-mcoop.com/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はありません

連絡先
所属：本部　総務部 担当者名：　小松・清水

TEL：（0235）23-9142 E-mail：　honbu@shonai-mcoop.jp

以下担当者まで、電話又はメールにてご連絡ください

事務（総合職）・介護職対象体験会　【2・3月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

事務（総合職）と介護職を目指す方を対象に、企業見学会及び体験会を行います。
事務（総合職）と介護職はどちらも無資格ではじめられる仕事ですので、合同で説明会を行
います。
どちらかを一方をご希望であることが決まっている場合は、応募の際にお伝えください。

2023年2月～3月の平日いずれか
9：30～12：30（3時間程度）の開催予定
[スケジュール予定]
・医療生活協同組合やまがたの法人説明
・介護部／事務部の説明
・DVD視聴（介護の仕事について）
・高齢者体験／福祉用具体験
・鶴岡協立病院／鶴岡協立リハビリテーション病院／介護事業所の施設見学
　※見学場所は新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえて決定します。
　　事業所見学が出来ない場合、会議室からリモートで見学会を行います。
・先輩職員との交流（職場訪問）※事務職／介護職に分かれて行います。

医療生活協同組合やまがたの取り組みと、事務（総合職）または介護職を目指すうえで必要な知識につ
いて。

医療・福祉業界に興味のある方や、学校で学ばれた方は大歓迎です！！！
もちろん、これまでこのような業界について学んだことのない方、興味のなかった方でも構いません。
もしよければこの機会に挑戦してみませんか？ご連絡お待ちしております☺

2023年1月13日(金)まで

2023年2月～3月の平日開催　※応募者の希望を考慮します。冬休みの期間を教えて下さい。

若干名　※応募者多数の場合は、日時をずらして開催を検討します

実施場所 山形県鶴岡市文園町9-34　鶴岡協立病院　他

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては開催方法変更する場合もあります。

医療生活協同組合やまがた

イリョウセイカツキョウドウクミアイヤマガタ

　　　　1億円 　　　　　　万円（　　　　年　　月期）

医療生活協同組合やまがたは、庄内地域において２つの病院と多数の介護事業所を運営し
ています。村山地域にも事業所があります。医療介護理念に賛同し出資していただいた組
合員の皆様とともに、健康づくり活動にも力を入れています。そして急性期治療からリハ
ビリテーション・在宅療養まで切れ目のない医療を提供するとともに、安心して住み続け
られるまちづくりをめざしています。

本社所在地
〒997-0822

山形県鶴岡市双葉町13-45　医療生活協同組合やまがた本部

勤務地は以下の事業内容をご参照ください。

事業内容

医療・介護事業。病院や介護事業所の運営。
[庄内地域]鶴岡協立病院、鶴岡協立リハビリテーション病院、協立大山・三川診療所、メディカルフィットネスViViD、協立ショート
ステイセンターふたば、老人保健施設せせらぎ、グループホーム和楽居、サポートセンターあさひ、小規模多機能施設くしびき・か
がやき、ケアプランセンターふたば・わかば　[村山地域]しろにし診療所、協同の家虹

948名（2022年10月末現在） 1964年

http://y-mcoop.com/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ https://www.katabamisou.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：　法人本部 担当者名：　菅原　秀和

TEL：　0234-35-1451 E-mail：　katabami-su@bb-town.jp

　　　　　　　　シャカイフクシホウジン　カタバミカイ

下記担当者までご連絡下さい。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

「介護」というイメージを払拭！実際、現場で体感してもらうことで、こんなにも人の為に、一生懸命
になれる仕事はないと実感できます。どのような知識を身につければ良いか、どのような資格が必要か
など、高齢者介護の基本が学べます。

・卒業後、高齢者介護施設への就職、又は福祉系学校への進学を考えている方。
・介護系の資格をとる為の基礎知識を学びたい方。
・興味はあるけど、実際どのような仕事なのか分からない方。などなど。

2022年12月23日（金）　※締め切り後も申込は可能です。

2023年　1月

3名

実施場所 所在地に同じ、若しくは酒田市光ヶ丘2丁目3-19

高齢者に対する理解、介護、介助のほか、話し相手、行事等への参加、また職場で働く職員の
姿を見たり、様々なふれあいを通して得られる感動を体感していただくことで、卒業後の進路
に役立ていただきたい。

【スケジュール】　9：00～15：00（予定）
●施設概要の説明・見学
●高齢者の疑似体験
●介護体験
●行事・レクリエーション等への参加
●現役職員との交流会
●質疑応答

　　　　社会福祉法人　かたばみ会

介護がきっと好きになる1日！　【1月開催】

※新型コロナウイルス感染症等の影響で延期の可能性あり

-  6億8,400万円　（2021年度）

当法人は、常に利用者の立場を考えた生活援助を基本とし、なじみの空
間、なじみの人間関係の中で最期まで尊厳ある暮らしを支援していま
す。また自宅でも出来るだけ住み慣れた環境の中で、生活できるよう地
域から信頼できる施設づくりに努めています。ご興味のある方は、ぜひ
エントリーして下さい！

本社所在地
〒　　998　－　0015　　　　

山形県酒田市北千日堂前字松境18-1

事業内容
特別養護老人ホーム、ショートステイサービス、デイサービスセンター、在宅介護支援セン
ター、多機能施設、養護老人ホーム

97名（2022年10月1日現在） 2000年

http://www.katabamisou.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

保育教諭のお仕事を体験してみませんか　【 2月開催 】

社会福祉法人恵愛会

シャカイフクシホウジンケイアイカイ

― 　　 3億1485万円（ 2021年度決算 ）　　

運営するこども園では「子どもの心を大切にし、子どものもてる可能性
を子ども自身の力で開花させていくことに力を注ぐ、見守る保育を行っ
ており、質の高い「教育と保育」を目指しています。
・縦割りではない異年齢児保育　・チーム保育
・0歳児からの脳科学に基づく「育脳カリキュラム」を実践

本社所在地
〒　９９７　－　0857

　　鶴岡市美咲町32番8号

　美咲こども園（幼保連携型認定こども園）　美咲の森こども園（保育所型認定こども園）

事業内容

社会福祉事業の運営
・保育所型認定こども園の運営・幼保連携型認定こども園・一時預かり事業
・病児保育事業の経営

64名　 2004年

下記メールアドレスにご連絡下さい

インターンシップの概要

【就業体験内容】

1. オリンテーション
・認定こども園の説明　・運営する二園の教育・保育運営方針の説明
・両園の特徴（見守る保育・異年齢児保育・育脳・美咲小学校について）

2. 就業体験
・乳児保育体験（0〜1才児）---　ミルクの飲ませ方、おむつ交換　など
・給食体験
・幼児保育体験（3才〜5才児）---絵本の読み聞かせ体験、園児と一緒に製作体験

3. 園長とのお話
・質問に対するお答え

4. オンラインインターシップについて
・コロナ感染症が拡大し、就業体験が出来ない状況になりましたら、オリエンテーションの内容とご質問に
対し、丁寧にお答えさせて頂きます。

・保育園と認定こども園に対する理解
・児童福祉施設に対する理解
・乳児、幼児との関わりを通して子育ての楽しさ、難しさ、やりがいを体験を通して知ることができます

・将来、保育士・保育教諭を目指す方　（専門学校・短大・大学への進学を考えている方）
・0才〜5才児までの発達の様子に興味のある方
・子どもに関わる仕事に興味のある方

2023年1月16日

2023年2月13日〜　　　1日間

8人

実施場所
美咲こども園（鶴岡市美咲町32−8）

美咲の森こども園　（鶴岡市美咲町28−5）

https://misaki.keiaikai.ed.jp

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません

連絡先
所属：　法人本部事務局 担当者名：　冨樫　孝雄

TEL：0235　-　28　-　3331 E-mail： honnbu@keiaikai.ed.jp

https://misaki.keiaikai.ed.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ http://www.keisen-swc.jp/ https://www.facebook.com/keisenkai/

福祉の現場を体感する１ｄayからのインターシップ【２月・3月開催】

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：事務局 担当者名：　大川　尚

TEL：0235-29-5111　　　　 E-mail：t-ohkawa@keisen-swc.jp

下記担当者まで電話かメールでご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

障害福祉・介護現場、保育現場のやりがいと楽しさを感じていただくために実施します。
障害、介護、保育の現場から体験したい分野を選んでください。
【スケジュール】
●オリエンテーション　　　法人概要の説明・日程説明
●就業体験
・障害福祉：利用者と一緒に作業やレクリエーションを体験してもらいます。
・介護事業：介護サービスの手伝い、利用者とのコミュニケーション
・保育事業：保育活動の手伝い、園児とのコミュニケーション　　　　愛光園・作業支援
●研修の振り返り
・先輩からのアドバイス、質問コーナー
●実施時間：10：00～15：00（4時間位）

　　　　　　　　　　　　　　　福祉の仕事のやりがい、楽しさ、充実感を感じてください。

　　　　　学部・資格・経験不要！まずは体験してみよう！
将来、介護員、保育士、生活相談員、指導員、ケアマネージャー、相談支援専門員を目指す方ぜひ参加
してください。

2023年2月28日

2023年２月～3月末・随時受入可（希望日を調整します）

各事業所1日2・3名まで

実施場所
障害児者施設：障害支援施設鶴岡市立愛光園・障害児通所支援鶴岡市立あおば学園
保育所：鶴岡市立松原保育園・鶴岡市立東部保育園、小堅保育園、相談支援センターあおば
介護施設：特別養護老人ホーム永寿荘、恵泉シニアサポートともえ

社会福祉法人　恵泉会

シャカイフクシホウジン　　ケイセンカイ

― 　　　17億5千万円（2022年3月期）

社会福祉法人恵泉会は、昭和55年に障害者福祉施設を運営する法人として設立
され、現在では、障害者福祉に加えて老人福祉、保育所など総合的な福祉サー
ビスを提供しております。経験、資格の有無は問いません、私たちと一緒に福
祉の仕事を体験してみませんか！

本社所在地
〒997－0018　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障害者支援施設鶴岡市立愛光園

　山形県鶴岡市茅原町28番10号

　永寿荘、愛光園、恵泉会シニアサポートともえ、松原保育園、東部保育園、あおば学園

事業内容 　障害児・者支援事業、介護事業、保育事業

330名（2022年３月末現在） 1980年

あおば学園・障害児支援

永寿荘・介護支援

facebook  YouTube

http://www.keisen-swc.jp/　
https://www.facebook.com/keisenkai/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

医療法人健友会

イリョウホウジンケンユウカイ

4,800万円 3億3200万円（2022年3月期）

本間病院を中心に10か所の事業所で、病気の予防から治療、そして介護、在宅
まで幅広い活動をしている地域の中核病院・介護施設です。教育制度とスキル
アップのためのフォローに力を入れており、無資格・未経験でも働きながら介
護福祉士取得までサポートします。
少しでも興味がある方はぜひお気軽にご相談ください！

本社所在地
〒　998－0044　　　　

山形県酒田市中町3丁目5番23号

事業内容 医療・福祉・介護事業

495名（2022年4月末現在） 1957年

下記担当者までご連絡ください。

★介護の現場を体感するインターンシップ★【随時開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

「介護の仕事って大変そう･･･」「介護の仕事ってどんなことをするんだろう」そんな不安を抱えてい
る方も多いのではないでしょうか。健友会のインターンシップは、そんな方に向けた介護を深く理解し
ていただけるプログラムになっています。
初めて介護について学ぶ方でも楽しく参加できるような内容となっており、身体的負担軽減を意識した
介助方法、人形を使ったオムツ交換の実演、コミュニケーション方法など、日常生活でも役に立つよう
な介護の知識を学ぶことができます。

【スケジュール（例）】
・オリエンテーション（当法人の説明、介護事業部の説明、研修制度の紹介）
・DVD視聴（介護職のお仕事紹介）
・施設見学（老健ひだまり、通所リハビリテーション、病棟 など）
・介護体験（内容は参加者と相談して決定します）
・先輩職員との交流

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンラインでの開催または中止となる場合があります
のでご承知おき下さい。

介護職が毎日どんな仕事をしているかや介護の基本的な知識についてじっくり学ぶことができます。ま
た、参加者の要望を取り入れてプログラムを決めるため、自分がやってみたいことを体験したり学ぶこ
とができます。

・介護や福祉の仕事に興味がある方（介護・福祉系の専攻でなくても大歓迎です）
・介護福祉士を目指す学校に在学中の方 など

随時

春休み期間中など、ご相談に応じて開催します。

1回1～3名程度

実施場所
本間病院・介護老人保健施設ひだまり など

（山形県酒田市中町3丁目5番23号）

＜　オンラインインターンシップあり　＞

https://www.kenyukai-sakata.jp

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務課 担当者名：齋藤 里穂

TEL：　0234-22-2918　　　　 E-mail：info@kenyukai-sakata.jp

https://www.kenyukai-sakata.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

社会福祉法人光風会

シャカイフクシホウジンコウフウカイ

― 19億円（2022年３月期）

（福）光風会は、今年度は創立43年目を迎えています。特別養護老人ホーム、
障がい者支援施設、介護老人保健施設など様々な福祉サービスを提供していま
す。究極の対人サービスと言われる「やりがい」のある福祉現場を体験してみて
ください。日数は1～５日程度までお受けします。エントリーお待ちしていま
す。

本社所在地
〒998－0054　　　　　

酒田市宮野浦３丁目２０番１号

特別養護老人ホーム芙蓉荘、障がい者支援施設光風園、介護老人保健施設シェ・モワ　等

事業内容 社会福祉事業

310名（2022年4月1日現在） 1980年

下記担当者までお問い合わせください

待ってます　誰かの役に立ちたい　その想い【ご希望により随時開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

福祉施設の現状と介護・支援についての知識。コミュニケーション力。

福祉の仕事に興味をお持ちの方、将来の仕事としてお考えの方

随時

随時（ご相談下さい）

各施設１回につき1～2名

実施場所

（※新型コロナウイルスの発生状況で変更あり得ます。）

介護・支援の現場を体験して頂くことで、福祉施設の役割や業務の内容について、

また将来の人生設計について考えるための一助となるよう、学びを得て頂けます。

　　　　　　　　　　　その他、介護補助（シーツ交換、清掃、食事準備など）

特別養護老人ホーム芙蓉荘（酒田市宮野浦3-20-1）

http;//ｗｗｗ.koufukai.or.jp/

報酬・交通費 昼食（現物）を支給します。

連絡先
所属：法人本部 担当者名：齋藤伸一

TEL：０２３４-３１-３１１２　　　　 E-mail：honbu＠koufukai.or.jp

障がい者支援施設光風園（酒田市宮野浦3-21-28）

介護老人保健施設シェ・モワ（酒田市緑町13-37）他

①　法人事業説明・・・事業の種類、役割、内容等を分かり易く説明します。

②　施設見学・・・・・可能であれば、それぞれの施設見学も行ないます。

③　ふれあい体験・・・接するポイントを説明した上で、コミュニケーションを諮ります。

　　　　　　　　　　　ともに楽しく笑顔で過ごせる時間にします。

④　現場体験・・・・・興味がある職種での体験を実際に行ないます。
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

イリョウホウジンシャダンサツキカイ　ロウジンホケンシセツ アシタバ

1,000万円 5億6,000万円（2022年3月期）

　老人保健施設明日葉は、リハビリテーションを中心に据えた、医療と福祉を
兼ね備えた介護施設です。
　「寝たきりの人は立てるように、立てる人は歩けるように、明日葉の葉のよ
うに明日に向かって今日一日を元気に生きて欲しい」との願いを込めて、介
護、医療、リハビリを提供しています。

本社所在地
〒998－0862　　　　　

山形県酒田市曙町2丁目18番地の6

事業内容
・老人保健施設　明日葉　・瀬尾メンタルクリニック　・ケアプランセンター　明日葉
・グループホーム　明日葉

86名（2022年9月末現在） 1989年

2022年12月～2023年3月

3人

実施場所
老人保健施設　明日葉

（酒田市曙町2丁目18番地の6）

医療法人社団さつき会
老人保健施設　明日葉

看護、介護の職場体験　【12～3月開催】

https://www.satsuki-ashitaba.jp/

報酬・交通費 なし

連絡先
所属：相談員 担当者名：進藤　美代

TEL：0234-22-3885　　　　 E-mail：ashitaba@inetshonai.or.jp

下記担当者までご連絡お願いします

インターンシップの概要

【就業体験内容】

介護保険の仕組みや、実際の看護、介護現場を見学しながら、職場体験や高齢者体験などを行います。

（スケジュール）
　会社概要の説明

　介護保険の仕組み

　職場見学

　看護、介護体験

　高齢者体験

・介護保険の仕組み　・医療、介護の基礎知識　・高齢者体験による体の老化体験

・2042年には日本の65歳以上の人口がピークを迎えます。安定的な医療、福祉サービスの提供に
は、若い力が必要です。高齢者医療、介護に興味のある方はぜひご参加下さい。「ありがとう」と言っ
てもらえる、やりがいのある仕事です。

随時対応します

https://www.satsuki-ashitaba.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

シャカイフクシホウジン　ショウカクカイ

酒田市黒森字葭葉山５４番１０

ライフケア黒森、北のかがやき、こもれびの郷、こもれびの郷浜中
（酒田市黒森地区）（酒田市北平田地区）（酒田市黒森地区）（酒田市浜中地区）

本社所在地
〒998-0111　　

（　仕事×挑戦は自己成長！　）
社会福祉法人正覚会では、仕事をとおし、自己成長と充実した人生を支援しま
す。
この機会に、当法人スタッフのチームワークや入居されている方々の表情をご
覧になり、職場の雰囲気や社風を感じてみて下さい。エントリーをお待ちして
おります。

インターンシップの概要

“介護の魅力”って？見て・知って・体験できる１ｄａｙインターンシップ
【2月開催】

【就業体験内容】

◇ 時間：１０時から１５時
◇ 内容：・法人概要の説明
　　　　 ・学習療法（認知症予防）の体験
　　　　 ・ご利用者との語らい
　　　　 ・排泄介助、入浴介助、食事介助体験（希望者のみ）
　　　　（※直接、排泄・入浴・食事介助を行うものではありません。介護職員の
　　　　　仕事を体験することを目的に、介護職員の仕事を見てもらいます）
　　　　 ・振り返り（質疑応答）
※ インターンシップの時間帯が、お昼をまたぐことから、こちらで昼食を準備致します。入居者様が召
し上がっている給食を食べていただくことも、良い体験になると考えております。
◇ 持ち物：内履き（サンダル、スリッパは不可）
　　　　 　筆記用具
　　　　 　動きやすい服装（ジーンズ不可）

社会福祉法人正覚会

2023年2月

TEL：0234-92-3355 E-mail：info@syokaku-lc.com
連絡先

所属：総務課 担当者名：齋藤　洋一

５名

http://syokaku-lc.com/

事業内容
特別養護老人ホーム（特別養護老人ホームライフケア黒森、小規模特別養護老人ホームライフケア黒森）、ショートステイ（ライフケア黒森）、デイサービ
ス（ライフケア黒森、北のかがやき、こもれびの郷浜中）、認知症対応型通所介護（こもれびの郷）、グループホーム（ライフケア黒森）、小規模多機能型
居宅介護事業（北のかがやき）、居宅介護支援（ライフケア黒森）、地域包括支援センターかわみなみ　いずれも高齢者福祉事業

179名（2022年3月末現在） 1996年

－ 9億2,100万円（2022年3月期）

介護の現場を見ることを通じ、入居者の生活を介護職員を始めとするスタッフがどのように支えているのかを体験す
ることができます。
また、当法人は、認知症予防で行っている「学習療法」の実践モデル施設であることから、認知症高齢者への関わり
や、この療法を通じた介護を体験することができます。

実施場所
特別養護老人ホームライフケア黒森
（酒田市黒森字葭葉山５４番１０）

下記担当者まで御連絡ください。

報酬・交通費
報酬の支給はございませんが昼食をこちらで準備致します。また、交通費については支給致します（上限あり）お問
い合わせ下さい。

高齢者福祉事業にご興味のある方

2023年1月20日

http://syokaku-lc.com/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ http://www.tk-kouseikai.or.jp/

下記担当者までご連絡下さい。

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属： 山水園 担当者名：　施設課長　竹田　禎

TEL： 0234 - 56 - 3522　　　　 E-mail： sansuien@jeans.ocn.ne.jp

福祉に興味のある方、免許がなくとも大丈夫。
人と触れ合う仕事がしたい方、大歓迎。

2023年1月16日

２０２３年２月２０日以降・１日

２名

実施場所 山形県東田川郡庄内町狩川字笠山４３３番地３

認知症などの高齢者の病気や福祉の知識が学べる。

事業内容 老人介護

９４名（ ２０２２ 年 ９ 月末現在） 　１９８５ 年

― 5億2,750万円（２０２１年３月期）

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　実際に介護を体験することで、福祉の現場の雰囲気や認知症の方への理解を深める。

「スケジュ－ル」
　・オリエンテーション
　（当法人の概要と仕事内容の説明）
　・就業体験
　（利用者の見守りと会話）
　・施設職員とのディスカッション

（❈新型コロナウイルスの影響で延期の可能性あり）

福祉を体験する１day　インタ－シップ【２月開催】

シャカイフクシホウジン　タチカワコウセイカイ

社会福祉法人 立川厚生会

　立川厚生会は、特別養護老人ホ－ムを主に、短期・通所・小規模多機能居宅
介護及び居宅介護支援事業を展開する、老人介護施設です。
色んな仕事がありますが、興味のある方は山水園で是非老人介護の仕事を体験
してみませんか。

本社所在地
〒　９９９　－　６６０１　

山形県東田川郡庄内町狩川字笠山４３３番地３

http://www.tk-kouseikai.or.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

特定非営利活動法人 鶴岡福祉村

「福祉の現場の今を、実体験」 1dayインターンシップ【2月開催】

トクテイヒエイリカツドウホウジン　ツルオカフクシムラ

- 　　　　　5,080万円（2022年3月期）

当法人は、「誰もが自立して住み慣れた地域で安心して暮らせる共生社会の実
現」を目指し、法人が運営する施設、障害者支援 オフィス「ひので」と地域生
活支援ホーム 共生の家「ひので」で、障害者の自立に向け、各種支援事業を展
開している。

本社所在地
〒 997－0025　　　　　

山形県鶴岡市日出一丁目７番7号

なし

事業内容

障がいがある方への
○就労訓練等の支援（就労継続支援B型事業）
○生活援助及び生活訓練の支援（生活介護事業）
○共同生活を営む住宅運営（共同生活援助事業）

14名（　2022年3月末現在） 　　　　2013　年

http://www.office-hinode.com/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：障害者支援 オフィス「ひので」 担当者名：蛸井　徹

TEL：0235-25-2943　　　　 E-mail：office-hinode@bz04.plala.or.jp

下記のメールアドレスにご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

【スケジュール】
● 9：30～　 オリエンテーション
　　　　　　　・当法人の概要と事業内容について説明
●10：00～　就業体験Ⅰ（施設外就労支援）
                 　・利用者が工賃を得る為に取組んでいる施設の外で、就労支援を体験する
　　　　　　　（公共施設等へ出向いての清掃作業等）
●12：00～　給食、休憩（給食は、無償で提供）
　　　　　　　・利用者と一緒に給食を取りながら、お互いにコミュニケーションを図る
●13：00～   就業体験Ⅱ（施設内就労支援）
　　　　　　　・利用者が工賃を得る為に取組んでいる施設の内で、就労支援を体験する
　　　　　　　（広告の折り込みやミニコミ誌等の封入作業）
●14：00～　1日の振り返り
　　　　　　　・当日の就業体験を振り返ると共に、施設職員との意見交換、質疑応答を行う
●15：30      インターンシップ終了

障害のある利用者と職員が、支援を行う中でどのような関係性を築いているか。今、福祉の現場で起き
ている生の情報を学ぶ事が出来る。

・4年制大学福祉系学部の方
・障害者福祉に興味のある方

2023年1月20日（金）

2023年2月13日（月）～17日（金）

1人

実施場所
山形県鶴岡市日出一丁目７番7号
障害者支援 オフィス「ひので」

社員の働いている様子や

製品等の写真

http://www.office-hinode.com/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ http://www.t-fukushi-service.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：酒田事業所 担当者名：西村　さやか

TEL：0234 - 26 - 6605　　　 E-mail：s.nishimura@t-fukushi-service.co.jp

下記担当者までご連絡ください。

介護体験インターン　【2月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

●オリエンテーション
　・施設概要説明
　・仕事内容説明

●職業体験
　・施設内の見学、説明
　・レクリエーション補助（お茶出しやゲーム進行の補助・体験）
　・利用者様とのコミュニケーション
　・実際の支援方法の観察

●振り返り
　・質問コーナー

・介護の現場を見学・体験できる
・職場の雰囲気を知ることができる

資格・経験不要です。
介護に興味のある方は、まずは体験してみよう！
在学中の取得単位によっては、社会福祉主事任用資格が認められます。

2023年 1月末

2023年 2月中旬

3名

実施場所

「ソーシャルいずみ」酒田市東泉町5丁目5-6
「ソーシャルさつき」酒田市東泉町5丁目5-1

「ソーシャルわかば」酒田市亀ヶ崎4丁目11-5
上記いずれかの事業所にて行います。

株式会社東北福祉サービス　酒田事業所

カ）トウホクフクシサービス　サカタジギョウショ

　　　　1,500万円 　20億円（2021年3月期）

酒田市においては、通所介護、有料老人ホーム、居宅介護支援事業所の4か所の
運営をしています。個別ケアを尊重するため、全室個室で普段の生活を変わら
ず安心して過ごせるような環境整備を心がけています。
ご興味のある方は、ぜひご参加ください！

本社所在地
〒　990　－　0886　　　　

山形県山形市嶋南一丁目10番7号

酒田市、山形市、天童市、寒河江市、東根市、中山町、河北町に各事業所あり

事業内容 通所介護、有料老人ホーム（住宅型）、グループホーム、見守りアパート、企業主導型保育園の運営

480名（2022年3月末現在） 　1999年 2月

http://www.t-fukushi-service.co.jp/


インターンシップ受入企業情報 № 57

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

保育士体験！【随時開催】

https://www.kamiji.or.jp

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：社会福祉法人羽黒百寿会総務課 担当者名：石井麻衣

TEL：　0235-62-2233　　　 E-mail：soumu@kamiji.or.jp

上記電話番号にご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

０歳児クラスから５歳児クラスまでの年齢クラスに入り、担当保育士とともに保育を行います。

【大東保育園】
四季折々の豊かな自然がいっぱいで園庭遊びや散歩・森探検を楽しんでいます。羽黒山に続く宿坊街に面
していて、国宝や伝統文化行事に触れ、地域の皆様から温かく見守っていただいています。人と心地よく
かかわる力を育みながら、主体的に遊びや生活を楽しむ子をめざし、一人一人の思いに寄り添う保育を心
がけています。
【いずみ保育園】
雄大な出羽三山を一望できる広い園庭のある保育園です。四季折々の自然の中で、のびのびと遊び、心身
共にたくましく、そして、人を信頼し、自ら行動できる子どもをめざしています。
【貴船保育園】
園舎から四季折々の美しさを見せる月山、鳥海山を望み、自然にたっぷりとふれて子ども達は元気に遊ん
でいます。保育者は一人一人の子どもの心持ちを受けとめ、信頼してもらえる大人になろうと学びあって
います。保護者の皆様と子育てを共感しながら、明るい保育園で育って欲しい子ども像に向かって、０歳
から就学までの育ちを見据えた保育を進めています。

乳児・幼児の保育について

・４年制大学、短期大学幼児教育科
・子育て、保育支援に興味のある方

随時

通年

行事などの有無により受入人数は異なります。

実施場所
大東保育園（山形県鶴岡市羽黒町手向字池之頭139-1　0235-62-2156）
いずみ保育園（山形県鶴岡市羽黒町市野山字山王林11　0235-62-2153）
貴船保育園（山形県鶴岡市羽黒町後田字谷地田186-1　0235-62-2155）

社会福祉法人羽黒百寿会（保育部）

シャカイフクシホウジンハグロヒャクジュカイ（ホイクブ）

― 　　　　　　万円（　　　　年　　月期）

当法人は昭和６３年５月に設立、老人福祉施設の運営にあたっては、「地域と共
に歩む」を目標に３０年以上経過しました。少子高齢社会における羽黒地域の一
員であることを自覚し存在感のある社会福祉法人として地域住民の声を大切に
「笑顔で、すこやかに暮らせる福祉の里羽黒」を基本理念に、時代の要請に応え
幸せに暮らせる社会福祉づくりのために法人の公益性、効率性を追い求め、地域
との共生をめざします。

本社所在地
〒　997　－　0211　

山形県鶴岡市羽黒町手向字薬師沢198-3

（保育部　保育園）大東保育園・いずみ保育園・貴船保育園

事業内容 保育業務

保育部　保育園　79名（2022年10月末現在） 　1988　年

https://www.kamiji.or.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

介護福祉サービスの現場体験【随時開催】

株式会社ひまわり

カ）ヒマワリ

800万円 3億2千万円（2021年度3月期）

居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、介護付きホーム、グループ
ホーム、有料老人ホームといった多種の事業を展開しており、様々な福祉ニー
ズに対応しています。

本社所在地
〒　997　－　0834　

　山形県鶴岡市稲生一丁目3-5

事業内容
居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、介護付きホーム、グループホーム、有料老人ホーム
といった多種の事業を展開しており、様々な福祉ニーズに対応しています。

75名（2022年3月末現在） 1996年11月

　下記担当者まで御連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、介護付きホーム、グループホーム、有料老人ホーム
といった多種の事業を展開しているため、就業体験部門の希望をお聞きすることが出来ます。就業体験
部門では、お客様とのコミュニケーションを主とした業務、介護職員へのサポート業務などを行って頂
きます。

また、実習日程にもよりますが、月1回行っている社内木鶏勉強会にも参加して頂くことも出来ます。

（※随時受付となっておりますが、新型コロナウイルスの影響で実施時期の調整など御相談させていた
だくことになりますのでご了承願います。）

お客様とのコミュニケーションの大切さを知ることができます。

ひまわりでは人間力向上を目指した研修等に力を入れています。どんな会社なのか興味がある方は是非
応募してください。

　随時受付

　随時受付

　1～2名　/　回

実施場所 　山形県鶴岡市稲生一丁目3-5

http://himawari-s.co.jp

報酬・交通費 　報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：　経理部、総務部 担当者名：　後藤祐介、若生悠

TEL：0235-25-5145 E-mail：　info＠himawariｰs.co.jp

http://himawari-s.co.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

株式会社プレステージ・インターナショナル
オランジェリー山形保育園

１日保育体験　【随時開催】

カ）プレステージ・インターナショナル　オランジェリーヤマガタホイクエン

　１５億１９７０万円 　　　―

当園では、当社で働く方のお子さんを中心に預かっている保育園です。
子どもの好奇心を育むこと、子ども自身の達成感を大事にし、子どもたちの生
活習慣や社会性、主体的に生きる力を育みます。この体験でも様々な子どもた
ちの姿を見ることができます。
ご興味のある方は、ぜひエントリーしてください。

本社所在地
〒　１０２　－　００８３　　　　

東京都千代田区麹町2丁目4番地１　麹町大通りビル１４階

山形、秋田、富山に拠点あり

事業内容 クラスに入っての子どもの保育

4,481名（2022年3月末現在） 　1986年

https://www.orangery-hoiku.jp/

報酬・交通費 なし

連絡先
所属：オランジェリー山形第２保育園 担当者名：松田　由加里

TEL：０２３４-４１-０９７０ E-mail：なし

下記までご連絡ください

インターンシップの概要

【就業体験内容】

１日クラスに入っていただき、保育園での生活の流れを体験してもらいます。

【就業体験】
　９：００自由遊び
　９：３０各クラスに分かれて活動
１１：００給食
１２：００お昼寝
１５：００おやつ
１５：３０自由遊び・順次降園

保育園での生活の流れを体験でき、子どもたちの様子を知ることができます。

・子どもが大好きな方
・明るく元気な方

随時受入可能

随時受入可能

若干名

実施場所
オランジェリー山形第１・第２保育園

（第１：山形県酒田市京田４－１－１、第２：山形県酒田市京田４－１－８）

https://www.orangery-hoiku.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

社会福祉法人みのり福祉会

シャカイフクシホウジン　ミノリフクシカイ

― 　　　　　　6億１６００万円（2021年度）

法人名は稲の実りをイメージしながら、ご利用者のみなさまの人生がみのり豊
かなものになるよう、お手伝いさせていただくという気持ちを込めて。施設名
の【ソラーナ】は、スペイン語で「ポカポカした陽のあたる場所」という意
味。【ラ・ルーナ】は「月」で、月のやさしい光をイメージしています。今日
も「ここに来てよかった」と言っていただけることが私たちの願いです。

本社所在地
〒　９９９－７７２７　　　　　

山形県東田川郡庄内町南野字北野100-2　（特別養護老人ホームソラーナ）

上記以外の拠点：ラ・ルーナ（庄内町余目地区）

事業内容
高齢者福祉・介護事業
【ソラーナ拠点】特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援
【ラ・ルーナ拠点】地域密着型特別養護老人ホーム、ショートステイ

100名（2022年10月末現在） 　　　　　１９９０年

下記担当者までご連絡ください。

介護の仕事現場を見て、聞いて、感じてみる1日に！【通年開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

介護の現場では、なにげない声かけや、なにげない日常のひとつひとつに「根拠」があることを学ぶこ
とができます。「福祉」や「介護」を仕事に選んだ先輩たちの姿を見たり、実際の声を聞いたりするこ
とができます。

介護や福祉の仕事に興味のある方。将来の仕事として考えている方。
実際にどのような仕事なのか見てみたい、話を聞いてみたい方。
◆当法人には、介護福祉士、看護師、管理栄養士、理学療法士、社会福祉士、介護支援専門員がおりま
す

随時受入いたしますが、ご希望の日にちがございましたらお早めにお申し出ください。

通年受入いたしますのでご相談ください。

1回につき1～2名

実施場所 所在地に同じ（ソラーナ）。もしくはラ・ルーナ（庄内町余目字矢口92-1）

＜　オンラインインターンシップあり　＞

インターンシッププログラムは、参加者の希望を事前に聞き取りますので、内容や時間を調整
することができます。

※感染症の状況により、オンラインでの開催または延期などの対応をとらせていただくことがありま
す。あらかじめご了承ください。

【スケジュール例】　10時～15時
●オリエンテーション（施設見学、施設概要説明）
●介護体験
●行事やレクリエーションへの参加
●職員との交流（アドバイス、質疑応答）

http://www.minori-f.or.jp

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：ソラーナ 担当者名：金子絵美

TEL：０２３４-４４-２０１１ E-mail：sola@minori-f.or.jp

http://www.minori-f.or.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

社会福祉法人　山形虹の会
介護老人保健施設かけはし

シャカイフクシホウジン　ヤマガタニジノカイ

　１億7,000万円 　　　　　９億1,000万円（２０２２年３月期）

人と人が触れ合う温かい雰囲気のなか、住み慣れたまち庄内での暮らしを支え
る多くの職員がいます。どのような職種の職員がいて、どのような仕事をして
いるのかぜひ体験しに来ませんか？
オンラインでの企業説明も実施していますので、当法人HPもご覧ください。

本社所在地
〒　９９７　－　０３６１　　　　　

　山形県鶴岡市民田字代家田１００番１

　支店等はありません。

事業内容
◇介護老人保健施設　　　　　◇特別養護老人ホーム　　◇グループホーム
◇デイケア（通所リハビリ）　◇ショートステイ　　　　◇訪問入浴サービス
◇居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

１９０名（２０２２年３月末現在） １９９５年

下記担当者までご連絡ください。

介護施設での仕事を体験する１ｄａｙインターシップ【２～３月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

高齢者体験や、実際の介護現場での仕事体験をしていただきます。

【スケジュール】
　・オリエンテーション
　・高齢者体験
　・施設見学（事業所の紹介、各職種の仕事内容の説明）
　・活動事業所での体験（レクリエーション、介護体験等）

○高齢者施設で働く職種について、実際の仕事内容を知ることができます。
（介護職員、看護職員、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、相談員、事
務職員など）

・高齢者介護に興味のある方
・高齢者施設で働く職種に興味のある方
・専門的な知識を生かした仕事に興味のある方

2023年1月20日（金）

開催期間内で相談可

各日２名まで

実施場所 法人内各事業所

＜　オンラインインターンシップあり＞

https://niji-kakehashi.or.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はありません。

連絡先
所属：介護老人保健施設かけはし 担当者名：介護課長　榎本　文典

TEL：0235-25-1131　　　　 E-mail：yamaniji@sweet.ocn.ne.jp

https://niji-kakehashi.or.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

シャカイフクシホウジン ユウワカイ

― ７億7,400万円（2020年度）

特別養護老人ホームを中心に、高齢者の福祉・介護の現場を見学・体験してい
ただきます。介護を必要とする高齢者の方のくらしや笑顔、そこで働く職員の
役割ややりがいなどを感じていただくことで、「福祉・介護」の学びを深めて
もらえればと思います。
また、福祉や介護を専攻していない学生の皆様の体験も歓迎していますので、
少しでも興味があれば、ぜひ、参加ください。

本社所在地
〒　998－0862　

山形県酒田市曙町二丁目２６－１

―

事業内容
高齢福祉・介護等の事業（特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービス、老人短期入所、
老人居宅介護等、地域包括支援センター等の事業）

117名（2021年3月末現在） 　1991年

随時調整し、対応いたします。

若干名（ご相談ください）

実施場所
特別養護老人ホームサン・シティ

（山形県酒田市曙町二丁目２６－１）

社会福祉法人 友和会

福祉・介護の仕事を体験してみませんか？　【随時開催】

http://www.fuku-yuwakai.jp

報酬・交通費 交通費については、法人規定により支給いたします。

連絡先
所属：事務局 担当者名：池田護

TEL：0234-26-7788 E-mail：yuwakai-honbu@solid.ocn.ne.jp

下記担当者までご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

福祉や介護を専攻している専門職を志す学生の皆様はもちろんですが、福祉や介護を専攻していない学
生の皆様の体験も歓迎していますので、少しでも興味があれば、ぜひ、お問合せください。
就業体験の内容は、【事業概要等の説明】、【施設見学】、【現場体験】、【質疑応答】などを予定し
ています。
なお、日程、時間等は個別に相談させていただきます。

※新型コロナウイルス等感染症の状況により、オンラインでの開催又は延期となる場合があります。

福祉や介護の実際の現場で、「介護の楽しさ」や「福祉の重要性」などを感じることができます。ま
た、職場の雰囲気やそこで働くことのイメージをつかむことができます。

高齢者の福祉や介護に興味のある方（福祉・介護系の専攻以外の方も歓迎です）や、人の役に立つ仕
事、社会貢献を実感できる仕事がしてみたいと考えている方は、ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。

随時受付しております。

社屋・就業場所・社員さんの写

真、会社のロゴ等
社屋・就業場所・社員さんの写

真、会社のロゴ等

http://www.fuku-yuwakai.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

最新のセキュリティシステムを体感しよう！【随時開催】

http://www.taiko-keibi.com/

報酬・交通費 報酬・交通費無し（昼食付）

連絡先
所属：専務取締役 担当者名：佐藤　隆

TEL：080　-　3945　-　9187　　　　E-mail：tsuruoka@taiko-keibi.com

下記担当者までご連絡願います。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

監視カメラ・アクセスコントロールのほか、各種セキュリティシステムとは、どのようなものなのか。
ますます需要が高まる画像システムは、地域社会でどのように活用されていくのか。
安全・安心産業は、なぜ不況に強いのか。疑問にお答えします。

≪スケジュール≫
◎オリエンテーション
　グループ企業の概要と警備業の概況

◎職業体験
　各種セキュリティ関連商品の説明
　システムの設置工事・データ入力・メンテナンスなどの体験

　＊納期のタイミングが合えば、消防自動車等の検査や納入を体験することができます。
　　詳細は、お問合せください。

人の動きや画像を遠方で監視（管理）するしくみが理解できます。

◆社会に貢献できる仕事を希望している方
◆弱電工事や機械に興味がある方
◆IOT・AIなどを駆使した新たな商品開発に携わりたい方

インターン希望2週間前

随時（2日間開催予定）

1日2人まで

実施場所
タイコー警備保障株式会社　本社
（酒田市北新橋一丁目12番13号）

タイコー警備保障株式会社
（クリーンサービスグループ）

タイコーケイビホショウ（カ

　　　　1,000万円 　　5億8,400万円（2022年7月期）

弊社は、地元資本唯一のトータルセキュリティ企業です。
各種警備業務のほか、監視カメラシステム、アクセスコントロールシステム等
の施工販売を行っており、インターンシップでは現地での施工、メンテナンス
等を体験していただく予定です。
地域社会に貢献できる仕事です。興味のある方はご参加ください。

本社所在地
〒　998　－　0865　　　　　

酒田市北新橋一丁目12番13号

鶴岡支社・山形営業所（天童市）

事業内容
・総合警備業（施設警備・機械警備・貴重品運搬警備・交通雑踏警備）
・水道事業（酒田市メーター検針・窓口業務）
・消防事業（消防自動車等販売）

153名（2022年3月末現在） 　1985年

http://www.taiko-keibi.com/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

東洋ワークセキュリティ株式会社

知っているようで知らない「警備の魅力」お伝えします！
1dayインターンシップ【11月～開催】

トウヨウワークセキュリティ（カ

　　　４,０００万円 110億円（2022年9月期）

全国に45営業所を展開し、従業員規模約3000名と東北本社では最大級のセ
キュリティ事業会社です。弊社のインターンシップでは実際に稼働している警
備現場の見学、入社１～３年の先輩社員との座談会、徒手の実演・体験等を行
います。（警備業法上２０時間以上の教育を受けないと実際に仕事ができない
ため現場の体験はできません）ご興味ある方は是非エントリーをお待ちしてお
ります。

本社所在地
〒980-0803 　　　

宮城県仙台市青葉区国分町1-7-18 東洋ワークビル2F

全国４５拠点（山形県内は鶴岡、新庄、山形、米沢の４拠点）

事業内容
・総合セキュリティ事業
・防犯システム販売事業
・建物サービス事業

約3,000名（2022年10月末現在） 2009年

https://www.tw-s.co.jp/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません

連絡先
所属：採用部 担当者名：志賀 幸輝

TEL：　　0235-29-1505　　　 E-mail：k-shiga@tw-s.co.jp

マイナビ２０２４からエントリー、または下記メールアドレスまでご連絡ください

インターンシップの概要

【就業体験内容】

[１] 警備業界について知ろう！
警備業界ってどんな業界なのか、どんな仕事をするのか？
東洋ワークセキュリティの仕事や特徴についてお話します。
[２] 警備現場を見てみよう！
エリアで担当している現場を実際に見学します！
みなさんの身近な場所や、普段は入れない場所もあるかも？
どんな風に仕事をしているか見て、実際に働くイメージを膨らませてください。
[３]若手先輩社員との座談会！
入ってからわかるやりがいや苦労
当日は若手の先輩社員に直接話を聞いてみたり
パネルディスカッション形式で弊社の魅力を''生の声''で 伝えます。
[４]一日を振り返ろう！
スタッフよりフィードバックを行います。
今後の業界研究に役立ててください。

※内容は変更になる可能性がございます。

＊警備業界について知れる
＊会社の雰囲気を感じられる
＊面接等のアドバイスが聞ける

・安心安全のサービスを提供したいと考えている方
・地元に地域貢献をしたいと考えている方
・サービス業に興味のある方

実施日より2日前

毎月１回程度開催予定　１day実施

３人

実施場所
東洋ワークセキュリティ株式会社　鶴岡営業所

（山形県鶴岡市道形町6番62　2Ｆ）



インターンシップ受入企業情報 № 65

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

下記担当者まで電話 又はE-mailにてご連絡ください

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　新卒者は将来の幹部候補です。幹部候補として警備現場を知らなければ管理統制業務・適切な配置統
制・警備員の指導・契約先との商談や打ち合わせ等がスムーズに行えません。
現場先と事務所の雰囲気を少しでも知っていただく為の職場見学を実施致します。
※警備業法により法令教育を終了した者しか実務体験を行えないこととなっています。その為、現場先
では先輩達の業務見学と質疑応答等のみとなります。
　また、当社は地域貢献活動の一環として学校及び得意先企業様へ無料で「AEDを使用した救命講習」
を行っており、その一部を体験していただきます。

【スケジュール内容】
　・警備業務の説明
　・警備業務現場先の見学
　・警備員の管理統制業務及び警備員指導業務見学
　・護身用具体験又はAEDを使用した救命救急措置体験
　・その他(実施出来る範囲内での体験の実施)
　・質疑応答

　警察官・消防吏員・海上保安等の業種だけが国民の安全を担う仕事だけでないことを知り、地域の安
全を守る安全産業としての警備の重要性と大変な業務でも楽しさ・やりがいを感じていただけると思い
ます。

・地域貢献をしたい方(人の役に立つ仕事がしたい)　　・地道に仕事を行う事が好きな方
・体を動かす仕事がしたい方
・大規模なイベント警備に興味のある方(スポーツイベント及び地域のイベント等)

随　時

2022年12月1日～・1日間　　※インターンシップ希望が有れば随時受け入れ致します

3人

実施場所
株式会社トスネット南東北　酒田営業所

(山形県酒田市亀ヶ崎五丁目8-54)

http://www.tosnet.co.jp

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：トスネット南東北酒田営業所 担当者名：　(所長)　梁瀬　利弘

TEL：0234　-　26　-　0671　　　 E-mail：　sakata@tosnet.co.jp

株式会社トスネット南東北　酒田営業所

警備現場及び統制業務等の1dayインターンシップ
【12月～随時開催】

カ）トスネットミナミトウホク　サカタエイギョウショ

　　　　1,000万円 　　　　　　7億3,000万円（2021年9月期）

当社は警備会社㈱トスネットグループの会社です。主に交通誘導・施設警備業
務を主体とした警備会社です。今や警備業務は私たちの生活から切っても切り
離せ存在となっており、安全産業として躍進しています。インターンシップで
は、その警備現場の見学(交通誘導・施設警備等)及び警備員の配置・統制してい
る業務の見学をして頂きます。

本社所在地
〒　963　－　8025　　　　

福島県郡山市桑野二丁目34-9　家久来ビル2F

(全8営業所)　置賜・山形・新庄・酒田・いわき・郡山・福島・会津若松

事業内容
【警備請負業】
・交通誘導警備・雑踏警備(イベント警備)　・施設警備・列車見張員業務
・保安資機材販売・防犯カメラ　・AED等の販売及びリース

220名　(2022年3月現在) 　　　2013年

http://www.tosnet.co.jp/
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支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高

【参加メリット】
身につく知識等

こんな方はぜひ御応募
ください！

応募締切日

開催時期・受入期間

受入人数

エントリー方法

ホームページ

株式会社プレステージ・インターナショナル
山形BPOパーク

カ）プレステージ・インターナショナル ヤマガタビーピーオーパーク

　15億1970万円 467億4400万円（ 2022年 3月期 ）

BPO事業を主体とし、様々な業界のクライアント企業に対し付加価値のある
サービスを提案し、消費者に対しそのサービスを提供しています。
弊社BPOセンターで実際に働くオペレーターとの交流やマナー講座などを予定
しております。
ビジネスマナーやコミュニケーション能力を高めたい方、誰かの為に働きたい
と考えている方、ぜひご参加ください！

本社所在地
〒　102　－　0083　　　　　

東京都千代田区麹町 2－4－1　 麹町大通りビル14階

山形県酒田市、鶴岡市の他、秋田県秋田市、富山県射水市など18か国26拠点に展開中。

事業内容

BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業
クライアント企業のお仕事を引き受け、付加価値をプラスしてサービスを提供する事業です。主にロー
ドサービスや自動車保険に関する部門、海外旅行保険に関する部門、住居やコインパーキングに関する
部門などがあります。

4481名（ 2022年 3月末現在 ） 　　　1986　年

マイナビ2024よりエントリー　もしくは　下記連絡先までご連絡下さい。

スキルアップ！インターンシップ　【12～2月開催予定】
<オンラインインターンあり>

インターンシップの概要

【就業体験内容】

【1Day・5daysそれぞれ開催】
3月の就職活動解禁直前！
解禁前の総仕上げをしたい方、これから業界理解を深めていきたい方におすすめのプログラムを
各回ご用意してお待ちしております！
あなただけの為の1dayインターンも行っております。ご希望の方はご連絡くださいませ。

＜開催内容例＞★各回カフェテリアランチ付き★
・就職活動に役立つ！ビジネスマナーセミナーDay（1day＆5days共通）
・ロードサービス、不動産関連などのカスタマーサポートを模擬体験！オペレーター体験Day
・BPOを支えるIT職とは？プログラマー・システムエンジニアDay 　など

全日程共通：企業説明/館内案内（来社開催のみ）/OBOG座談会
会える従業員：若手社員・業務管理者（スーパーバイザー・マネージャーなど）

※開催方法や内容は変更になる場合がございます。
※その他見学会・説明会も随時開催しております。

・就職活動や面接、社会人デビューで役立つ「マナー講師が教えるビジネスマナー」
・グループワークで高める「コミュニケーション能力＆プレゼン力」
・「あなたにしかできない」サービスを考えることで得られる企画力　　　など

・将来「人と関わる仕事がしたい」「誰かの役に立つ仕事がしたい」と思う方
・コミュニケーション能力を高め、就職を有利に進めたい方
・総合職や専門職（IT職等）として幅広いエリアで活躍したい方
・地元(庄内)就職に興味がある方

開催日3営業日前まで

2022年12月～2023年2月　※詳細はマイナビ2024及び採用HPへ随時更新

各回につき5名程度

実施場所
株式会社プレステージ・インターナショナル　山形BPOパーク

(山形県酒田市京田4-1-1)

https://www.pi-recruit.jp/yamagata/

報酬・交通費 報酬・交通費の支給はございません。

連絡先
所属：山形人事　採用担当 担当者名：石黒・渋谷・長南

TEL：　0234 - 41 - 0969　　　 E-mail：saiyo_SKT@prestigein.com

https://www.pi-recruit.jp/yamagata/


 

企業情報、求人・インターンシップ情報検索サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・山形県が運営している県内企業就職情報のポータルサイトです。 

・会社概要等の基礎的な情報や求人情報、インターンシップ情報など、約５９0社

の県内企業情報を掲載しています。 

・職種や勤務地、検索ワードから企業検索が可能です。 

・その他、県内外で開催される就職関連イベントや就職相談窓口へのリンクなど、

役立つ情報も多数掲載しています。 

●山形県就職情報サイト 
 

http://www.shushoku.yamagata.jp/ 

 

・庄内地域に就業場所のある企業・団体等の概要や 

採用情報などを紹介したガイドブックです。 

・１３業種、１０８社の情報を掲載しています。 

県ホームページからご覧いただけます。 

（注）令和４年２月１日までに寄せられた情報です。 

●庄内地域版 企業採用ガイドブック 
 

https://www.pref.yamagata.jp/337041/sangyo/rodo/koyo

taisaku/kyujinguide2021.html 

https://www.pref.yamagata.jp/337041/sangyo/rodo/koyotaisaku/kyujinguide2021.html
https://www.pref.yamagata.jp/337041/sangyo/rodo/koyotaisaku/kyujinguide2021.html


 

インターンシップ等に関する支援 

 

インターンシップや採用面接等に参加するための交通費等の支援情報です。 

必要な条件や対象経費など、詳しくは県ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県外に居住し、県Ｕターン情報センターに登録している山形県内

の企業への就職希望者を対象に、山形県内で実施されるインターンシップ

や採用面接に参加するための交通費の一部について助成を受けることがで

きます。 

上限額：1万円（1人 2回まで） 

●山形県Ｕターン就職活動交通費助成事業 

https://www.pref.yamagata.jp/110009/sangyo/rodo/koyotai

saku/uiturn/koutsuuhijyoseikin.html 

●山形県保育インターン等旅費支援事業 

https://www.pref.yamagata.jp/010004/kenfuku/kosodate/

hoikushi/internhojyo.html 

 宮城県、秋田県、福島県、新潟県の保育士養成施設に在学し、山形県内の

保育所等で保育実習等を行う学生を対象に、養成施設と保育所等の所在地域

に応じた定額の助成を受けることができます。 

 ※山形県内から通学している場合は対象外 

※年度中 1回のみ 



山形県庄内総合支庁地域産業経済課（産業振興担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合わせ先  〒997-1392  東田川郡三川町大字横山字袖東 19-1 

山形県庄内総合支庁地域産業経済課 産業振興担当 

電 話 ０２３５－６６－５４８５ 

Eメール yshonaisangyo@pref.yamagata.jp 

 


