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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５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 

 

 

 

※ 最終ページの「山形県就職情報サイト」検索方法もごらんください。 

 

 

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 24
株式会社マルエーうちや
【店名：ジェイマルエー】

2 株式会社小松組 25 株式会社ミウラカーズ・ワン

3 荘和設備工業株式会社 26 山形ダイハツ販売株式会社

4 Ｔ＆日本メンテ開発株式会社 27 山形日産自動車販売株式会社

5 東北電機鉄工株式会社 28 山形パナソニック株式会社

6 林建設工業株式会社 29 山形三菱自動車販売株式会社

7 森建設工業株式会社
金融業、
　保険業

30
東京海上日動火災保険株式会社
山形支店

8 山形建設株式会社
不動産業、
物品賃貸業 31 株式会社セントラルリース

9 株式会社山本組 32 株式会社庄内測量設計舎

10 株式会社アライドマテリアル 33 株式会社出羽自動車教習所

11 株式会社安藤組
宿泊業、飲食
サービス業 34 株式会社萬国屋

12
オリエンタルモーター株式会社
　鶴岡中央事業所

35 社会福祉法人あつみ福祉会

13 株式会社小松写真印刷 36 社会福祉法人かたばみ会

14
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

37 社会福祉法人恵泉会

15
ＴＤＫエレクトロニクスファクトリー
ズ株式会社

38 医療法人健友会

16 山形エスシーエス株式会社 39 社会福祉法人光風会

17 株式会社コミュニティ新聞社 40 社会福祉法人正覚会

18 株式会社セーブ 41 社会福祉法人立川厚生会

19 株式会社日情システムソリューションズ 42 株式会社ひまわり

20 株式会社カーサービス山形 43 社会福祉法人友和会

21 株式会社ト一屋 44 株式会社トスネット南東北酒田営業所

22 株式会社東北マツダ 45
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

23 トヨタカローラ山形株式会社

情報
通信業

卸売業、
小売業

～　目　次　～

医療、
福祉

サービス業
（その他）

卸売業、
小売業

建設業

製造業

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。

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

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

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、在職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）

※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】

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。

２５名（2022年4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

株式会社小松組

カ）コマツグミ

　　　　２，０００万円 　　　　　　４億５０００万円（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５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）」の認定を受
けました。

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、遊佐町）

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】

・会社概要の説明

・現場体験　（国交省発注の現場、山形県発注の現場を予定）

・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。

【建設業】

公共工事を体感する1dayインターンシップ　【随時開催】

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

https://komatugumi1959.business.site/


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://showa-setsubi.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：田村　智子

TEL：0235-22-2466 E-mail：showa@showa-setsubi.com

弊社ＨＰ　お問い合わせに入力・送信もしくは下記担当者へご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　＜セツビに関する知識ほ広げる為の活動＞
　建築設備と言われる分野の内容について、見学や実習も交えて様々な体験をしていただきます。

【スケジュール（例）】
1．オリエンテーション・・・会社概要説明・見学
2．スクーリング・・・建築設備の概要について、社内における研修
3．現場見学・・・その時点で作業中の工事現場に足を運び、そこにあるセツビの見学
4．配管加工等の体験・・・現場で実際に使用される材料を用いての様々な加工体験など
5．質疑応答

人が生活していく上で欠かせない水や空気に関わる様々な知識を得ることができます。
また、普段の生活で意識することの少ない、その水や空気がどのように管理され、またどのような形で人々
の生活に供給されているのかを知ることができます。

・ものづくりに興味のある方
・日々、屋内でじっとしているよりは、屋外に出て活動してみたいいと思う方

随時

開催時期：随時　　　受入期間：原則1日　希望によって2日間も可

2名

実施場所 本社及びその時点で施工中の工事現場

セツビがワカル　インターシップ【随時開催】

【建設業】

荘和設備工業株式会社

ショウワセツビコウギョウ（カ

2,300万円 11億7,000万円（2022年3月期）

荘和設備は、創業から50年以上山形県の庄内地方を中心に数多くの設備工事に携
わってきました。これまでに培われた高い技術と経験に誇りを持ちながら、誠実
に、柔軟に、この地域のライフラインを支え続けていきます。

本社所在地
〒　９９７　－　０８０３

山形県鶴岡市伊勢横内字畑福16番地

なし

事業内容 空調・換気設備工事、給排水衛生設備工事、上下水道工事、メンテナンス工事、融雪設備工事

３７名（２０２２年４月末現在） １９６７　年

https://showa-setsubi.com/


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

【建設業】

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6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/

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  

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/


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

【建設業】

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

報酬・交通費 報酬金なし、交通費一部支給、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。

・「ものづくり」に興味のある方
・建設業に興味がある方

随時

8月～1月

1～5人

実施場所 酒田本社、各営業所

建設業を経験する１dayインターンシップ

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 　　　　　　66億4256万円（2022年3月期）

当社は酒田市に本社工場を有し、各種プラント・生産整備の設計・製作・建築施工
からプラントの自動制御監視システム、データ処理システム等の計装設備工事、さ
らに電気設備・給排水・空調設備工事・保守メンテナンスなど幅広く事業を行って
おります。ぜひ興味がある方はエントリーしてください！

本社所在地
〒998-0064

山形県酒田市大浜一丁目4番57号

山形、鶴岡、新庄、米沢、仙台、東京、富山

事業内容
総合プラント事業(各種プラント、橋梁、水門、タンクローリー、熱交換器、貯槽類電気・計装設備工事、
建築機械設備、各種メンテナンス)

180名（2022年4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 № 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

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

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

今どきの?!建設業について見て聞いてみよう！【随時開催】

【建設業】

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

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

【建設業】

現場を体感するインターンシップ　【随時開催】

森建設工業株式会社

モリケンセツコウギョウ（カ

　　　　2,000万円 3億9000万円（2022年5月期）

当社は、総合建設業として、土木・建築・上下水道やガスなどの都市インフラ工事を中心に幅
広い分野の仕事をしています。
今回は、道路改良工事で最新の測量機器を使った測量作業を体験して頂こうと考えています。
土木工事のイメージが変わるような体験ができると思います。
また、他の分野の仕事体験を希望している方でも、その希望に合わせた体験を行うことが可能
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
〒999－7611　　　　　

山形県鶴岡市上藤島字街道西3-1

事業内容 総合建設業

16名（2022年5月末現在） 1966年

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】

藤島駅前道路改良工事の施工現場で、測量や品質管理、出来形管理等の業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
会社概要と当社が行う工事の概要、体験して頂く現場の概要について
●就業体験
①	現場作業
注意事項、安全対策の取り組みなどを説明します。
②	測量作業
トータルステーションを使い測量を行います。
③	図面作成
測量データをもとに図面を作ってみます。
④ディスカッション
面談

・最新機器を使った測量作業が体験できます。

・建設業に興味のある方
・意欲のある方
・人に喜ばれる仕事をしたい方

随時

随時

3人

実施場所 鶴岡市内

https://www.big-advance.site/s/166/1570/company

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 担当者名：山本佳津子

TEL：0235-64-2362 E-mail：moriken1@galaxy.ocn.ne.jp

https://www.big-advance.site/s/166/1570/company
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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御連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　ビルや工場、道路や橋などの構造物はどのようにして出来上がるのか、
その中で山形建設が行う『施工管理』とはどのような仕事なのかを知ることが出来る
機会ですので、是非ご参加ください。

【スケジュール】
●オリエンテーション
（会社概要、現場社員からの現場概要説明）
●昼食会
●就業体験
・測量補助
・写真撮影補助
・各検査・会議立会いなど

実際の工事現場での実習を通して、施工管理という仕事のやりがいや面白さを体験できます。

◎建築・土木系学科
◎建築・土木施工管理に興味のある方

2022年7月30日

2022年8月1日～9月16日　随時

5人

実施場所 山形建設株式会社本社および山形市内の工事現場

https://www.yamagatakensetsu.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：近野　勝利

TEL：023-644-5208　　　 E-mail：k-konno@yamagatakensetsu.co.jp

【建設業】

山形建設株式会社

1day施工管理の仕事体験（建築・土木コース）【8・9月開催】

ヤマガタケンセツ（カ

　　　8080万円 　　　　　　75億700万円（2021年度見込み）

今年で創業106年。完成工事高は常に山形県トップクラスを誇ります。主に山形
県内を営業エリアとして、建築・土木・舗装の３つを基柱に事業展開を行っていま
す。併せて、企画・設計、事業開発、リフォーム・メンテナンス事業及びアスファ
ルト合材製造・販売、機械施工を手掛けています。

本社所在地
〒990－2462　　　　　

山形県山形市清住町1-2-18

天童、寒河江、庄内、西置賜、天童事業所、庄内工事事務所

事業内容
【建築工事施工】公共・福祉・医療・教育・商・工業施設、一般住宅やマンション など
【土木工事施工】街路整備、道路、土地造成、環境整備、河川、砂防、橋梁、上下水道 など
【その他】 企画・設計、アスファルト合材製造・販売、機械施工

145名（2022年　4月末現在） 1916年

https://www.yamagatakensetsu.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
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受入人数

エントリー方法

ホームページ

【建設業】

株式会社 山本組

ドローン・三次元レーザー測量を体感する1DAYインターンシップ
【 随 時 開 催 】

カ）ヤマモトグミ

3,000万円 11億3千万円（2021年6月期）

本社所在地
〒997-1117　　　　　

　山形県鶴岡市下川字東海林場358番地の67

事業内容
　総合建設業（建設・土木・地域社会を支える公共インフラ整備事業）
　資源再生プラント事業
　アグリ事業（農産物の生産・加工・販売・カフェ事業）

34名（2022年4月末現在） 1960年

　建築・土木技術職は建築物や道路、ダム、橋、上下水道などの建設をするにあたって、工事現場
を指揮する仕事で「現場監督」ともいわれます。図面をもとに完成イメージを組み立て、法律面を
確認し現場や工事方法を検討、機材や作業員の安全性を確認しながら工期内に完成させて、発注者
に引き渡します。近年はデジタル化が急速に進んでいることを受けて、弊社では積極的に最新機器
（ドローンなど）を導入し新しい技術の習得を目指しています。皆さんのエントリー、心よりお待
ちしております。

https://yamamotogumi.biz/

報酬・交通費 交通費を支給します。（上限あり）

連絡先
所属：総務部 担当者名：松浦　雄太

TEL：0235-75-2334 E-mail：cucumber@yamamo10.co.jp

マイナビ2023、または採用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】

　ドローンや三次元レーザー測量機器を使用し、測量業務の一部を体験して頂きます。
　ＩＣＴを活用した建設現場を体験することで、現在の建設業界で行われている情報化施工を体感できま
す。
　
　【スケジュール】
　　●オリエンテーション
　　　（会社概要の説明、ＣＡＤや測量機器の説明を行います。）
　　●就業体験
　　　①ドローン計測を体験
　　　　（内容：ドローンによる写真撮影、撮影画像データの処理）
　　　②三次元レーザー測量を体験
　　　　（内容：三次元レーザー測量機器による計測、計測データをＣＡＤデータに変換）
　　　③データを受信処理した建設機械による施工状況を確認
　　　　（内容：建設現場でＩＣＴ施工を見学）
　　　④ＩＣＴ担当者との懇談
　　　　（実務に携わっている若手技術者との意見交換）

　※昼食は弊社アグリ事業部で運営しているカフェへご招待します。

ドローンによる空撮と三次元レーザー測量、画像点群データ処理過程を体験できます。

『未来の景色をカタチに』
100年残るモノづくりに興味のある方は、ぜひ御応募ください！

★　随時受付　★

開催時期：随時　　　受入期間：1日

若干名

実施場所
株式会社 山本組　本社

（山形県鶴岡市下川字東海林場358番地の67）

https://yamamotogumi.biz/
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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

324億2,100万円（2021年3月期）

当社では主にタングステン・モリブデンを原材料として金属製品及びダイヤモンド
工具の製造・販売を行っております。酒田製作所では半導体製品に用いられる放熱
基板や、エネルギー分野、医療分野に関わる製品を供給しています。大手自動車
メーカー、半導体装置メーカー、通信関連事業など多くの人にとって無くてはなら
ない製品です。興味のあるかたはエントリーしてください。

本社所在地
〒１０５－００１４　　　　　

東京都港区芝１－１１－１１

酒田製作所、富山製作所、播磨製作所、名古屋支店、大阪支店、九州支店　など

事業内容 金属製品及びダイヤモンド工具の製造・販売

１２９３名（2022年4月末現在） 1939年

https://www.allied-material.co.jp/

報酬・交通費 支給はございません

連絡先
所属：酒田人事総務グループ 担当者名：黒木　伸匡

TEL：０２３４-３１-２２２２　　　 E-mail：nobumasa-kuroki@allied-material.co.jp

【製造業】

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】

金属製品の製造工程を理解し、生産技術部門としての仕事の進め方、製造現場との関わり方などを体験して
いただきます。

・オリエンテーション
会社概要、事業概要、製造工程説明　など

・就業体験
①製造工程の理解
　　実際のモノ作りの現場を見て一部の作業を体験していただきます
②生産技術部門の仕事体験
　　製造工程の改善として『いかに早く・楽に・安全にモノ作りをするか』といった
　　観点でアイデアを出していただきます
③技術部門長や若手社員とのディスカッション
　　仕事のやりがい、苦労する点、成功体験などナマの声が聞けます

モノ作りの現場とそれを支える生産技術部門との関わり方を体験できます

・材料系、機械系はもちろん、技術系の学生
・生産現場での情報活用に興味のあるかた
・モノ作りに興味のあるかた

実施希望日の２週間前までに下記へご連絡願います

2022年7月～8月の間（日程は応相談）

2名

実施場所 酒田製作所（酒田市十里塚字村東山３９８－１６）

株式会社アライドマテリアル

金属製品の製造現場と生産技術部門の仕事を体験する
　５日間のインターンシップ【7月、８月開催】

カ）アライドマテリアル

26億7,666万円

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ

ﾓﾉﾌﾞﾛｯｸ



インターンシップ受入企業情報 № 11

支店・営業所等

従業員数 設立年度

資本金 売上高
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エントリー方法
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株式会社安藤組

カ）アンドウグミ

2,019万円

当社は建設資材としての骨材製造、産業廃棄物中間処理、生コンクリート製造・販
売を行っております。エネルギー関連についても事業を拡大し、地球環境に優し
く、大切にする企業として活動しています。
各工場、部署ごとに様々な業務を体験できると思います。
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
〒999－7706

山形県東田川郡庄内町提興屋字中島80

本社工場／アドコンゆざ工場／アドコンつるおか工場／アドコン仙台工場／大浜事業所

事業内容
◎生コンクリート製造・販売　　　　　　　　◎砕石・砂・砂利の採取並びに販売
◎産業廃棄物の処理（中間処理）・収集運搬　◎風力発電事業／不動産業　　　　　等

53名（2022年4月末現在） 1965年

随時受付

若干名

実施場所 本社及び業務上対応可能工場

あなたの「やりたい」がきっと見つかる
～ 体験で新たな自分探しを ～　【随時開催】

【製造業】

http://www.ando-g.co.jp/

報酬・交通費 支給はございません。

連絡先
所属：総務部 担当者名：佐藤 理果

TEL：0234-43-2416 E-mail：r.sato@ando-g.co.jp

下記担当者へご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　現場工場見学や軽作業

【スケジュール（例）】

　①オリエンテーション（会社概要の説明・見学等）
　
　②生コン工場　製造～出荷業務の一部を体験

　③建設現場へ配達同行（ミキサー車・ダンプ等）

　④産業廃棄物処理業務の一部を体験

　⑤質疑応答

製造、重機作業、運搬など様々な業務を体験し、
自分に秘めた可能性を見つけ出すことができると思います。
まずはチャレンジしてみませんか。

「自分がやりたいこと」や「自分に合っている仕事」が分からない人も多くいると思います。
色々なことにチャレンジして、自分が一番輝ける場所を探してみましょう！

2022年7月20日

http://www.ando-g.co.jp/
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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

3,119名（2021年3月末現在） 　1950　年

41億円 521億円（2021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【8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

【製造業】

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

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。

7月15日（金）

①8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



インターンシップ受入企業情報 № 13

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 www.komatsu-corp.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　広報課 担当者名：木村　泉

TEL：0234-41-0011　　　　 E-mail：contact@komatsu-corp.co.jp

当社HP お問い合わせフォームよりお申込みください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

【スケジュール】
①オリエンテーション　(会社概要の説明・工場見学)
②当社スタジオで撮影業務の一部を体験(ロケの場合あり)
③イラストレーターを使用し、印刷物のデザイン・制作を体験

※開催方法や内容は変更になる場合がございます。

製造工程を知ることで、印刷物への理解が深まります。

・専門学校または短大・大学でデザインを学ばれている方
・ものづくりに興味を持ち、地元定着を希望している方

2022年7月20日

2022年8月31日～9月1日・2日間

各日2人

実施場所
株式会社小松写真印刷

(山形県酒田市京田2-59-3)

【製造業】

デザイン・撮影現場を体感する1dayインターンシップ
【８月・9月開催】

株式会社小松写真印刷

カ）コマツシャシンインサツ

5,000万円 　　　　　　20億円（2021年8月期）

当社はあらゆる印刷物に対応できる設備を備え、企画から編集・制作・撮影・印
刷・製本まですべて自社内で生産できることを強みとしています。普段何気なく
目にしている印刷物の製造工程を体験できる貴重な機会です。デザインを学ばれ
ている方、ものづくりに興味のある方、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2-59-3

仙台支店/秋田支店/鶴岡支店/新潟営業所/山形営業所/東京事務所

事業内容 オフセット印刷/水性フレキソ印刷/ホームページ制作/写真撮影/映像製作/催事関連、広告宣伝等

120名（2022年4月末現在） 1948年8月

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

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：人事部　山形人事課 担当者名：採用担当

TEL：　050-3809-3783　　　　 E-mail：sck-yamagata-saiyou@sony.com

下記連絡先にお問合せ下さい。

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の半導体技術を実際に見て学べる職場体験型のサマー
インターンシップを実施予定です。
インターンシップ参加の際は、2週間の行動履歴と体調管理表の記入・提出と抗原検査実施にご協力頂き
ますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
※新型コロナの影響によりWEBインターンシップに切替の可能性もございます。

＜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
　・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

　※2021年度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を2024年3月に卒業見込の方で、
半導体を専攻されている方はもちろん、「半導体って何だろう？」「半導体の技術を見てみたい！」と
思っている方、好奇心旺盛な方のエントリーもお待ちしています。

7月上旬（予定）

8月・9月（予定）

若干名

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

【製造業】

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！
【8・９月開催】

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

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

1兆125億円 (2020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10,600名 (2022年4月1日現在） 2001年

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

【製造業】

https://www.jp.tdk.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：総務部人事総務課 担当者名：上野　渡

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

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

８月～12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

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

　2億0000万円 　42億0000万円（2022年3月期）

当社が車載用電子部品、ICT機器用電子部品を中心に事業成長を続けており、極小
型インダクタコイル、最先端プロセスの薄膜コイルを製造しております。各種製品
の要素技術を融合し市場変化とお客様のニーズに迅速かつ的確に対応し、お客様に
満足いただけるよう製品を提供しております

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

https://www.jp.tdk.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.scs-sakata.co.jp/

ヤマガタエスシーエス（カ

2,500万円 　　　　　2億2,000万円（2021年9月期）

『山椒は小粒でもピリリと辛い』高精度・高品質のものづくりを、少数精鋭のス
タッフで行っています。
酒田市で、腕時計組立からスタートし、操業33年を迎えました。お取引先の満足
を第一に、高い品質を迅速対応で、厚い信頼を得ています。

本社所在地
〒998－0875　　　　　

山形県酒田市東町1丁目26番地の20

事業内容
工場内の産業設備の設計開発・製造
お取引先の要望に適う省力化装置・治工具を、設計から製造組立、導入立ち上げまで、一貫して担います。

40名（2022年4月末現在） 1982年

2022年8月中随時（11日～16日を除く）　期間 応相談

2名

実施場所 山形県酒田市東町1丁目26番地の20 　本社所在地

山形エスシーエス株式会社

【製造業】

8月　地元で　インターンシップを経験できます

報酬・交通費 報酬あり（時間給1,000円）交通費の支給はございません。

連絡先
所属：総務 担当者名：大谷

TEL：0234-22-5015 E-mail：okawas@scs-sakata.co.jp

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】
弊社内で、実際に製造している製品に携わっていただきます。
配線組立作業や、動作確認、またautoCADを使用しての作図など、社員と共に就業していただきます。

社員より、OJTで作業内容の説明や指導を行います。
具体的な業務を経験していただき、また仕事場の環境や会社風土など、実際に体感できます。

Uターン・Iターン就職希望者　大歓迎です。
「こつこつものづくり」に関心のある方は、是非ご応募ください。

2022年7月20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 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

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 【8～9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】
・「コミュニティしんぶん」について
・「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7月15日（金）

相談の上、日程を調整して決定。（8～9月開催 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影響で延期・短縮・中止の可能性あり

【情報通信業】

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

42名（2022年5月現在） 1981年　12月
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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

1億1千万円（２０２０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

１２名（２０２２年４月末現在） １９８８年

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：oda@savecom.co.jp

【情報通信業】

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】

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
・２０２２年８月下旬～９月上旬の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

2022年7月10日

2022/8/29～9/2の内、3日間を予定

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）　【８月開催】

カ）セーブ

１,０００万円
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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.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）

【情報通信業】

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】

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 　　　26億 7,400 万円（2021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

136 名（2022年5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

【卸売業、小売業】

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 　　73億8500万円（2021年12月期）

庄内地区では酒田店・鶴岡店、県内では合計8店舗を展開し、中古車業界で東北
トップクラスのディーラーとして、お客様・地域・社員みんなの「にこっと」を目
指しています。
　部活動や誕生日会、社員旅行などの社内イベントが多くあり、アットホームな雰
囲気の当社で「働くとは何か？」を考えてみませんか？

本社所在地
〒　　　990　－　0004　　　　

山形県山形市上山家町字下宿766-6

県内8店舗（庄内地区：酒田市・鶴岡市、村山地区：山形市・天童市）

事業内容
自動車（新車、中古車、国産、輸入車）販売、オークション売買、車両整備（車検、定期点検、一般整備、
鈑金塗装など）、損害保険、車両リース、レンタカー等

154名（2022年4月末現在） 1980年

当社HPより採用担当直通LINEに友だち追加してご連絡いただくか、
下記連絡先、または担当者の携帯電話（080-4956-6685）にお電話下さい。

自動車の販売・整備体験インターンシップ

インターンシップの概要

【就業体験内容】

自動車販売の体験を通して、営業のポイントや社会人として身に付けておくべきマナーを学び、自動車整備
の工場見学で自動車についての知識を増やします。
インターンシップ中に、自分にとって「働くとは何か？」を考えるきっかけや、その答えのヒントが見つけ
られるかもしれません。当社の社員がなぜカーサービス山形を選んだのか、仕事のやりがいなどを質問して
みてください。

【1日のスケジュール】
■オリエンテーション
　　カーサービス山形について、自動車周辺知識について
■営業
　　お客様の情報を得ることの重要性を知り、自動車販売の難しさを体験する
　　社会人として身に付けておくべきマナーを学ぶ
　　お客様の気持ちになって、展示車の中から自分のお気に入りの１台を見つける
■自動車整備
　　整備工場の見学を通して、自動車について学ぶ
※オンラインでの企業説明会も随時行っております。

・自動車販売や整備について理解を深めることができる
・社会人として必要なマナーを知ることができる
・「働くとは何か？」を考えるきかっけになる

・自動車業界や地元企業に興味のある方
・「働くとは何だろう？」「自分はどんな風に働きたいんだろう？」「やりがいって何？」
　 と感じている方も大歓迎です！エントリーお待ちしております！

随時

随時

1～2名

実施場所
株式会社カーサービス山形

庄内ワンダーランド　酒田店　（酒田市広栄町1-1-1　TEL:0234-41-2388）
または、　鶴岡店　（鶴岡市西新斎町8-50　TEL:0235-26-0200）

https://www.cs-yamagata.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：サポート本部 担当者名：小川・國井

TEL：　023-631-3711　　　　 E-mail：kunii@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

【卸売業、小売業】

株式会社ト一屋

ようこそスーパーマーケットへ！【 7・8月開催予定】

カ）トイチヤ

　3,000万円 ６2億9000万円（2020年3月期）

毎日の暮らしがもっとここちよく、おいしく、心豊かに。お客様のそんな思いに応
えるために、わたしたちト一屋は地域にチェーン展開するスーパーマーケットの店
舗をステージに、日々、新しい食の提案、心はずむおいしさの提案を行っていま
す。お客様を第一に考える店づくりを通して地域に信頼の輪を広げています。

本社所在地
〒　998　　－　0875　　　　

山形県酒田市東町2-2-1

酒田市内８店舗、本部、配送センター、惣菜・鮮魚センター

事業内容 スーパーマーケット

111名（ 2022年4月末現在） 1948年

http://www.toichiya.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：みずほ通り店 担当者名：高橋　弘

TEL： 070 - 5058　- 8037　　　　 E-mail：dai1b@toichiya.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】

スーパーマーケットのある部門の１日の仕事の流れを体感、学んでいただきます。
【スケジュール案】
・オリエンテーション（会社の概要、当社の歴史について）
・就業体験（青果もしくは惣菜部門の予定）
　①主な作業体験（内容：商品の品だし・片付け・盛り付け等）
　②質疑応答（体験してみてのディスカッション）

普段、何気なく買物をしているスーパーマーケットの仕組みや秘密を体感できます。

・食に興味のある方
・料理に興味のある方
・人と接する事が好きな方

2022年7月11日

相談の上、日程を調整して決定。（7～8月開催予定 ：お盆期間等繁忙期を除く）

２～３人

実施場所 株式会社ト一屋みずほ通り店：酒田市松原南4-1

http://www.toichiya.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

【卸売業、小売業】

「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【8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（2020年3月期）

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（2020年3月末現在） 　　2003年

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 ）】
13：00　～　18：00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

2022年8月10日(水)　※8月開催分の締切

2022年8月、11月、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。

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

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

【卸売業、小売業】

当社ホームページ、マイナビ2024、リクナビ2024からエントリー

インターンシップの概要

【就業体験内容】

◆◆『学生が選ぶインターンシップアワード』入賞プログラム◆◆
当社のインターンシップ、ふれあい塾は2018年度初開催となった、『学生が選ぶインターンシップアワー
ド』で東北・北海道エリアの企業で唯一入賞いたしました！

現場での社員とのふれあい、営業の「リアル」を体験できる内容です。
【スケジュール】
・オリエンテーション
　　自己紹介、スケジュール説明など
・拠店実習
　　頼りになる先輩に習って、実際に営業同行やお客様への来店対応をして頂きます。
　　営業の楽しさ、やりがい、大変さの「リアル」が見れます。
　　お客様と会話をして、山形で働く魅力なども感じていただけます。
・意見交換＆報告会
※内容は変更になる可能性もあります。

【事前説明会を対面およびWebにて随時開催しています】

コミュニケーションの取り方、就職活動の進め方や考え方、仕事の本質
インターンシップ後に担当した先輩社員からの評価フィードバックがもらえます。
自己分析、自己PR作成の参考にして頂けます！

・「人と関わる仕事」に興味があるけど、接客のイメージがつかない。
・自分が成長できる仕事について考えている方
・就職活動を何から始めたらいいかわからない方

2022年9月30日

8月、9月開催予定

5～８名

実施場所 トヨタカローラ山形㈱本社または庄内地区店舗にて

https://www.tc-ymt.jp/recruit

報酬・交通費 庄内地区からの前泊費用のみ可(山形市で開催の場合)

連絡先
所属：総務部　人財開発室 担当者名：横澤　優介

TEL：　023-641-2120　　 E-mail：yokosawa-yuusuke@tc-ymt.jp

トヨタカローラ山形株式会社

【ふれあい塾】山形の暮らしを支える「営業」体験【８,９月開催】

トヨタカローラヤマガタ（カ

8,000万円 162億8,300万円（2022年3月期）

山形県は、一世帯あたりの車の保有台数が全国47都道府県の中で上位。その地域
での自動車販売店の役割は大きいと感じています。当社のキャッチフレーズである
「ふれあいサービス」を実施し、地域のお客様と寄り添い、お客様から愛される店
づくりを行っております。自動車が不可欠な山形で、私達と共に多くの方々とふれ
あいながら、お客様のカーライフのサポートをしていきませんか？

本社所在地
〒　990ー2441　　　　

山形県山形市南一番町１－１５

山形県内２１拠店　(庄内は鶴岡店、みどり町店、山居町店、酒田泉町店)

事業内容
トヨタ系新車販売、VW系新車販売、各種中古車販売と整備、鈑金、損害保険代理店業、
通信機器販売など

496名（2022年4月末現在） 1962年

https://www.tc-ymt.jp/recruit
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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

ホームページ・メールで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】

お客様のために、私たちが大切にしていることが２つあります。
１つ目は、買いたい商品が品切れせずに売場にあること。
２つ目は、買いたい商品がどこにあるか、すぐに見つけることができるようにすること。
本コースでは、これらを実現するための私たちの考え方を体験できます。

（１）商品発注数の決定
発注数は、売上数実績や、季節・天候、次の納品日までの日数などを考慮しながら、商品在庫数が適正とな
るように決定します。この考え方について解説し、発注数が売場の商品在庫数にどう影響するのかシミュ
レーションをしていただきます。

（２）売場構成の決定
商品の陳列場所は、お客様の購買動機、探しやすさ、安全面、商品どうしの関連性などを考慮して決定しま
す。この考え方について解説し、仮の新店計画の売場において、商品の陳列場所を決定していただきます。
※１日コース（10:00～15:30）となります。弊社で昼食（お弁当）を準備いたします。
※内容と時間は今後変更になる可能性があります

私たちは、商品を「売る」のではなく「自然に売れていく状態になる」ように、工夫しています。この工夫
の多くは、お客様が普段買い物をする時には気付かない（意識しない）ことです。このような普段は知るこ
とのない工夫（スーパー裏話）を学ぶことができます。

自分の行ったこと（商品陳列や発注、製造の仕方など）の結果が商品の販売数にすぐに反映されます。ま
た、自分で商品を仕入れ、売価を決定し、販売数がＵＰした時の喜びはひとしおです。そのような小売業に
興味のある方・消費者心理に興味のある方・自分の買い物スタイルを見直してみたい方は、ぜひ応募をご検
討ください！

開催日の1週間前

２０２２年7月以降随時  ＊詳細は下記担当者までお問合せ下さい

１回５人

実施場所
株式会社マルエーうちや　本部

（秋田県秋田市泉北２丁目４－２３

https://www.maruei-uchiya.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：本部 管理課 担当者名：藤原 司、小松 晴信

TEL：　018-896-1811　　　　 E-mail：jinji@maruei-uchiya.com

【卸売業、小売業】

株式会社マルエーうちや【店名：ジェイマルエー】

「商品発注数の決定」と「売場構成の決定」1dayコース【７月以降随時開催】

カ）マルエーウチヤ【テンメイ：ジェイマルエー】

1,000万円 　　　　　120億円（2022年2月期）

当社は、現在秋田県と山形県（酒田市・鶴岡市）に９店舗のスーパーマーケットを
展開しております。近年も順調に売上高・来店客数を伸ばしながら、食を通じて社
会に貢献することを目標としております。「常にお客様の立場で物事を考えよう」
を経営理念とし、地域のお客様に「こんな店がここにあってよかった」と感謝され
る店舗づくりに、社員一同取り組んでおります。

本社所在地
〒０１０－０９１６

秋田県秋田市泉北２丁目４－２３

ジェイマルエー酒田店・鶴岡店・鶴岡南店　（他　秋田県内 ６店舗）

事業内容 スーパーマーケット【ジェイマルエー】の運営

830名（2022年2月末現在） 1976年

https://www.maruei-uchiya.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

【卸売業、小売業】

地域密着型のくるま屋さん1ｄayインターンシップ【8月開催】

株式会社ミウラカーズ・ワン

カ）ミウラカーズ・ワン

　　　　1,000万円 　　　　　　5億円（2022年4月期）

当社は地域に愛されるくるま屋さんです。楽しく豊かなカーライフを送っていただ
くためにトータルサポートをするのが私たちの使命です。体験型「地域No.1を目
指す車屋さん」のインターンシップ、実際の仕事の一部をそのまま体感していた
だける貴重な機会です。どうぞお気軽にエントリーください。

本社所在地
〒997－0056　　　　　

山形県鶴岡市中野京田字大坪5番地

事業内容
■新車販売/中古車販売　■自動車整備/車検/鈑金塗装　■東京海上日動火災保険トップクオリティ代理店
■レッカー/ロードサービス　■新車販売ジョイカル・車検のコバック鶴岡インター店

21名（2022年5月末現在） 1970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】

【営業コース】【フロントコース】【整備士コース】
プログラム①
「先輩社員と一緒に活動」1つ1つ心をこめた仕事をしましょう
プログラム②
「グループワーク」スキル・知識を身につける。自動車業界・仕事を知る
プログラム③
「気づきの時間」学生同士の共有。自己成長・自分を知る

インターンシップ内容
1.ミウラカーズ・ワンを知る
2.礼儀・マナー・社会人としての知識を学ぶ
3.スタッフに同行、付き添い一緒に活動
4.現場で学んだことのまとめ
5.先輩社員とのコミュニケーションタイム

◎国内全メーカー取扱のミウラカーズ・ワン。実際、展示車に触れてクルマを身近に感じてください

社会人としての心構え・人間力・対人力・車業界の情報収集力・地域貢献

お客様に喜んでいただきたい方・仕事でもNo.1を目指したい方・向上心のある方・繁盛店で働きたい方・
チームワークを大切にする方
　◎スタッフ一同お待ちしております！

2022年7月7日

2022年8月16日～19日・５日間
2022年8月23日～26日・5日間

10人

実施場所
株式会社ミウラカーズ・ワン　店舗内
(山形県鶴岡市中野京田字大坪5番地)

http://www.miura-cars.com

報酬・交通費 選べるプレゼント・交通費の支給あり

連絡先
所属：総務部人事課 担当者名：青木美保

TEL：0235-26-7900 E-mail：miura-cars.ck2@cap.ocn.ne.jp

http://www.miura-cars.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://yamagata.dd.daihatsu.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
総務部　総務課 担当者名：箭内　沙也佳（やない　さやか）

TEL：０２３-６４１-１５５１　　 sayaka.yanai@ymgt.daihatsu-dlr.co.jp

リクナビ・マイナビよりエントリーいただくか、下記担当までご連絡ください。

山形ダイハツ１day営業職体験★WEB開催【８月・９月開催】

インターンシップの概要

【就業体験内容】

　車の営業の仕事は、お客様に車を「売る」のではなく、「提案」する仕事です。

　弊社では、お客様のことをとことん考えて提案する営業の仕事を体験していただけるロールプレイング
型のインターンシップを行います。車の提案体験の他にも、お客様の購入心理やケース毎のお客様への対
応など、営業に関する内容を個人ワークを交えながら体験してもらいます。
　また、今回のインターンシップはWEBで開催いたします。１対１の個別開催となりますので会社のこ
とは勿論、就活に関する気になる疑問についても、担当者が１社会人としてお答えいたします。自働車に
は今まで興味を持ったことがなかった・・・という方も歓迎しております！人と接する仕事に興味がある
方は、ぜひお気軽にエントリーください！
【内容】
・会社概要/軽自動車についての説明・車の提案ロールプレイング：
このお客様にはどの車を提案する？お客様はどういう心理で購買意欲を掻き立てられる？ケース毎のお客
様への対応など、個人ワークを交えながら営業職に関する体験をしてもらいます。

☆詳細はリクナビ・マイナビよりご確認ください！☆

・難しい事前知識はなしに、気軽に営業職の仕事を体験することができます。車について全然知らな
い・・・という方もぜひご参加ください。その他、就職について社会人の人と話してみたい！という方の
ご参加もお待ちしております。

・人と話すことが好きな方
・営業職に興味がある方
・地域に密着した仕事に興味がある方

８月・９月随時(各日程により異なります)

8月・9月随時

若干名

実施場所 WEB開催のためご自宅等ご都合の良い場所からご参加ください。

＜　オンラインのみ　＞

【卸売業、小売業】

山形ダイハツ販売株式会社

ヤマガタダイハツハンバイ（カ

　　　３０００　万円 １０８億８６００万円（２０２０年３月期）

創業以来、地域に密着した独自の営業活動の展開により着実に業績も伸び、業界
でもトップクラスの企業力と高収益を上げております.。
インターンシップはWEB開催です。現在県外で暮らしている方はもちろん、山
形県で働くことに興味のある方はぜひお気軽にエントリーください！

本社所在地
〒　９９０　－　２４４６　　　　

山形県山形市白山３－８－３０

山形県内11拠店

事業内容
・自動車(新車・中古車)販売並びに修理、点検
・自動車部品・用品の販売
・損害保険・生命保険代理業務

２４７名（２０２２年５月末現在） 　　　　１９７０　年

http://yamagata.dd.daihatsu.co.jp/
mailto:sayaka.yanai@ymgt.daihatsu-dlr.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

【卸売業、小売業】

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4月末現在） 1946年

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

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8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
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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

【卸売業、小売業】

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

『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。

【 WEB開催】★1day仕事体験★広告プラン立案ワーク【8月開催】

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が、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

2022年８月（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８月19日（金）、26日（金）

各日　10～15名

実施場所 【WEB】にて実施いたします。

＜　オンラインのみ　＞

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
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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

山形三菱自動車販売株式会社

ヤマガタミツビシジドウシャハンバイ（カ

５，０００万円 32億円（２０２２年３月期）

当社は自動車の販売および修理を行っている会社です。電動車両等の販売で脱炭素
社会への貢献に注力し、真心サービスでお客様のカーライフをサポートしている職
場を体感していただきます。ぜひエントリーしてください。

本社所在地
〒　９９０－００６１　　　　　

山形県山形市五十鈴3丁目1番6号

山形市2店舗、酒田店、鶴岡店、寒河江店、天童店、米沢店、長井店、新庄店

事業内容 新車・中古車販売、自動彩整備点検、損害保険代理店

１３７名（２０２２年４月末現在） １９４７年

２０２２年７月２０日(水）～２２日（金）

2名

実施場所 本社・山形店(山形県山形市五十鈴3丁目1番6号）

カーディラーの仕事を楽しく体感【７月開催】

【卸売業、小売業】

http://www.yamagata-mmc.co.jp

報酬・交通費 交通費・宿泊費は当社で負担します。

連絡先
所属：総務部 担当者名：設楽　友子

TEL：　023-631-3030　　　　 E-mail：saiyou1@yamagata.mitsubishi-motor-sales.com

下記メールアドレスへご連絡ください

インターンシップの概要

【就業体験内容】

会社の概要をご説明後、職場をご案内いたします。

①接客の仕方
②営業活動
③整備作業の様子
を見学し基本的な業務を覚えていただき体感してもらいます。

カーディーラーの仕事の概要を楽しく学んで理解していただきたいと思います。また、三菱車の新型アウト
ランダーPHEV、エクリプスクロスPHEV、販売予定の軽EVを試乗して、三菱車のすばらしさを体感して
いただきます。

アウトランダーPHEV、エクリプスクロスPHEVなど、電動車両等の試乗を体験していただけます。また
PHEVの特性である蓄電機能を学んでいただき災害復興時等に電力供給ができる仕組みを説明いたします。

・クルマが好きな方
・仕事と家庭を大切にしたい方

2022年7月14日

http://www.yamagata-mmc.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

【金融業、保険業】

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

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【9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）

2022年8月18日（木）正午

2022年9月12日（月）～13日（火）

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 2兆2,613億円（2020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



インターンシップ受入企業情報 【不動産業、物品賃貸業】 № 31

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.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

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【秋開催】

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。

【体験できる仕事】
営業職、セイフティービルダー（施工技術職）

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

対面・オンライン（Zoom）同時開催予定！
※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

2022年8月末

2022月9月（日程は相談のうえ決定します）

 5名程度

実施場所 本社（山形県南陽市宮内2035-1）JR最寄駅：赤湯駅

＜　オンラインインターンシップあり　＞

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・千葉で建築現場で使用する仮設足場を施工サービス付でリース
提供している会社です。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

199名（2022年4月現在） 1991年

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


インターンシップ受入企業情報 【学術研究、専門・技術サービス業】 № 32

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

株式会社庄内測量設計舎

社会資本整備の一端を体験する1dayインターンシップ　【８月開催】

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を、「計
画・調査・設計・管理」の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5月末現在） 1966年

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

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】

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)撮影体験
                           地上レーザスキャナ測量体験
　　・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。

2022年7月30日

時期:　2022年8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/


インターンシップ受入企業情報 【学術研究、専門・技術サービス業】 № 33

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

株式会社出羽自動車教習所

【先着順・選考なし】教習指導員を疑似体験！
自分にもできそうかな？先輩へインタビューしたり、
実際疑似体験してみましょう。【日程随時対応】

カ）デワジドウシャキョウシュウジョ

1,500万円 3億円（2021年９月期）

～「人に教えるのが好き」「地域に貢献したい」「「キャリアアップを目指した
い」がキーワードです～
【文理不問！国家資格の取得を目指しながら、キャリアアップできるお仕事で
す！】私たちは山形県公安委員会の指定自動車教習所です。
自動車の運転に関する法令上の知識や運転技能に関する教育を行っており、地域密
着型のお仕事であり、地域の交通安全の確立に貢献しています。

本社所在地
〒　998-0004　　　

山形県酒田市豊里字下西割22番地

出羽自動車整備工場　（酒田市宮海新林7572-10）／旅館出羽（酒田市緑ヶ丘１丁目２０−１）

事業内容
自動車運転教習所の運営
・自動車運転免許の初心運転者教育　・高齢者講習
・企業向け交通安全講習　　　　　　・各学校、各幼稚園等への交通安全教室

42名（2022年３月末現在） 1964年

https://www.dewa-ds.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：採用担当 担当者名：徳田佳奈

TEL：0234-33-1477 E-mail：info@dewa-ds.jp

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】

【スケジュール】時間帯は目安になります。ご相談ください。

●オリエンテーション　【14:３０～15:10】
（会社概要・指導員になるための流れを説明・質疑応答～）

●現役指導員へインタビュー【15:10～15:30】

●就業体験　【15:30～16:00】
①助手席に乗って指導を疑似体験
（内容：教習指導員が生徒役になります。補助ブレーキを踏んでみたり、指導ロープレをしてみましょう）
②指導員からフィードバック

●オリエンテーション　【16:00～16:15】
（総括・アンケート記入など）

人に教える接することを疑似体験できたり、教習所の存在意義などを学ぶことが出来ます。

「人に教えるのが好き」「地域に貢献したい」「「キャリアアップを目指したい」方、是非ご応募くださ
い。

特にありません。

随時対応します。ご相談ください。
（7月20日～9月末は当社繁忙期の為、それ以外の時期になります）

1度に3名以内

実施場所 本社

https://www.dewa-ds.jp/


インターンシップ受入企業情報 【宿泊業、飲食サービス業】 № 34

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

お客様への接客及び受入客室の準備体験のインターンシップ【7月下旬開催】

株式会社萬国屋

カ）バンコクヤ

　　800万円 　　6億5,000万円（2021年度全期）

当館は創業350余年の永きに渡り、お客様に愛されてきた老舗旅館になります。
当館をご指名下さるお客様も数多くいらっしゃいます中で、是非この機会に、接客
マナーやお客様の笑顔に触れて頂くチャンスの場にもなりますので、ご興味関心の
ある方は、エントリーしてみて下さい。

本社所在地
〒999－7204　　　　　

山形県鶴岡市湯温海丁1番地

事業内容 宿泊（旅館業）

113名（2022年4月末現在　） 寛文1670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】

ご宿泊のお客様への接客（フロントロビー前でのお出迎え、食事会場での料理提供補助、ご宿泊
予定のお客様の客室清掃、準備等）を体験頂き、接客マナー等、お客様と共に喜びを共有しなが
ら学んで頂きます。

【スケジュール】
●オリエンテーション（館内説明及び接客サービス補助の概要説明）
●就業体験
　①当日ご宿泊のお客様のお出迎え、客室清掃準備等体験
　②ご夕食会場での料理提供補助の体験

接客マナーの向上と温泉旅館の魅力（お客様の癒された笑顔等）を実感出来ます。

人と接する事に興味がある方、または好きな方,明朗で活発な方。不特手な方も是非とも体験し
てみて下さい。

2022年7月10日

7月下旬・１～2日

2名～3名

実施場所
株式会社萬国屋

（鶴岡市湯温海丁１）

www.bankokuya.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：人事部 担当者名：榎本力(ｴﾉﾓﾄﾂﾄﾑ)、深町光樹(ﾌｶﾏﾁｺｳｷ)

TEL：0235 - 43 - 4711　　　　　　　 E-mail：t-enomoto@bankokuya.jp

http://www.bankokuya.jp/


インターンシップ受入企業情報 № 35

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、福祉】

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です。
職員といろいろ話し、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。

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。

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

―　円 ７億4千万円（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

132名（2022年4月現在） 1989年

http://atumihukushikai.jp/


インターンシップ受入企業情報 № 36

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、福祉】

　　　社会福祉法人かたばみ会

　　　　シャカイフクシホウジン　カタバミカイ

介護はカッコイイ！魅力に触れる1日！　【8月開催】

－ 6億7398万円　（2020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

96名（2022年4月1日現在） 2000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】

「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7月7日（木）　※締め切り後も申込は可能です。

2022年8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

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

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

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　

　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

　　　　　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。

2022年7月30日

2022年７月19日～９月３０日（希望日に応じます）

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
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

【医療、福祉】

https://www.facebook.com/keisenkai/http://www.keisen-swc.jp/

福祉の現場を体感する１ｄayからのインターシップ【７～９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
●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。

障害者支援施設鶴岡市立愛光園

愛光園・作業支援

https://www.facebook.com/keisenkai/
http://www.keisen-swc.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

【医療、福祉】

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

HPのお問い合わせフォーム、もしくは下記のメールアドレスへご連絡ください。

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、高齢者体験・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）
・DVD視聴（介護の仕事について）
・施設見学（老健ひだまり、通所リハビリテーション、病棟等）
・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
・介護や福祉に関する様々な事業所を見てみたい方

2022年9月末まで

参加者の方と相談して決定します

若干名

実施場所
医療法人 健友会　本間病院・介護老人保健施設ひだまり等

（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 人事担当 担当者名：齋藤

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

【医療、福祉】

http;//ｗｗｗ.koufukai.or.jp/

報酬・交通費

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

昼食（現物）を支給します。

（※新型コロナウイルス感染症の発生状況で変更の可能性があります）

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。

実施場所
特別養護老人ホーム芙蓉荘（酒田市宮野浦3-20-1）、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

シャカイフクシホウジン　コウフウカイ

ー 　　　　　　１９億円（２０２１年３月期）

（福）光風会は、今年度は創立42年目を迎えます。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

随時

随時（ご相談下さい）

各施設１回につき1～2名

社会福祉法人光風会

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

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図ります。

　　　　　　　　　　　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。

　　　　　　　　　　　その他、介護補助（シーツ交換、清掃、食事準備など）
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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】

◇ 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）

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。

高齢者福祉事業にご興味のある方

2022年7月20日

2022年8月

５名

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）

http://syokaku-lc.com/

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。

連絡先
所属：総務課 担当者名：齋藤　洋一

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

【医療、福祉】

社会福祉法人正覚会

“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
【８月開催】

シャカイフクシホウジン　ショウカクカイ

－ 9億2,100万円（2022年3月期）

（　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。

本社所在地
〒998-0111　　

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）

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

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

【医療、福祉】

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】

　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

認知症などの高齢者の病気や福祉の知識が学べる。

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

2022年9月30日

http://www.tk-kouseikai.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： 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

１０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

社会福祉法人立川厚生会

福祉を体験する１day　インタ－シップ【１０月開催】

シャカイフクシホウジン　タチカワコウセイカイ

ー ５億２,７５０万円（２０２１年３月期）

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

事業内容 老人介護

９４名（ ２０２２ 年 ５ 月末現在） １９８５ 年

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

【医療、福祉】

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

　下記担当者まで御連絡ください。

介護福祉サービスの現場体験【随時開催】

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。

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

（※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きます。）

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

【医療、福祉】

社会福祉法人友和会

シャカイフクシホウジン　ユウワカイ

― ７億6,700万円（2021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）

115名（2022年3月末現在） 　1991年

下記担当者までご連絡ください。

福祉・介護の仕事を体験してみませんか！！　【随時開催】

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対策の状況により、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。

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）

＜　オンラインインターンシップあり＞

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

社員の働いている様子や

製品等の写真

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

警備現場及び統制業務等の1dayインターンシップ　【8月開催】

株式会社トスネット南東北　酒田営業所

カ）トスネットミナミトウホク　サカタエイギョウショ

　　　　1千万円 　　　　　　7億3千万円（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

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。
※警備業は現場で実際に業務を体験させることが警備業法と言う法律により法令教育終了した者しか実務体
験を行えないこととなっており、その為、現場先の先輩達の業務見学と質疑応答等しか行えません。又　警
備で使用する護身用具や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

これを機会に警察官・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って頂
き、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)

2022年8月1日

2022年8月1日～　　※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

社員の働い

ている様子

貴社HP

のQR

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

３DAYSインターンシップ　【8月開催】

株式会社プレステージ・インターナショナル

カ）プレステージ・インターナショナル

　15億274万円 　　4億617万円（2021年3月期）

当社ではお客様のお困りごとにお応えするカスタマー受付業務を行っております。
昨年1000名規模となった新社屋にはカフェテリアやフィットネススタジオ、研修
施設などの福利厚生施設が内設されています。
ビジネスマナー研修のスペシャリストによる就活準備セミナーの受講や電話対応ス
キルなどを身につけられる内容をご用意しておりますので、
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

秋田県・新潟県・岩手県・富山県・山形(酒田市／鶴岡市)

事業内容 BPO(ビジネス･プロセス･アウトソーシング)事業

連結：4,192名（2021年3月末現在） 1986年

下記連絡先へご連絡ください。

インターンシップの概要

【就業体験内容】

3日間のインターンシップを通して、就活に必要なビジネスマナーの修得と当社の事業内容への理解を深め
ていただきます。
お昼は当社自慢のきれいなカフェテリアで食べる、美味しいランチ付きです！

【 実施内容 】
①『山形BPOパーク館内ツアー』
　会社説明後に東京ドーム1.2個分ある社内を見学。
②『ビジネスマナー講座』
　当社の研修スペシャリストによる、先取り就活対策ビジネスマナー講座。
③『BPO事業とは？』
　当社の事業内容であるBPO(ビジネス･プロセス･アウトソーシング)について解説。
④『オペレーション模擬体験』
　お客様役とオペレーター役に分かれ、聞くこと/伝えることのポイントを追求。
⑤『座談会』
※内容は一部変更となる可能性がございます。

・業界理解力UP
・就活に必要なビジネスマナーの修得

・文理/学歴は不問！人と接するのが好きな方
・就活に役立つビジネスマナー力をつけたい方

2022年7月27日

8月17日～　3日間

5名

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：なし、交通費：県外からご参加の方はご相談ください。

連絡先
所属：採用担当 担当者名：渋谷　香音・石黒　大幹

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業情報、求人・インターンシップ情報検索サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄内地域の企業等の紹介動画・ＳＮＳ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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５６０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５６0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/ 

 
●庄内地域版 企業採用ガイドブック 
 

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

otaisaku/kyujinguide2021.html 

・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。 

●庄内地域の企業紹介ＳＮＳ ～いいね！庄内の企業～ 

庄内地域の企業の魅力や強み、先輩社員の声を発信しています。 

 

【庄内総合支庁フェイスブック】     【山形県ホームページ】 

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。 

 

 

 

 

 

 

奨学金の返還支援 

大学等を卒業後、県内で居住・就業する予定の学生の奨学金返還を支援します。

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/koyotaisaku/

uiturn/koutsuuhijyoseikin.html 

 

 

 

 

【学生向け】 

 ○産業人材確保枠 

  大学等を卒業後、県内企業等に就業する学生の奨学金返還を、県と登録 

企業等が支援します。 

   支援上限額：2万 6千円×令和 4年 4月以降の貸与月額 

    ※登録企業以外に就業した場合、支援額は１／２になります。 

   募集締め切り 

    １次：6月 30日（木）  ２次：７月２９日（金） 

    ３次：８月３１日（水）  ４次：９月３０日（金） 

  

○やまがた若者定着枠については、募集期限６月３０日となっています。 

 

 【Uターン希望の方（社会人）向け】 

 ○Uターン促進枠 

  7月ごろ募集予定です。 

 

●やまがた就職促進奨学金返還支援事業 

https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishoune

n/wakamono/syogakukin/syogakukinhenkansien.html 



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 

 


