＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

アイワホームが手掛ける「設計→施工→アフ

1001

(株)アイワホーム

夢を叶える家づくりを体感しよう★
【2DAYインターンシップ】

ターサービス」について、 グループワーク
を行っていただきます。

https://youtu.be/29qiJoOaWcE

※先輩社員からのフィードバックあり

家づくりは夢を売る仕事ですが、その裏側に
は各社員の努力や情熱、仕事の厳しさ、企業

1002

石友ホームグループ

家づくりの魅力と厳しさを知る５日間コース

としての戦略や理念など目に見えない部分が

https://youtu.be/M2gl1ePQxHg

たくさんあります。軽い気持ちではなく、本
気で勉強したい方を待っています。

1003

(株)柿本商会

1004

北川ヒューテック(株)

カキモトのしごとを体験する夏の５日間コース

「設備」という事業領域を通して、人々に快
適さを提供する仕事を体験してみませんか。

https://youtu.be/v_DLXDHbFVY

建
設
業

建設業界・舗装業界がわかる！
5日間土木施工管理職コース

生活に必要な「道」を作っています。イン
ターンシップを通じて業界や当社の仕事の面
白さを実感しませんか。社会基盤を築き安全
を守る仕事に魅力を感じ、やりがいを見出だ

https://youtu.be/2WPqSZo1zH0

すあなたと出会える日を楽しみにしていま

1005

北川ヒューテック(株)

建築の現場で働いてみよう！

す。

5日間建築施工管理職コース

文理不問！昨年20名が参加した大好評イン

1006

北川瀝青工業(株)

●北陸トップ企業で「働く」を学ぶ５日間
（各種ワーク体験有）●

ターンを今年も開催します。
まだ業界や職種が決まっていない方でも、社
会人として「働く」ことを学べるプログラム
内容です。

https://youtu.be/heeo8qi6NX4

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

1007

昌和管工(株)

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

理系はもちろん、文系出身者も活躍中です。
昌和管工の魅力がわかる5日間コース

当社でものづくりの面白さを体験してみませ

https://youtu.be/VxVcYfzYppg

んか。
文理問わず活躍のフィールドがあります。業

1008

鈴木管工業(株)

鈴木管工業の魅力がわかる２日間コース

界の理解を深めるとともに「鈴木管工業」の
魅力を伝えます！先輩社員も参加しますの

https://youtu.be/3mTCezklfJc

で、積極的に質問して下さい。
施工管理の仕事を実際に体験していただきな

1009

第一電機工業(株)

設備工事の施工管理現場体験ツアー【5day】

がら、設備工事の社会的意義をお伝えできれ

https://youtu.be/ubqxzairwAA

ばと思います。
建設業界や髙田産業グループに興味のある学
生の皆様、是非お申し込みください。日程や

建

1010

髙田産業(株)

髙田産業グループの仕事に触れる5日間

プログラムにつきましては、事前に協議し

https://youtu.be/Cyn1OjGbNQs

て、お互いに良いものになるようにしていき

設

ましょう！

業

金沢市からも車で２０分と通勤の利便性にす
ぐれ、公共事業を主体に経営も安定してお

1011

(株)津幡工業

津幡工業の魅力がわかる３日間コース

り、資格取得経費の全額支給、福利厚生面、

https://youtu.be/n2sITl-f-Jc

休暇制度も充実し、社員交流も盛んなアット
ホームな会社です。
営業職体験は学部学科不問です！少しでも住

1012

ニューハウス工業(株)

営業職体験コース（2日間）

宅の仕事に興味があれば、お気軽にご参加く
ださい。社員が丁寧にフォローいたします。
暮らしをデザインする住宅設計やリビング
コーディネーターの仕事を体験してみません

1013

ニューハウス工業(株)

設計・LC職体験コース（5日間）

か。
わたしたちと一緒にひとつのプランを作り上
げてみましょう。

https://youtu.be/dHtANxECFXI

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

施工管理と一言で言うことはできても、その
範囲は広範にわたります。

1014

(株)丸西組

建設業・現場監督のシゴトがわかる基本２日間コース

建設業の土木工事または建築工事のシゴト
と、その施工管理業務を実体験し、楽しくわ
かりやすく理解していただくことを目指すプ
ログラムです。
https://youtu.be/Q0s37zRnmUg

建
設
業

施工管理と一言で言うことはできても、その
範囲は広範にわたります。

1015

(株)丸西組

丸西組の施工管理業務に触れる３日間コース

建設（土木および建築）業のシゴトと、その
施工管理を実体験を通じ、わかりやすく理解
していただくことを目指すプログラムです。
どの業界にも通ずるコンサルティング提案力
とは何かを体感できるインターンシップで

1016

三井ホーム北新越(株)

三井ホームの営業・設計力を体感できる3日間コース

す。お客様の相談を受け、ディスカッション

https://youtu.be/G86T-8TnC7U

を重ねる中で理想の住まいに関するニーズを
引き出し、提案を行います！
私たちの会社は、地域のお客様のお困りごと

卸

を解決し、皆さんに「感動」をお届けしま

1017

(株)宗重商店

むねじゅうのあれこれ、全て見せる5日間

す。インターンシップでは、働く「楽しさ」

売

だけでなく、社内の様子も実際に感じていた

・

だけたらと思います！お待ちしています！

小

この歴史的な危機の中、世の中に安心を与え

売
業

https://youtu.be/aGidHfRwmzc

たのはさまざまな生地でした。

1018

丸井織物(株)

繊維業界の川中企業の仕事・魅力が分かる3日間コース

世の中を変える力のある合繊織物業界トップ
シェアを誇る当社の開発力・技術力をぜひ体
験してみませんか？

https://youtu.be/g1dviVllCdY

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

白山事業所

YouTube

鍛圧機械業界で世界売上高第2位を誇るアイ

アイダエンジニアリング(株)
1019

学生へのメッセージ

3日間でプレス周辺自動機の制御設計を体験しよう！

（旧：(株)アクセス）

ダエンジニアリング(株)グループです。
制御設計に少しでも興味のある方はぜひご参
加ください！
https://youtu.be/mEgA4rewjBs

鍛圧機械業界で世界売上高第2位を誇るアイ

アイダエンジニアリング(株)
1020

白山事業所

3日間でプレス周辺自動機の機械設計を体験しよう！

（旧：(株)アクセス）

機
械
製
造
業

ダエンジニアリング(株)グループです。
機械設計に少しでも興味のある方はぜひご参
加ください！

1021

(株)石野製作所

レイアウトCAD

1022

岩本工業(株)

岩本工業株式会社探訪４日間

設計に興味ある方応募下さい
理系に限らず文系出身の技能士も活躍してい
ます。是非体験応募お待ちしております。

https://youtu.be/LEoBuT5VSag

https://youtu.be/qrWFaj-SpIU

鉄
世界を舞台に活躍する自動搬送装置を手掛け

工
・

1023

技研(株)

自動搬送装置の製作ができる5dayインターンシップ

鉱

る当社で機械設計・制御設計・組立業務を体
験しませんか！世界で活躍するプロフェッ

https://youtu.be/y8FVN1-uZ_I

ショナルを目指して、共に学びましょう！

業

【１】課題の難易度が高く、リアルな成長が

・

できる実践型

1024

(株)小松電業所

（仮）『企業課題のソリューション提案に
挑戦する５日間』

【２】就活準備に最適！実践的でリアルな能
力が習得できる

https://youtu.be/JGiobZHXa6Y

【３】働く人と関わることでわかるリアルな”
働くこと”
設計職として働く社員に仕事を教わりながら

1025

小松電子(株)

自分・会社・仕事を知る！機械を作る技術系インターン

会社や仕事への理解を深められるような内容
です。設計に興味のある学生の皆さんは是非
お申込みください！
https://youtu.be/sGIjtdiL0eg

1026

小松電子(株)

自分・会社・仕事を知る！
楽しく働くための２days仕事体験

自己理解、会社や仕事への理解を深められる
ような内容です。専攻や学年は問いませんの
でお気軽にお申込みください！

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

1027

澁谷工業(株)

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

ものづくりに興味のある方を歓迎します。
【コース選択制】シブヤの仕事体験5日間

「職場」や「働く」を体験できる５日間で

https://youtu.be/tp_b2dbhZGs

す。

1028

大京(株)

『大京』の全てを知るインターンシップ

『ものづくり』に興味がある方、理系・文系
問わず活躍できるフィールドがあります。

https://youtu.be/-82jgETqRRM

製造現場における問題について技術開発部の

1029

機
械
製
造
業

東振グループ
(㈱東振精機/㈱東振テクニカル)

若手社員と共に改善・開発業務に携わっても
生産技術的改善

https://youtu.be/XfAd5LLOVno

メーカーで働く面白さを是非体感してみてく
ださい！

鉄
工

トラックボデーの開発業務（商品改良）体験

・
鉱

らいます。

を通じて、ものづくりの面白さや大変さを感

1030

(株)トランテックス

開発業務体験とトラック架装業界を知る5daysコース

じていただき、また開発業務を行う上でのプ

https://youtu.be/P4-Me9Kk-IY

ロセスを習得いただきます！

業

先輩社員もあなたを待っています。

・

文系・理系は問いません。
インターンシップを通じ、鋳物の奥深さと、

1031

日本海電化鋳造(株)

鋳物でマルチスタンドを作る2日間コース

「働くこと」の面白さを実感ししてくださ

https://youtu.be/PW2e1wNCNmU

い。
若手社員がしっかりフォローします！
白山機工はチップコンベヤのトップメーカー
です。ものづくりの楽しさを体験してみませ

1032

(株)白山機工

白山機工でものづくり体験コース

んか。
先輩社員と交流を持つチャンスです。皆さん
のご応募お待ちしています。

https://youtu.be/sj-vuGDbklU

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

ホクショーの技術力を象徴する代表格「垂直

1033

ホクショー(株)

私たちの生活を支え、便利にする

搬送システム」は、国内外での累計販売台数

「物流搬送」について学ぶコース

が20，000台を突破し、40％を超えるトップ

https://youtu.be/-Zs7OhtfgH0

シェアを獲得しています。

1034

石川サンケン(株)

スマートファクトリーを目指す
機械設計技術者体験コース

I

証一部・サンケン電気（株）グループで体験
する、半導体技術体験（理系限定）です。#

T
電 関
子 連

パワー半導体分野で世界屈指の技術を誇る東

1035

石川サンケン(株)

1036

鹿島興亜電工(株)

工 ・

世界のエネルギー課題を解決する、

業界理解

#社員交流

#省エネ

#電気

#社会課題への挑戦

#機械

#材料

半導体技術挑戦コース

業 電
気
・

抵抗器製品開発の仕事がわかる！

5dayコース
『実際に製造工場で働くってどんな感じな
の？』そんな疑問にお答えすべく当社で実際
に行っている様々な職種のインターンシップ
プログラムをご用意致しました。座談会では
先輩社員になんでも聞けちゃいます！

1037

鹿島興亜電工(株)

設備開発の仕事がわかる！

2dayコース

https://youtu.be/joXc9Xmmw4M

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

創業30年の老舗ソフトウェア開発会社です。
独立系の強みと魅力を活かし、新しい当り前

1038

(株)金沢エンジニアリングシステムズ

KESとソフトウェア開発が分かるインターン

となるシステム開発に挑み続ける技術者集団

https://youtu.be/Y-fT_ib_V-4

が当社KESです。そんなエンジニア体験がで
きるプログラムを企画しています！
エンジニアに求められるベースの部分につい

1039

(株)小松村田製作所

小松村田製作所のエンジニアのお仕事入門コース

て、エンジニアと直接触れ合ってもらうこと
で理解を深めてもらいます。少人数制として

https://youtu.be/d3PhVJqlQvA

おり、飽きのこない2日になります。

I
T
電 関

1040

トーテックアメニティ(株)

システムエンジニア業務体験３日間

1041

トーテックアメニティ(株)

ものづくり体験５日間

子 連

ものづくりに必要な考え方から作るまでを体

https://youtu.be/xns392kIbMI

験できます。
当社はファクトリーオートメーションのエン

工 ・
業 電

企画から設計開発まで体験できます。

ジニアリング・メーカー・商社の３つの事業

1042

発紘電機(株)

発紘電機の技術と職場の雰囲気を知る５日間

を持つ複合体企業です。様々な事業での実習

https://youtu.be/SzwqIniU6EQ

を通して多くのことを吸収し将来のキャリア

気

形成に役立てていただければと思います。

・

実際の電気設計業務はどのようにおこなわれ

1043

(株)別川製作所

電気設計がみっちりと体験できる！
５日間電気設計コース

ているか、会社の雰囲気はどうかなど、社員
に混じってインターンシップを行いますの
で、充実した５日間をすごせます。
お待ちしています！
https://youtu.be/uaNoDYA-wnk

実際のシステム業務はどのようにおこなわれ

1044

(株)別川製作所

システム開発がじっくり体験できる！
５日間システム開発コース

ているか、会社の雰囲気はどうかなど、社員
に混じってインターンシップを行いますの
で、充実した５日間をすごせます。
お待ちしています！

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

1045

(株)オンワード技研

プログラム名

学生へのメッセージ

文理不問！主体的に考えて取り組める方を募

名刺入れ作業体験インターンシップ

集します！

YouTube

https://youtu.be/beVxn6nUlBE

コマニーが手掛ける空間づくりを体験してみ

1046

コマニー(株)

SDGs×空間づくり【オンラインインターン】

ませんか？『一人一人の自己成長』をコンセ
プトにしたインターンシップをご用意してお

https://youtu.be/_pgqTpPtFRI

ります！
セラミック技術に興味ある方のご参加をお待

1047

ニッコー(株)

ちしております。陶磁器業界の説明の他、陶

セラミック技術2日間職業体験

磁器の研究開発業務を体験頂ける内容を予定
しています。

そ
の
他
製

実際に設備に触れて、モノができるまでの仕

1048

能登テック(株)

組みを深く学んでみましょう。専門的な知識

技術者の仕事を知る2day

だからこそ、ぜひインターンシップで体験し

https://youtu.be/9pOjm3l8Oqo

て欲しいです。

造
業

「働く」イメージを持ちたい方におすすめ！

1049

肥田電器(株)

社会に出る前に、学生のうちに何を学び・経

業界・業種・職種の違いって！？

験した方が良いのか気づけるインターンシッ

https://youtu.be/FlB_Kxl0Ucg

プです。

1050

山岡石材工業(株)

ものづくり企業を探求／石に触れてみよう

３day
文理問いません。まずは、やってみましょ
う！お気軽に参加してください。様々なこと
に挑戦してみましょう！

1051

山岡石材工業(株)

ものづくり企業を探求／石に触れてみよう

2day

https://youtu.be/_8C7WlCSLyg

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

◇◆文理不問◆◇

情
報

【基礎編】では、実際にSEがプロジェクトを

1052

(株)石川コンピュータ・センター

[ICC]アクティブインターンシップ

～基礎編～

サ

https://youtu.be/8-dhoSO-ZaI

いただきます。

ビ
業

「アクティブインターンシップ」として、実
際に皆さんの目で見て考えて体験して学んで

ー
ス

進める上で求められる【スキル】について、

当社の特性（事業内容）を活かし、情報業界

1053

北陸コンピュータ・サービス(株)

業界・会社の仕組みを知るコース

全体の仕事を知ること。また、ソフトウェア
開発などの業務を、会社全体でどうサポート

https://youtu.be/GUj_RB3mBeU

しているのかを知っていただきます。
引越をするにあたって様々な職種の人たちが

運
輸

活躍しています！引越業界最大手、リーディ

1054

(株)サカイ引越センター

サカイ引越センター２dayインターンシップ

https://youtu.be/_jRrv-E1v64

ながら多くの気づきと学びを得てもらいたい
と思います！

・
通

当社は北陸電力グループの一員として、北陸

信
業

ングカンパニーの仕組みを実際に自ら体験し

地域の通信インフラを支えています。通信業

1055

北陸通信ネットワーク(株)

HTNet

夏のインターンシップ

界への理解を深めると共に、当社での働き方

https://youtu.be/cF-W3bhq1GQ

をリアルに感じていただけます。是非、当社
インターンシップにお越しください！

卸
売

人と話すことが好きな方、人を笑顔にするこ

1056

iA LINK(株)（auショップ石川県庁前）

auショップの表も裏も”まるごと”体験インターン2days

とが好きな方のご参加をお待ちしておりま

https://youtu.be/mk8hQvtQvYQ

す！

・
店舗で実際に商品の売場作りを体験し販売す

小
売
業

1057

アルビス(株)

◆アルビス◆販売の面白さ体験できます！

る面白さを体験してもらいます！
お客さまの立場では分からないスーパーマー
ケットの裏側、働く面白さを伝えます！！

https://youtu.be/qIxUf5oPRuw

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

カーディーラーで勤務する社員が何を考え、

1058

石川ダイハツ販売(株)

カーディーラーの魅力がわかる2日間コース

思い業務に取り組んでいるのかを体験談を交
えてお答えします。楽しい職場環境ですので

https://youtu.be/FvKkJHXAO5w

お気軽にご参加ください！
日産販売会社で働く営業職（カーライフアド
バイザー）を疑似体験できるインターンシッ

1059

石川日産自動車販売(株)

日産ディーラーがわかる！自動車販売体験コース

プです。業界や仕事理解を深めていただいて

https://youtu.be/PZCuXX5H8QQ

から、ロールプレイング等で実際の仕事を体
験していただきます。
学部学科問わず、すべての方に活躍の場があ

卸

1060

(株)大阪屋ショップ

大阪屋ショップ夏季インターンシップ

売

https://youtu.be/eJ5aHc-t-Ws

インターンシップでは、メイン事業である宅

小
業

歩踏み込んで学んでみませんか？たくさんの
ご参加お待ちしております。

・
売

る仕事です。スーパーマーケットの仕事を一

1061

生活協同組合コープいしかわ

コープいしかわならではの
「地域貢献」の形を体験する ５日間

配事業を中心に、実際の業務体験・見学をし
ていただきます。組合員さんとのコミュニ

https://youtu.be/FBhrm7VKGx0

ケーションを通じて、当生協が行う多様な
「地域貢献」について学んでみましょう！
文系理系問いません。好奇心が強く、特にモ
ノづくりに関心のある学生のみなさん、この

1062

小松鋼機(株)

鋼材機械商社の役割がわかる営業コース

インターンシップを通じて、モノづくりへの

https://youtu.be/bpkCW8r46KA

関わり方の理解を深めませんか！あなたのご
参加をお待ちしてます。
薬局・ドラッグストアが、地域で一番身近な
医療機関であることがわかる、学べます。健

1063

(株)コメヤ薬局

健康相談ができる薬局の仕事がわかる2日間コース

康相談や店づくりを通じて、地域人々の健康
に役立てる仕事の喜びと面白さを是非実感し
てください！

https://youtu.be/s-MIhHObU0E

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

商売を通じてお客様に役立つこと＝人として

(株)ジャコム石川
1064

（スーパーマーケット：Ａコー

仕事を通じてお客様とふれあい、
商売の原点がわかる２日間

プ）

頼られること、それが小売業の原点です。あ
なたがこの仕事にむいているかどうかなんて

https://youtu.be/QsZfN2UK9eQ

やってみなけりゃわかりません。おもしろさ
の凝縮した２日間一緒にすごしましょう。
どんたくは石川の地に根付く「超・地域密着

1065

(株)どんたく

仕入れ同行！五感でバイヤーの仕事と
面白さを知る2Dayコース

型」の企業です。小売業の枠を超えた地域支
援業を目指しています。

https://youtu.be/MuBlCOEeT70

「食」にコダワリがある方は勿論、「地域に
貢献」したい方をお待ちしています！
食品スーパーには買い物に来ているだけでは
分からない様々な魅力があります、その中で

卸

1066

(株)バローホールディングス

お客様が喜ぶバローを考えよう！

https://youtu.be/2jHQ5h6rWNY

上のＰＢもあるバローの魅力を知ってみませ

売

んか？

・
小

も6700億円の売り上げがあり、1200種類以

金沢市に本社を構え、創業93年目を迎える老

1067

松村物産(株)

商社の仕事が分かるインターンシップ

売

舗の商社です。

https://youtu.be/QQ_ecW0ASGU

北陸を支える仕事を体験してみませんか？

業

普段は入ることのできない市場で、濃い2日

1068

丸果石川中央青果(株)

2日間の市場体験

間を過ごしてみませんか？時期によってはル

https://youtu.be/sk-1eVyTG9M

ビーロマンの競りも見学できるかも！？

1069

三谷産業(株)

IT企業の課題解決方法を体験するインターン
三谷の企業形態を一言で言うなら、「商社と
メーカーの複合体」です。「無いなら創る」
商社とメーカー両方を持ち合わせている弊社
ならではの強みです。当社の事業の一部を体
験できるインターンとなっています。

1070

三谷産業(株)

建設業の課題解決を体験するインターン

https://youtu.be/RrkaggFPoug

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

自分に合った仕事って分かりますか？
普通のインターンシップでは1回で1～2職種

1071

(株)山岸

5日間で6職種体験出来るインターン！！
適職がきっと見つかる☆

程度。
ヤマキシのプログラムではなんと、5日間で6

https://youtu.be/igoT_0YUisY

職種を体験！

小 卸

きっとぴったりの仕事に出会えます！

売 売

この夏、人生が変わる！

業 ・

商社にとって営業活動とは、まさに「会社の
心臓部」。

1072

(株)横山商会

2days

商社で営業体験プログラム

とことん営業にクローズアップした体感型イ
ンターンに参加してみませんか？

https://youtu.be/8ZI4GhkwAVg

商社/営業のことを知らない方大歓迎！
営業のワクワク感を体験してください！
不動産業界やクラスコの仕事内容、雰囲気を
より深く知ることができる、夏季限定開催の

1073

保
険
・
不
動
産
業

(株)クラスコ

3days crasco チャレンジコース

3daysインターンシップ！「クラスコってど

https://youtu.be/Ry1zRPh8Fnw

んな会社かな」と興味を持っていただいた方

金

はぜひご応募をお待ちしております。

融

生活に不可欠なお金を通して、顧客と信頼関

・
証

1074

興能信用金庫

信用金庫の社会的役割を理解する2日コース

係を築いて、地域の事業者や住民の方の夢を
実現します。見学では接客の面白さが感じら

https://youtu.be/RuaRGKN7Qrk

れます。

券

文系・理系は問いません。

・

インターンシップに参加することで、

1075

ティ・アイ・エス(株)

金融コンサルタントの魅力がわかる２日間コース

コンサルタント職の面白さや業界への理解を
深めることができます！

https://youtu.be/Ds_OvPRBtQQ

先輩コンサルタントも皆さんのご参加をお待
ちしています！

飲
食
業

８番らーめんの裏側見学や専門職のお仕事の

1076

(株)ハチバン

飲食チェーン事業のミニ体験２日間コース

ミニ体験を実施します。その中で新しい飲食
店の企画を創造し、発表いただきます。

https://youtu.be/ZXQ8zOoNokA

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

1077

(株)八幡

プログラム名

飲
食

学生へのメッセージ

YouTube

食の仕事の奥深さをインターンシップ体験を
笑顔を届ける体験４日間

通して理解を深めるとともに、笑顔を届ける

https://youtu.be/SaUuyRBvFEg

大切さを体験してみませんか？

業

学校生活からだけでは体験できない塾という

教
育

現場を知り、教師としてのワークライフを考

1078

金沢育英センター（(株)富山育英センター）

学校を創った塾のインターンシップ

えます。また何も考えずに参加しても得るも

https://youtu.be/Ps-YZikr4Us

のはありません、何でも構いませんので事前
に考えてみてください。（教員免許不要）
無資格の方も大歓迎！実際に、和気あいあい

福

1079

(社福)弘和会

夏のインターンシップ弘和会職場体験ツアー

祉

さんの心に添った介護の現場を見て、やりが

と工夫と改善。

1080

(社福)北伸福祉会（ときのえん）

介護現場体験とワークショップの3daysコース

就業体験を通じ、私たち職員が働く様子など

ビ ・

から、みなさんも「コミュニケーションとは

ス

何か？」を考えてみませんか？

業

https://youtu.be/RF17-BmmC6g

いを感じていただきたいと思います。
介護サービスの基本は、コミュニケーション

サ 医

ー 療

としたアットホームな雰囲気の中で、利用者

https://youtu.be/T4XpquG2p8g

介護への理解を深めるとともに、当法人の魅

1081

(社福)牧羊福祉会

牧羊福祉会の魅力が分かる3日間コース

力を知っていただけるインターンシップで
す！介護未経験の方も是非ご参加下さい！
本インターンシップは建設コンサルタント技

そ

術者がどのような仕事を行っているのかを実

1082

(株)国土開発センター

建設コンサルントがわかる10日間コース

体験していただくコースです。土木設計や環

の

境調査、都市計画などのコースを準備してい

他

ます。
人の痛みや悲しみを感じられる人、また、そ

サ

ー

1083

サイエングループ

サイエングループインターンシップ3日間コース

ば、人生の勉強も含めぜひとも一度体験して

https://youtu.be/ZrCnacUJTt4

みてください！
「人が生きた証を、”カタチ”に。」

ビ
ス
業

う感じられる人になりたい方がいらっしゃれ

https://youtu.be/tQPaSrdkA4s

一人ひとりの人生に向き合い、その人らしい

1084

シオタニ(株)

お仕事１件の重要さを体感する２ＤＡＹＳ

お別れをつくる仕事です。
人生の最期を任されるシオタニから、仕事の
大切さ、将来の見つけ方を提供します。

https://youtu.be/xALaMAlJFWA

＜通常プログラム（日程が２日以上、マッチング実施）＞
※(社福)牧羊福祉会、鹿島興亜電工(株)、ニッコー(株)、(株)フラワーガーデンは辞退となりました。
※北川ヒューテック（株）のプログラム№1005は、他の媒体にて上限人数に達したため、削除となりました。
業種

通常プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

図の流れを通して、機械・電気設計の体験が

1085

(株)ハイテクス

機械設計とは？を感じる対面型インターンシップ

ださい。

サ

実際にテレワークを体験してみませんか？

1086

(株)ハイテクス

機械設計とは？を感じるリモートインターンシップ

ビ

リモートワークで、CAD操作習得や社内研修
受講など、対面とは異なる業務体験の面白
さ、難しさを体感してみましょう。

ス
業

できる5日コースです。
開催日数は変更可能です。お気軽にご相談く

他

ー

YouTube

実際にモノを見て、スケッチ→CAD操作→製

そ
の

学生へのメッセージ

ブライダルの仕事の楽しさややりがいを体感

1087

(株)フラワーガーデン

ブライダルの仕事体験3日間コース

してみませんか！ご参加を社員一同心よりお
待ちしております。

https://youtu.be/5exXv02Yrb0

＜1day仕事体験（日程が１日、マッチング非実施）＞
※ホクモウ(株)、(株)スズキ自販北陸は辞退となりました。
業種

プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

弊社現場社員発信の1DAY仕事体験です。
仕事体験の機会に加え、学生の方々の素朴な

アルスホーム(株)

★北陸3県開催★営業職1day仕事体験

疑問に答える機会となるよう、カリキュラム
を作成します。

建

アルスホームの家づくりを通して住宅業界の

設

魅力を実感ください！

業

「ものづくり」の最前線である建築現場での

(株)ハイエストホーム

ハイエストホームのものづくりの魅力がわかる
1day仕事体験

https://youtu.be/jsYuR7qg8jc

実習を通じて、職務内容、雰囲気、やりがい
や魅力が実感できます。施工管理・営業の仕

https://youtu.be/EnfynYCg8Uw

事に興味があり、社員の情熱を感じてみたい
皆さんのエントリーをお待ちしております。

製
造
業

食
品

(株)スギヨ

1day研究開発

食品に興味のある方、食を通じて人々を健
康・幸せにしたい方、是非ご応募ください。

https://youtu.be/LX-Hz29X6kQ

普段食べている魚がどんな網でどのように獲

繊
維

られているか意識した事はありますか？

ホクモウ(株)

日本の魚食を支える定置網ビジネス1day体験

仕事体験を通じ業界の理解と、新たな見聞を
深めてみませんか？「こんな仕事もあったの

・

か！」と驚きをお約束致します。

化
学

理系学生のご応募をお待ちしております。当

工
業

社の製品を使ったクロマト精製を体験してい

(株)ワイエムシィ

■弊社分取クロマトシステムを使った光学分割

ただきます。学先輩社員の指導の下、当社製
品に触れながら、クロマト精製の流れを理解
することができます。

https://youtu.be/NQGdbFxpjo4

＜1day仕事体験（日程が１日、マッチング非実施）＞
※ホクモウ(株)、(株)スズキ自販北陸は辞退となりました。
業種

プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

文理を問わず、ものづくりに興味のある方を

鉄

大歓迎！世界を支える産業機械、その開発や

(株)和泉工業

「機械開発の魅力をご紹介」1day仕事体験

製造の現場をご紹介します。

工

職場見学や仕事体験を通して、ものづくりの

・

面白さを体験してください。

鉱

鉄筋加工機械の設計・製造・加工に興味のあ
る方、待っています。男性はもちろん、女性

業
・

音金機械(株)

音金機械の魅力がわかる1day仕事体験

https://youtu.be/72dPMojiQRY

んか？先輩社員もあなたを待っています。

械

【この仕事体験のねらい】

製
業

の方も活躍しています。インターンシップを
通じ、「ものづくり」の面白さを実感しませ

機

造

https://youtu.be/ckbav0Vk2gE

・業界を知り、企業を知る

共和産業(株)

【問題解決力UP】メーカーのリスクアセスメント体験

・大抵の工場に掲げられている「安全第一」
の芯を掴む

https://youtu.be/w3dIrq4X-P8

・リスク（問題）発見とその評価を実践する
・調査報告の仕方を身につける
業界への理解・仕事の理解を深め、本当の意

そ

小松ウオール工業(株)

仕事の理解が進む1day仕事体験

https://youtu.be/16psPloecp0

とができる内容をご用意します。

の

私たちの会社は豆腐・油揚げ製造機を作って

他

いる、世界トップシェアの機械メーカーで

製
造

味での「働く」ことへの理解を深めて頂くこ

す。

(株)高井製作所

“HERO”-超！自己躍進！

当社では、みんなで楽しみながら色々な社内

https://youtu.be/JymPyBArd9w

改革を行っています。

業

皆様とお会いできることを楽しみにしており
ます(^^)/
理系文系問わず、実際に起こりうる仕事の問

製 そ
造 の
業 他

(株)福井鉄工所

製造業の課題解決にチャレンジする

題解決をインターンシップを通じ、実力を磨

1dayインターンシップ

くと共に『働くこと』の面白さを実感しませ
んか！

https://youtu.be/oVS8Nz2SSOg

＜1day仕事体験（日程が１日、マッチング非実施）＞
※ホクモウ(株)、(株)スズキ自販北陸は辞退となりました。
業種

プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

サ
業

ー 情
ビ 報

文系の方も歓迎！ＳＥ仕事の魅力ややりが

(株)ジェイ・エス・エス

ＳＥの全てが分かる一日仕事体験コース

い、楽しさを体験しに来てください！交通費

https://youtu.be/iLgJu71H1xA

の支給もあります。

ス
通 運
信 輸

”こぐまのトラック”の「名鉄運輸グループ」

北陸名鉄運輸(株)

北陸名鉄運輸１dayインターン

の会社です。北陸地区の会社向けに集配業務

https://youtu.be/POUAC6W93Xw

などをおこなっています。

業 ・

文系、理系問いません！若手社員が多く活躍

太谷(株)

太谷株式会社の1日体験

しております。お気軽に見学に来てください

https://youtu.be/mYgYJu6Aamc

ませ！

卸
売

限られた出店数をどこに割くことで、そのエ

・
小

リアを売上を伸ばすことができるか、戦略を

ゲンキー(株)

出店戦略を学ぶ！1day仕事体験

練ることが参謀としてのあなたの仕事です。
皆さんの力で、GENKYの未来を照らしてく

売

ださい！！

業
クルマは販売して終わりではありません！そ

(株)スズキ自販北陸

スズキのファンづくりがわかる1day仕事体験

こから始まるお客様との関係をスズキは大切
にしています。スタッフ一同、皆様を歓迎い
たします！

https://youtu.be/cEnjvZ7Rn4s

＜1day仕事体験（日程が１日、マッチング非実施）＞
※ホクモウ(株)、(株)スズキ自販北陸は辞退となりました。
業種

プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

きっとあなたもドラッグストアが好きにな
る！

卸
売

V・drug 1日完結型インターンシップ

中部薬品(株)

きっとあなたもドラッグストアが好きになる！

https://youtu.be/8lX0IVoZEbU

ます！
インターンシップ初挑戦の方もお気軽にご参

・

加ください♪

小

疋田産業ってどんな会社？営業といっても実

売
業

謎多きドラッグストア業界について解説致し

際にどのようなことをするの？

疋田産業(株)

1day★先輩社員との営業同行！

そのような疑問を解消するために産業機械の

産業機械専門商社×営業職

専門商社として100年以上の歴史がある当社

https://youtu.be/H7zisyeyUv4

で、営業のおもしろさを体験しに来てくださ
い！
証券業界に興味のある方はもちろん証券や経

今村証券(株)
保
険
・
不
動
産
業

金融リテラシーが身につく１day仕事体験

済の知識がない方でも楽しみながら理解を深
めていただけます。是非お気軽にご参加くだ

https://youtu.be/TAn-LHIql_U

さい。

金
国内No.1損害保険グループとして損害保険

融
・
証

業界をリードしてきた三井住友海上。

三井住友海上火災保険(株)

MSワークショップ１DAY

当日は、そんな三井住友海上や損害保険業界

https://youtu.be/-OPfQaLrz6A

についてもわかりやすくお伝えしますので、
是非気軽にお越しください！

券
・

宿泊業に興味のある学生はもちろん、地域活
性化に興味をお持ちの学生も是非！当社は地

湯快リゾート(株)

宿泊業への適正チェック！～自己分析に挑戦～

方の温泉旅館を再生し、お手頃価格でのご旅
行をご提供しております。地元に貢献でき、
お客様の思い出作りをサポートしましょう！

https://youtu.be/7g9lE4PlHM4

＜1day仕事体験（日程が１日、マッチング非実施）＞
※ホクモウ(株)、(株)スズキ自販北陸は辞退となりました。
業種

プログラム

企業名

No.

（クリックすると詳細が確認できます）

プログラム名

学生へのメッセージ

YouTube

夏休み期間を利用して、サービス業の面白

(株)アース

飲食・美容・介護業界の裏側見せます！

さ、楽しさ、奥深さを感じていただければと

1dayお仕事体験

思います！お気軽にお問い合わせくださいま

https://youtu.be/DsbBPmZKi2A

せ。
学習塾の仕事である、生徒をやる気にさせる

保
険
・
不
動
産
業

金

(株)日本エルデイアイ

相手に伝わる伝え方修得&学習塾の魅力発見！
1day仕事体験

融

コミュニケーションを応用し、「ジブンのや
る気の源泉を見つける自己分析」&「ジブン

https://youtu.be/mTQNnlG1toE

を魅せる書き方」を学びながら、「相手に自
分の思いが伝わる伝え方」を体験できます！

・

全学生必見！「自分らしく生きる、働く」と

証

は何なのかを考え、「職業選択のヒント」そ

券

(株)サンウェルズ

・

全学生必見！君らしい未来が見つかる1day仕事体験

して「あなただけのキャリアストーリーを見

https://youtu.be/tCGME_4kSzE

つけませんか？企業研究、自己分析をさらに
1歩進めましょう！
限りある資源を、限りある環境を”みらい”に

環境開発(株)

【2018年度省エネ大賞受賞】
最新鋭の工場を見学しませんか？

引き継いでいく。それが環境開発の使命で
す。この機会に、「生み出す」(生産）だけ

https://youtu.be/5CnBC4HRdwo

ではない「なくす」「生まれ変わらせる」
（処理)に触れてみませんか。

業種

通常プログラム
No.

企業名
（クリックすると詳細が確認できま

プログラム名

農
林
漁
業

学生へのメッセージ

YouTube

す）
受入先の企業等とともに、今ある地域資源を

すず里山里海移住フロント

珠洲市 実践型インターンシップ

活かしながら、新しい魅力づくりに挑戦した
い方を募集します！

https://youtu.be/gqoO7ehCMW8

