
No 企業名　 業種 開催地 参加対象 １day仕事体験 インターンシップ 内容　 募集人数 学生へのメッセージ 応募方法 応募締切日 会社ＨＰ ＴＥＬ 部署名　 担当者

1 (株)アイサク 製造 豊田市 理系学生  有
有
　マイナビにて
  ご確認ください

会社説明、
就労体験、
工場見学、
座談会

 ２名
こんにちは！株式会社アイサク採用担当の宮本で
す。インターンシップを通して、業界の事をもっとしっ
ていただけたらと思います。

マイナビよりエントリー
マイナビに
てご確認く
ださい

https://www.aisaku.jp
0565-
31-0281

調達部 宮本

2 (有)アイトーテック　
設備機械
設計・製作

豊田市 全学生  有  有
3ＤＣＡＤのモデリング体
験・ロボットティーチング体
験:

 数名

当社は搬送機・組付機等の設備機械を設計・製作してお
り、個人の技術力を高めるための人材育成をしワンランク
上のモノづくりを目指すエンジニアリング会社です。明るく元
気で熱意をもって物事に取り組むことのできる方　ぜひ会
社訪問にお越しください。

aitotec@aitotec.co.jp 随時 http://www.aitotec.co.jp/
0565-
41-7152

代表取締役 筑紫　基弘

3 内浜化成(株) 製造 豊田市
3年生、
理系の学部

 有　2月を予定

会社説明・技術部門体
験・先輩社員座談会を予
定していますが、変更とな
る可能性あり

各日2～3名

当社は小島グループの第1子会社、トヨタ系の大型外装部
品メーカーとして開発から生産まで一貫して行っている全
国でも珍しい会社の一つです。 
だからこそ当社の技術力には誇りを持っており、インターン
シップにてそれをお伝えできればと思っております。ミスマッ
チの無くすためにもご参加お待ちしております。

uksaiyou@kojima-tns.co.jp 随時 https://www.uchihama.co.jp/
0565-
45-8621

業務部
総務経理課

梅田　貴広

4 刈鈑工業(株) 製造 豊田市 全学年  無
 有
 10日間
 （日程調整可）

・オリエンテーション 
・安全教育 
・工場見学 
・プレス実習 
・組付け実習 
・製品発送実習 
・品質実習 
・生産技術実習

 数名

当社は自動車を陰で支える部品を作っています。普
段目にすることのない部品がどのように作られてい
るか、実際に体験してみませんか 

joboffer@kariban.co.jp 随時 http://kariban.co.jp
0565-
52-3824

業務G総務T 和田　靖弘

5 共和産業(株) 製造 豊田市 理工系学部  無  有　1ＤＡＹ
未来のサンバイザーを考
えよう！(工場見学　・グ
ループワーク)

 15名

会社の未来、サンバイザーの未来について先輩社
員と一緒に考える貴重な体験をしてみませんか。自
由な発想で画期的で斬新なサンバイザーを企画提
案してみよう。

リクナビ2022よりご応募下さい 未定 http://www.kyowa-sangyo.co.jp/-2
0565-
32-4651

人事総務部 江坂、鈴木

6 近藤工業(株)
製造
　メーカー

豊田市、
または
刈谷市

全学年、
工学部、
理工学部

有
自動車部品事業部
10/14・21・28、11/10・
16・26、12/8・11・15、
環境機器事業部
10/13・20・27、11/4・
11・27、12/9・16・22

有
自動車部品事業
部：2021年1/18-
20、2/8-10
環境機器事業部：
2021年2/16～18

自動車部品事業部：事業部
説明、工場見学、ものつくり
体験　環境機器事業部：事業
部説明、実機見学、においの
仕組み（講義）　プログラム変
更の可能性有

各日2～3名

ものつくりの基本となる内容も含まれており、ものづくりの楽
しさ・むずかしさを体験いただけます。また環境機器事業部
ではなかなか日頃は目にすることのできない脱臭装置の仕
組みを学ぶことができます。弊社の社内の雰囲気や働いて
いる社員にも会うことができます。就活の参考にしていただ
ければと思います。

マイナビ2022よりエントリーくだ
さい。

マイナビよ
りご確認く
ださい。

0566-
36-8550

総務部 桜井・原

7 太啓建設(株) 建設 豊田市
全学年、
全学部

有
（希望者がいれば
随時開催）

・オリエンテーション　・現
場見学2ヶ所　・質疑応答

3名程度

太啓建設は豊田市で多くの実績をもつ地域密着型の建設
会社です。建設会社に勤めたい…でも施工管理ってどうい
う仕事だろう…？と思う方、実際に現場を見ることで自分の
働く姿がリアルに想像できると思います。ぜひ皆さんの参
加をお待ちしております！

saiyou@taikei-con.co.jp 随時 https://www.taikei-con.co.jp/
0565-
31-1271

総務部
総務課

梅村

8 トリニティ工業(株) 製造
豊田市
（本社・豊
田工場）

理系限定
（学科不問）

 有
（2021年1～2月予
定）

会社説明・設備事業部と
部品事業部の就業体験・
昼食会・工場見学・若手
社員との座談会

 3名/日

私たちトリニティ工業はトヨタ自動車グループにおける「自
動車部品製造」と「塗装設備」を担う企業として、自動車の
ハンドルやスイッチベース、ロッカーモールなど車内外の意
匠となる部分の加飾（塗装・転写等）や成形を行う「部品事
業」、自動車のボディをはじめとする製品の塗装プラント及
び塗装機器を供給する「設備事業」二つの分野で世界の自
動車産業に貢献しています。ボディや内装は自動車の第一
印象を左右する重要なポイント。ユーザーが一番初めに見
て触れる部分のモノづくりを担っている責任、プレッシャーと
同時に大きなやりがいのある仕事です。

https://job.mynavi.jp/22/pc/search/corp55185/outline.html 未定
0565-
24-4803
（人事G 代表）

経営企画部
企画室
人事G

目黒　識貴

9 (株)山信商店
食品スー
パー
マーケット

豊田市 全学年  有
 有
 （概ね３日）

オリエンテーション・自己
理解ワーク・店舗見学及
び実習・商談や会議参加

 2名程度

ひとつのお店にはいろいろな役割を持った人が働いていま
す。野菜やフルーツを扱う「青果」、お肉や魚を加工する「精
肉」「鮮魚」、お店で一番多い商品数を扱う「一般食品」、お
客様をお迎えお送りする「レジ」など。自分の目で見て、
触って、考える。地域の方々の食のライフラインを守るやま
のぶで、従業員がどのような役割をもって働いているのか、
体験してみてください。

jinji@yamanobu.co.jp
へメールをください。気になる
職種や仕事内容などを教え
てもらえたら、それが実現す
るよう調整できます。

随時 https://www.yamanobu.co.jp/

0565-33-
0249
（やまのぶ本
部・人事イン
ターンシップ
係）

本部・人事
インターン
シップ係

大野

（豊田市雇用対策協会）　今年度  １ｄａｙ仕事体験・インターンシップ開催情報　（10／５現在）

※ 掲載希望の企業様については、随時受け付けております。
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