午前

インターンシップ合同説明会

令和３年５月２２日（土） 10:00～

企業担当者から、企業の魅力やインターンシップの内容につい

会場：岐阜市文化センター 1F 催し広場

て直接説明を聞くことができる催しです。
ぜひインターンシップに向けた企業研究に役立ててください。
＊「インターンシップ 受入事業所 訪問カード」（４枚）は、訪問したブース
で提出したい場合に使ってください。
枚数が足りない場合は、手書きのシートもご用意しています。
＊本日、実習先を決定する必要はありません！ 後日応募するときのため
に、申込方法などを確認しておくのがおすすめです。

①㈱タイメック

【関市】

企業研究には web サイトも
活用してください！
岐阜県 インターンシップ
検索
https://gifuken-internship.org/

②岐建㈱

【⼤垣市】

事業内容︓⾦属加⼯（設計〜材料切断〜溶接〜機械加⼯〜塗装〜組⽴
〜試運転まで⼀貫⽣産）
、ユニバーサルデザインのキッチ
ン・洗⾯台の製造販売（デザイン〜施⼯まで）

事業内容︓総合建設業

受⼊時期︓応相談

受⼊場所︓初⽇・最終⽇︓本社（⼤垣市⻄崎町 2 丁⽬ 46 番地）

受⼊場所︓関市武芸川町⼋幡

受⼊時期︓8 ⽉ 23 ⽇（⽉）〜9 ⽉ 3 ⽇（⾦）
5 ⽇間または 10 ⽇間 応相談
2 ⽇⽬〜︓体験作業所（受⼊時に決定）
、応相談

求める学⽣の学部等︓

求める学⽣の学部等︓建築または⼟⽊系の学部・学科

エンジニアって？
職人って？
工場の仕事って？
いろんな？が、自分の理解につながる！
インターンシップを通じて、仕事を楽しく理解してみては、いかがでしょ
うか。

岐阜県大垣市に本社を置く総合建設会社です。中部・東海エリアを中心に
建設事業を展開。建築、土木、舗装工事、施工規模や内容は様々です。
安全・安心で豊かなまちづくりには建設事業は必要不可欠であり、実際に
工事に携わる施工管理職の仕事を経験し、肌で感じて頂き、建設事業を通
じ、地域社会に貢献できることに興味を持って頂ければと思います。
ご応募お待ちしています。

③㈱ケーイーシー

④福寿⼯業㈱

【各務原市】

事業内容︓⾃動⾞製造ライン及び各種産業⽤設備の設計・製作・据付

事業内容︓⾃動⾞部品製造業

受⼊時期︓7 ⽉下旬〜9 ⽉上旬の 2 ⽇間

受⼊時期︓8 ⽉下旬

⽇程は調整します

受⼊場所︓各務原市テクノプラザ

受⼊場所︓⽻島本社

求める学⽣の学部等︓不問

求める学⽣の学部等︓不問

【⽻島市】

少しでもものづくりに興味がある方は、是非当社のインターンシップにご 最新鋭の加工技術を体験してみませんか。
参加下さい。
世界中の自動車製造ラインに携わっている当社で「自動車ができる工程」
を体験してみませんか！
また、2019 年から日立グループに加わり、当社は更に安定した企業へと
成長しています。

⑤岐⾩労働局

【岐⾩市】

事業内容︓国家事務

【岐⾩市】

事業内容︓
「⼈づくり」×「最適最少の⾃動化」＝ハーフオートメーシ
ョン🄬 ⼈づくり、⾃動化コンサルティング、機械設計、製作

受⼊時期︓8 ⽉〜9 ⽉上旬
受⼊場所︓岐⾩市⾦⻯町 5-13

⑥PLANSEED㈱

岐⾩合同庁舎 3 階

求める学⽣の学部等︓不問
「労働基準」、
「職業安定」、
「雇用均等」の３行政を中心とする地方労働行
政を総合的かつ一元的に推進するための国（厚生労働省）の機関です。
仕事を探している人や働く人、事業所の皆さんと接し、働く環境の整備、
職業の確保、男女の雇用機会均等のために様々な業務を行っています。こ
のような「労働分野」で働くことに関心のある学生さんは是非ご参加くだ
さい。

受⼊時期︓8 ⽉〜9 ⽉
受⼊場所︓PLANSEED 岐南⼯場

岐南町伏屋 9-22

求める学⽣の学部等︓機械科・電機電⼦科
ヒトづくりとモノづくりで中小企業を“もっと”元気にする。
価値創造企業の PLANSEED 株式会社です。少子高齢化、労働人口の減少
で一人当たりに求められる付加価値や労働生産性は高まる一方です。そこ
で当社では、製造業をメインターゲットに人材育成・社員研修・設備の自
動化などこれからの時代にイキイキ自分らしく働ける環境づくりのお手
伝いをしています。ヒトづくりとモノづくりを行う唯一無二の会社ですの
でイメージが湧きにくいかもしれません。是非、インターンシップにお運
びください。

⑦社会福祉法⼈ 墨友会
【⼤垣市】 ⑧岐⾩トヨペット㈱
特別養護⽼⼈ホーム サンヴェール⼤垣 事業内容︓⾃動⾞の販売と修理加⼯

受⼊時期︓8 ⽉中旬〜9 ⽉上旬（5 ⽇間）

事業内容︓介護⽼⼈福祉施設・介護保険事業
受⼊時期︓8 ⽉上旬〜9 ⽉下旬

受⼊場所︓未定（岐⾩県下 20 拠点の中の指定店舗）

応相談

求める学⽣の学部等︓不問

受⼊場所︓⼤垣市東町 4 丁⽬ 43 番地 2
特別養護⽼⼈ホーム サンヴェール⼤垣
求める学⽣の学部等︓不問
ユニットケア型の特別養護老人ホームです。
施設内にはカフェや足湯、リハビリセンターがあり、設備が充実していま
す。
『施設ではなく自宅にいるような生活を送りたい（してほしい）』そんな
思いで、利用者様とスタッフが一緒に生活しています。
夏休みの数日間、笑顔いっぱいのサンヴェール大垣で一緒に過ごしてみま
せんか？ご興味のある方、ぜひお越しください。

⑨ぎふ農業協同組合

【⽻島郡岐南町】

【岐⾩市】

自動車販売でインターンシップを体験してみませんか？
私たちにとても身近な乗り物「自動車」。
これを販売している所はどんな場所だろう？
どんな人が働いているのか？
自動車に興味が無くても OK！
企業研究のスタートとしてインターンシップに参加してみましょう！

⑩⽇産⼯業㈱

【下呂市】

事業内容︓農協法に定められた事業（営農・信⽤・共済・購買・販売等） 事業内容︓事業の根幹となる⼟⽊⼯事、建築⼯事を 2 本柱とし地域
のインフラ整備、災害への迅速な対応、お客様が満⾜して
受⼊時期︓8 ⽉上旬〜9 ⽉上旬・12 ⽉・2 ⽉
頂ける住みよい暮らしの提供を⼼掛けています。
受⼊場所︓岐⾩市司町 37（JA ぎふ 本店）
受⼊時期︓８⽉〜９⽉頃

求める学⽣の学部等︓不問
地域の皆さまに喜んでいただくためには、あなたならどうしますか？
農業者をはじめ、地域住民の皆さまとのつながりを大切にし、
「相互扶助」
を共通の理念として運営される協同組合であり、地域農業の活性化に資す
る総合事業を展開しています。
私たちの取り組みを実際に体験ください。

⑪㈱ナベヤ
（岡本・ナベヤグループ）

【岐⾩市】

求める学⽣の学部等︓不問
土木・建築を通して人々の生活基盤を支え、持続可能な社会づくりに貢献
する企業を目指しています。
個人の希望を尊重しながら、関連資格の取得ができるように全力でサポー
トしていきます。
自分の携わった道路や建物が完成して多くの皆様に喜んでいただけ、時に
は命を守る、大変やりがいのある職場です。後世に残るモノづくりに興味
のある人、自然いっぱいの地元が好きな人、私たちと一緒に地元を盛り上
げませんか？

⑫岐⾩県

【岐⾩市】

事業内容︓地⽅⾏政
受⼊時期︓8 ⽉上旬〜8 ⽉下旬

事業内容︓鋳造業・⾦属製品製造業

受⼊場所︓岐⾩県庁及び現地機関

受⼊時期︓8 ⽉上旬〜9 ⽉上旬（1day）

求める学⽣の学部等︓不問

受⼊場所︓岐⾩市畷町（本社）
求める学⽣の学部等︓不問
岡本・ナベヤは創業 1560 年以来の伝統と歴史を持った老舗鋳造メーカー
です。当社のインターンシップ（1day 仕事体験）は当社の中心事業であ
る「鋳造」を疑似体験できるコースとなっております。砂で型をつくり、
溶けた金属を流し込むという作業は新鮮で、老若男女が楽しめる内容とな
っております。体験で自身が製作された物は記念としてお持ち帰り頂けま
す。皆様のご参加をお待ちしております！

⑬⽮橋ホールディングス㈱

応相談

受⼊場所︓下呂市内

【⼤垣市】

5 日間にわたって岐阜県庁の各部署に配属のうえ、実際の仕事を体験しま
す。まちづくり、防災、環境、福祉、農業、林業、土木、建築など、あな
たの興味のある分野で県の仕事にチャレンジしてみませんか。

⑭㈱ＫＶＫ

【加茂郡富加町】

事業内容︓⽊材事業（住宅の設計施⼯販売、住宅資材の製造販売）
⽯灰事業（⽯灰⽯の採掘・各種⽯灰類の製造販売）
⾦属事業（機械の設計製造、⾦型の設計製造加⼯販売）

事業内容︓⼀般家庭やホテルなどの浴室・キッチン・洗⾯化粧台等に
使⽤する湯⽔混合⽔栓、湯・⽔の配管継⼿、配管システム
の開発・製造・販売・アフターサービス

受⼊時期︓8 ⽉上旬〜9 ⽉下旬

受⼊時期︓8 ⽉〜9 ⽉頃予定（1 ⽇〜3 ⽇間）

受⼊⽇程は相談可能です

受⼊場所︓⼤垣市、垂井町

受⼊場所︓本社（加茂郡富加町）・WEB 会場

求める学⽣の学部等︓理系、⼯学部

求める学⽣の学部等︓不問

当グループの経営理念であります「人間探求」人を知る、人間を探求する
を目指し、意欲的に行動する方を求めています。

KVK は今年創業 82 年を迎えたジャスダック上場企業で、商品企画から開
発・製造・販売・アフターメンテナンスまで手掛ける水栓金具専業メーカ
ーです。日本、中国、フィリピンに工場を持ち、国内 27 ヵ所と中国の営
業拠点を通じて、国内全域及び中国に製品をお届けしています。
生活に欠かせない「水まわり商品」を作っている会社のインターンシップ
に参加してみませんか？

⑮㈱ヤマモト

【揖斐郡揖斐川町】

⑯㈱ホンダカーズ岐⾩

【⽻島郡岐南町】

事業内容︓⼟⽊、建築⼯事の施⼯管理

事業内容︓⾃動⾞の販売及び整備

受⼊時期︓応相談

受⼊時期︓応相談

受⼊場所︓揖斐郡揖斐川町三倉 133 番地の 1

受⼊場所︓岐⾩県内各拠点（関・⾼⼭・⻑良・鵜沼・茜部・下恵⼟・
⼟岐・中津・宇佐・広⾒・北⽅・正⽊・各務原 R21・US
東・US 県庁前）

求める学⽣の学部等︓不問
弊社の仕事は建設業の元請として主に公共の橋・道路・砂防えん堤など生
活インフラや災害対策を行う土木工事と民間を含めた建築工事を扱って
います。
最近は技術的な ICT・DX や働き方の変化が著しい時代になりました。創
業 100 周年を迎え、次の 100 年を生き抜くためにも、新しいモノ事に挑
戦し、柔軟な発想・行動力ある若い世代の方を求めております。

⑰㈱オハヨーサン
⿓リゾート＆スパ

【名古屋市】

求める学⽣の学部等︓不問
株式会社ホンダカーズ岐阜ではタグラインとして“ココロオドルトコロ”
を掲げております。これは、店舗に訪れることで今まで考えなかった幸せ
な暮らしにお客様がココロオドルトコロを目指すと共に、全社員も仕事に
対してココロオドルトコロが必要との意味も込められております。
主に店舗での体験型となりますので、働くということの雰囲気を掴んで頂
けます！

⑱㈱市川⼯務店

【岐⾩市】

事業内容︓総合建設業

事業内容︓リゾートホテル「⿓リゾート＆スパ」、スイートコテージ
「リゾート ヴィラ ⾼⼭」の運営

受⼊時期︓応相談
受⼊場所︓岐⾩市内近郊（受け⼊れ時の当社の施⼯現場となります）

受⼊時期︓

求める学⽣の学部等︓⼟⽊・建築系の学部・学科

受⼊場所︓⾼⼭市荘川町新渕 892-11

市川工務店は、道路や河川、トンネル工事、公共施設のほか、リフォーム
工事までを手がける総合建設業です。岐阜県を中心とした、東海地区で事
業を展開しており、地域密着が強みの会社です。

求める学⽣の学部等︓
なぜ多くの外国人が日本の風土、料理、おもてなしのサービスに憧れを抱
くのか？
ホテル旅館業は今後日本の成長産業として拡大して行くでしょう。
その答えを体得する事が出来れば、若い皆様にとってかけがえのない一生
の財産になるはずです。
皆様のご応募をお待ちしております。

⑲㈱トーカイ

【岐⾩市】

事業内容︓シルバー事業、病院関連事業、リースキン事業、
寝具・リネンサプライ事業、アクアクララ事業 他
受⼊時期︓7 ⽉下旬〜9 ⽉上旬

⑳⽣活協同組合コープぎふ

【各務原市】

事業内容︓⾷品を中⼼とした⽇⽤⽣活⽤品を供給（販売）する共同購
⼊事業（宅配）
・店舗事業、介護事業、共済保険事業、住
宅事業、葬祭事業、⼣⾷宅配事業など

受⼊場所︓岐⾩市若宮町 9-16（本社開催の場合）オンラインインタ
ーンシップも開催。その他、東京・⼤阪・⾹川・愛媛で実
施予定。

受⼊時期︓8 ⽉上旬〜9 ⽉上旬

求める学⽣の学部等︓不問

地域に密着した、暮らしに関わる「生協の仕事」を体感してみませんか。

受⼊場所︓未定
求める学⽣の学部等︓不問

弊社の事業内容を簡潔に伝えるならば、
「支えあうを支えるシゴト」
「世の
中の縁の下の力持ち」です。事業分野である【医療・福祉・環境】は、お
客様に心から喜んでいただける、やりがいに満ちた分野です。
国内ビジネスにおいては、まさに成長産業であり、弊社はこの市場に「攻
め」の経営をし続けています。

㉑㈱ユニテツク

【⼤垣市】

事業内容︓航空機や⾃動⾞部品、⽣産設備、⼯作機械など皆さんの⾝
近なモノから⼯場で活躍する設備などの機械設計や電気
設計・ソフト開発を⾏っています。
受⼊時期︓学校の⻑期休業期間を中⼼に 2〜10 ⽇間以内で、希望を
調整のうえ決定いたします。
受⼊場所︓本社（⼤垣市）および各事業所（⽝⼭市、⼀宮市、四⽇市市、
東近江市、京都市）で実施可能です。
（Ｕターン先での実施も可能）
求める学⽣の学部等︓理⼯系学部（機械、電気、メカトロニクス、ロ
ボット⼯学科など）

㉒剱崎建設㈱

【岐⾩市】

事業内容︓建設⼯事の企画、設計、監理及び施⼯に関する請負
受⼊時期︓応相談
受⼊場所︓本社及び稼働中の現場、応相談
求める学⽣の学部等︓不問

当社は昭和 34 年の創業以来、岐阜県を中心とした「公共施設、商業施設、
病院、住宅、集合住宅」の「プランニングから施工までのトータルサポー
ト」に取り組んでまいりました。当社が大切にするのは、「建築に興味が
設立から 32 年連続で黒字経営を続けている抜群の安定性と様々な機械を ある」「人と関わることが好き」「地元に貢献したい」、そんな熱い気持ち
設計してきた経験による高い技術力から、地元企業と強い繋がりを持ち、 です。まずは会社見学に来てください。社内の雰囲気を直接感じていただ
地元採用・地元配属（転勤なし）をモットーに地域密着で機械設計および ければ、社員たちが生き生きと活躍しているのが分かっていただけるはず
です。
電気設計、ソフト開発で事業拡大をおこなっております。
また、6 ヶ月間の新入社員研修や通信教育制度や技術勉強会の開催、貸与
型奨学金返済補助制度など社員のスキルアップや福利厚生にも注力して
おります。

㉓税理⼠法⼈
TACT ⾼井法博会計事務所

【岐⾩市】

【関ケ原町】

事業内容︓油圧機器製品、商船機器製品、舶⽤特機製品、⼤型製品、
鉄道機器製品、軸受製品、精密⽯材製品

事業内容︓税理⼠事務所

受⼊時期︓8 ⽉〜9 ⽉（1day）

受⼊時期︓8 ⽉下旬〜9 ⽉上旬

受⼊場所︓本社（関ケ原）

受⼊場所︓岐⾩市上⼟居

求める学⽣の学部等︓不問

求める学⽣の学部等︓不問
このインターンシップでは、職場体験ではなく「職業体験」することがで
きます。「人の役に立ちたい」「社会貢献したい」「人に教えるのが好き」
という方には、ぜひ体験いただきたいと思います。パソコンで難しい計算
をするイメージが強いでしょうが、実はサービス業であり、私たちは「お
客様お役立ち業」と考えています。
お客様である経営者の「真の相談相手」になり、あらゆる面からサポート
する。それが私たちの役割です。

㉕⼤垣⻄濃信⽤⾦庫

㉔㈱関ケ原製作所

【⼤垣市】

事業内容︓⾦融業（信⽤⾦庫）

超大型・超高精度のニッチなものづくりで日本の産業を支えています！
実際のものづくりを知ろう！（溶接・組立・機械加工など）

㉖㈱吉川⼯務店

【中津川市】

事業内容︓⼟⽊、建築⼀式⼯事設計施⼯、鋼構造物⼯事設計施⼯、
⽣コンクリート販売、砂利（⾻材・改良⼟）製造販売

受⼊時期︓8 ⽉中旬〜9 ⽉上旬予定（2 ⽇〜3 ⽇）

受⼊時期︓応相談

受⼊場所︓岐⾩県⼤垣市

受⼊場所︓応相談

求める学⽣の学部等︓不問
・仕事のおもしろさってなに？
・金融機関ってどんな仕事をしているの？
・信用金庫と銀行の違いってなに？
そんな疑問がある方は参加してみてはいかがでしょうか？
今後の仕事を選ぶヒントになるかもしれません。

求める学⽣の学部等︓不問

㉗POLA パルフェル"

㉘岐⾩プラスチック⼯業㈱

【岐⾩市】

吉川工務店は岐阜県中津川市に本社を置く総合建設企業です。業界におい
で創業 84 年目の老舗としても幅広いジャンルに携わってきました。
土木部門では、一般道路のほか高速道路や橋、トンネル、ダムなどの大規
模な工事に関わっています。
建築部門では学校や病院など公共性の高い建築物や大型商業施設、ビルや
工場の施工、個人の住まいづくりにも対応しており、その他にも鐵構部門、
生コンクリート製造工場などがあります。

【岐⾩市】

事業内容︓エステ、お化粧品販売他

事業内容︓プラスチック製品の製造・販売

受⼊時期︓応相談

受⼊時期︓8〜9 ⽉に 1DAY にて複数回開催予定、未定

受⼊場所︓岐⾩市中鶉

受⼊場所︓本社（岐⾩市神⽥町）もしくは、オンラインを予定、未定

求める学⽣の学部等︓不問

求める学⽣の学部等︓不問

1 人のお客さまにじっくりと向き合い「美」を引き出す専属ディレクター。
お客さまに「美」をお届けすること、カウンセリングやエステなど心を込
めたサービスを提供していきます。
楽しくイキイキと輝ける仕事です。
未経験でも大丈夫です。教育制度も整っています。あなたらしい働き方を
みつけてみませんか。

私たち岐阜プラスチック工業は、プラスチック製品の総合メーカーとし
て、幅広い分野でプラスチック製品の開発、製造、販売を行っています。
近年は環境に優しいバイオマスプラスチックの活用など、時代の求めるプ
ラスチックの可能性を追求しています。
今回の説明会では、私たちの企業概要や、現在企画しているインターンシ
ップの情報を、昨年の写真を交えながらご紹介しますので、是非当社のブ
ースにお越しください。

㉚㈱⽂溪堂

【⽻島市】

事業内容︓教育図書出版及び教材教具メーカー
受⼊時期︓8/30〜9/3（5 ⽇間）
受⼊場所︓⽂溪堂岐⾩本社

⽻島市江吉良町江中 7-1

求める学⽣の学部等︓不問
全国の小学校へ、テスト・ドリルなどの図書教材及び裁縫セット・家庭科
布教材・画材セット等、授業で使用する教具類の企画・製作・販売を展開
しています。
その他、バムとケロシリーズを代表とした市販の児童図書の出版、教師の
事務業務をサポートするコンピュータソフトなど教育関連事業を幅広く
展開しています。
これらに興味のある方はご参加下さい。

午後

インターンシップ合同説明会
令和３年５月２２日（土） 13:30～
企業担当者から、企業の魅力やインターンシップの内容につい
て直接説明を聞くことができる催しです。

会場：岐阜市文化センター 1F 催し広場

ぜひインターンシップに向けた企業研究に役立ててください。
＊「インターンシップ 受入事業所 訪問カード」（４枚）は、訪問したブース
で提出したい場合に使ってください。
枚数が足りない場合は、手書きのシートもご用意しています。
＊本日、実習先を決定する必要はありません！ 後日応募するときのため
に、申込方法などを確認しておくのがおすすめです。

①ヒロタ㈱

【岐⾩市】

事業内容︓婦⼈服、⼦供服、リラクシングウエア、メンズウエアの
企画・⽣産・販売・⼩売
受⼊時期︓8 ⽉上旬〜9 ⽉上旬

応相談

受⼊場所︓岐⾩市⽟姓町（本社）
求める学⽣の学部等︓不問
ファッション・アパレルに興味のある学生の方は是非ご参加下さい。業界
についての話を中心に説明を致します。

企業研究には web サイトも
活用してください！
岐阜県 インターンシップ

検索

https://gifuken-internship.org/

②㈱ソフィア総合研究所

【⼤垣市】

事業内容︓・情報システムの設計、構築、運⽤、保守
・Web サイトの制作
・システムコンサルテーション
受⼊時期︓1 ⽇コース 8 ⽉ 6 ⽇ 3 ⽇間コース 9 ⽉ 15 ⽇〜17 ⽇
5 ⽇間コース 8 ⽉下旬
受⼊場所︓⼤垣市 ソフトピアジャパンセンター
求める学⽣の学部等︓不問
少数精鋭な社員と共に、IT システム開発にチャレンジ！
当社のインターンシップで得られるものは３つあります。
①モノづくりの仕事のやりがい
②システム開発、プログラミングの楽しさ
③自分の強みとその活かし方
昨年度は学年、学部バラエティ豊かな学生 34 名が参加しました。
好奇心旺盛な方、新しいことにチャレンジしてみたい方、ぜひブースへお
越しください！！

③東海理研㈱

【関市】

事業内容︓板⾦加⼯製品の設計、開発、製造並びにセキュリティ機器
の開発・製造
受⼊時期︓応相談
受⼊場所︓関市武芸川町⾕⼝ 599（本社）
求める学⽣の学部等︓不問
2020 年に開催した 5 日間のインターンシップは、学生さん 4 名、2 チー
ムに分かれて「学生にアピールするための“東海理研 会社紹介動画”を創
る」というテーマで、社員指導の下、初めての動画製作にチャレンジして
もらいました。
1 日目は、社長から経営方針の説明と各部署のエキスパートから業務プレ
ゼンを受け、2 日目からは GoogleMeet を活用して、リモートによる指導
を受けての動画制作。最終日には、成果発表。さあ！今年は何がしたいで
すか？

⑤岐⾩労働局

【岐⾩市】

事業内容︓国家事務

【⼭県市】

事業内容︓⽔栓⾦具およびエクステリアなど⽔まわり商品の企画設計
から製造販売、住宅機器メーカーの OEM 製品の製造。

受⼊時期︓8 ⽉〜9 ⽉上旬
受⼊場所︓岐⾩市⾦⻯町 5-13

⑥ミズタニバルブ⼯業㈱

岐⾩合同庁舎 3 階

求める学⽣の学部等︓不問
「労働基準」、
「職業安定」、
「雇用均等」の３行政を中心とする地方労働行
政を総合的かつ一元的に推進するための国（厚生労働省）の機関です。
仕事を探している人や働く人、事業所の皆さんと接し、働く環境の整備、
職業の確保、男女の雇用機会均等のために様々な業務を行っています。こ
のような「労働分野」で働くことに関心のある学生さんは是非ご参加くだ
さい。

受⼊時期︓8 ⽉下旬〜9 ⽉中旬
理系︓8 ⽉ 23 ⽇〜8 ⽉ 27 ⽇、9 ⽉ 6 ⽇〜9 ⽉ 10 ⽇（5 ⽇間）
⽂系︓8 ⽉ 30 ⽇〜9 ⽉ 3 ⽇、9 ⽉ 13 ⽇〜9 ⽉ 17 ⽇（3〜5 ⽇間）
受⼊場所︓⼭県市富永 194
求める学⽣の学部等︓不問
当社は人の成長が企業の発展につながると考え、人材育成に力を入れてい
ます。入社後は半年間、社内での OJT 研修と社外での OJT 研修を通して
基本的なビジネスマナーや製造業に携わる一員として必要な基礎知識を
学んで頂きます。ご縁あってインターンシップに参加して頂いた学生の皆
さんの成長につながる内容で行いたいと考えています。

⑦トヨタカローラ岐⾩㈱

【岐⾩市】

事業内容︓⾃動⾞の販売及び整備

【揖斐郡⼤野町】

事業内容︓当社は総合建設業を主とし、その他に環境製品・⼯法の開
発製造販売、指定管理者制度に基づく公共施設の総合運営
管理を⾏っております。

受⼊時期︓応相談
受⼊場所︓岐⾩市六条⼤溝 4 丁⽬ 1 番 3 号

受⼊時期︓応相談

求める学⽣の学部等︓不問
自動車という商品は、地域の生活を豊かにする、なくてはならない物です。
そんな生活必需品である自動車を通じて、どんな事業を展開しているか。
どのような想いで、どんな仕事をしているのか。一度話を聞いてみてくだ
さい。

⑨岐⾩産研⼯業㈱

⑧㈱⼭⾠組

【揖斐郡⼤野町】

受⼊場所︓応相談
求める学⽣の学部等︓不問
ぎふ建設人材育成リーディング企業の最上位ランク「ゴールドランク」の
認定を第 1 回より受けている当社。常に社員の目線に立ち、腰を据えて働
ける環境を整えています。
インターンシップでは最新機器を使った測量体験、CAD 製図体験、コン
クリート打設や建設機械、ドローン等の操縦体験を考えております。是非
現場の仕事を体験し当社の魅力を直接感じてください。

⑩アルプス薬品⼯業㈱

【⾶騨市】

事業内容︓キャスター製造販売、プラスチック成形、
ギフト品企画販売

事業内容︓医薬品原薬（有効成分）等の製法開発、製造・販売

受⼊時期︓8 ⽉中旬〜10 ⽉末

受⼊場所︓⾶騨市古川町

受⼊時期︓8 ⽉〜9 ⽉（応相談）

受⼊場所︓揖斐郡⼤野町、⼤垣市昼飯町

求める学⽣の学部等︓薬学・化学・農学系の学部学科

求める学⽣の学部等︓不問

弊社は、医薬品を構成する有効成分（原薬）のメーカーです。インターン
インターンシップを通じて働く事や、社会人に成る事を一緒に考えてみま シップでは、原薬の製法開発を担当する研究開発部や、原材料及び製品の
品質の分析・管理を行う品質管理部での業務体験を予定しています。興味
せんか。
せっかく働くのなら自分らしく、得意な事を活かして仕事する。または、 のある方は是非ご検討ください。
良い条件で楽しくお休みも沢山欲しい。なんて思うのですが、どんな仲間
と仕事するかもとても大切。人に個性、会社に社風です。それはネットで
なくリアルです。
取り敢えず体験してみましょう。いろいろ企画できます。

⑪㈱濃⾶葬祭

【美濃加茂市】

⑫岐⾩県

事業内容︓葬祭の企画・運営・プロデュース全般／アフターケアサー
ビス／法要受注・施⼯、
「法要庵・⻯胆庵」の運営︓法要
料理・精進料理・ケータリングサービス

事業内容︓地⽅⾏政

受⼊時期︓応相談

求める学⽣の学部等︓不問

受⼊場所︓美濃加茂市本郷町
求める学⽣の学部等︓不問
こんな不安はありませんか？「インターン先にはどんな人がいるんだろ
う・・・」先輩から人間関係で困った、なんて話を聞いたことはありませ
んか？私たちのうひ葬祭は、あなたの不安を安心に変えたいと思っていま
す。まずはブースで素直な気持ちを私たちに教えて下さい。どの社員もあ
まりに真剣に耳を傾けるから、あなたは驚くかもしれません。でもそれが
私たちの日常で、のうひ葬祭なのだとぜひ体感して下さい！

⑬鍋屋バイテック㈱

【関市】

【岐⾩市】

受⼊時期︓8 ⽉上旬〜8 ⽉下旬
受⼊場所︓岐⾩県庁及び現地機関
5 日間にわたって岐阜県庁の各部署に配属のうえ、実際の仕事を体験しま
す。まちづくり、防災、環境、福祉、農業、林業、土木、建築など、あな
たの興味のある分野で県の仕事にチャレンジしてみませんか。

⑭㈱アスピカ

【岐⾩市】

事業内容︓⼀般機械器具製造業

事業内容︓総合結婚式場、レストラン、葬儀ホール経営

受⼊時期︓応相談

受⼊時期︓応相談

受⼊場所︓岐⾩県関市

受⼊場所︓岐⾩市六条、応相談

求める学⽣の学部等︓不問

求める学⽣の学部等︓

私たち鍋屋バイテック会社は 1560 年の創業以来培った技術で、伝動・制
御に使われる機械要素部品を主に様々な製品を生み出しています。本社
「関工園」には美術館や社員のためのフィットネスジムがあり、「モノづ
くりに誇りの持てる会社、ゆとりのある工場にしたい」という思いから快
適な職場環境を実現し、今では高い定着率を誇る企業になりました。

アスピカのインターンシップは、非日常である「結婚式」「お葬式」の裏
側を学ぶ事ができます。先輩と一緒に実際にお客様と接しますので、他で
はできない貴重な経験ができます。就職活動のスタートダッシュ。業界研
究。仕事の内容を知る。職場の雰囲気を知る。もちろん大切ですけれど、
先輩社員の仕事に対する「誇り」や「やりがい」を学んで頂きたいです。
日程はご希望に合わせて調整いたします。ご応募お待ちしております！

⑮内藤建設㈱

【岐⾩市】

事業内容︓住宅・建築・⼟⽊⼯事の設計、施⼯、管理

宅地建物取引

受⼊時期︓6 ⽉中旬〜9 ⽉上旬、応相談

⑯㈱久⽶商店（スーパーバリュー）【関市】
事業内容︓新品で⾼品質の家具を理由（わけ）があるため激安で販売
するお店です
受⼊時期︓8 ⽉下旬〜9 ⽉位の間、⽇程は応相談

受⼊場所︓名古屋駅周辺の貸会議室

受⼊場所︓関市、他愛知の店舗でも受⼊可能

求める学⽣の学部等︓不問
就職活動をこれからスタートするあなたに、最高のインターンシップを用
意しました！
学部学科不問。
まずは「内藤建設」のブースへ！

求める学⽣の学部等︓不問

⑰社会福祉法⼈ 下呂福祉会
特別養護⽼⼈ホーム
かなやまサニーランド

⑱⼤脇建設㈱

【下呂市】

【加茂郡⽩川町】

事業内容︓総合建設業
受⼊時期︓8 ⽉上旬〜9 ⽉上旬、応相談
受⼊場所︓加茂郡⽩川町河岐 1897-1

事業内容︓介護⽼⼈福祉施設、介護保険事業

求める学⽣の学部等︓不問

受⼊時期︓応相談
受⼊場所︓下呂市⾦⼭町⾦⼭ 973-7
求める学⽣の学部等︓不問
かなやまサニーランドは、地域に開かれ、地域に支えられ、地域の高齢者
様とその御家族を支える福祉施設を目指しています。そのために、ケアを
志す生徒・学生さんへの学習・実習施設としての支援及び地域の皆様のボ
ランティア活動等の受け入れを積極的に行っています。
ケアワーカー有資格者及び取得中の学生さんには、希望により数週間から
数ヶ月の長期インターンシップも検討します。

⑲㈱トーカイ

家具一筋 104 年。
家具を通じてライフスタイルの向上に奉仕しよう！を経営理念に掲げ、家
具の製造から小売り、そしてアウトレット業態へとビジネスモデルを様々
変化してきた弊社。現在はアウトレット家具店「スーパーバリュー」を岐
阜・愛知に３店舗展開中。アウトレット業態へ転換してからは 14 期連続
で売上げは右肩上がり。さらに出店計画を進めます。
成長企業の中身をインターンシップで体験してみませんか？

【岐⾩市】

地域に根付いた総合建設業として今年 109 年目を迎えます。土木や建築
の基礎を学んだり、測量や CAD、建設機械、動画視聴、ドローンの体験や
現場見学、現場実習を通じて建設業界のことを知って頂きたいと考えてい
ます。受入時期に関しても随時対応しますので、お気軽にご連絡下さい。

⑳㈱野⽥建設

【関市】

事業内容︓シルバー事業、病院関連事業、リースキン事業、
寝具・リネンサプライ事業、アクアクララ事業 他

事業内容︓総合建設業、⼀般建築設計事務所、宅地建物取引業

受⼊時期︓7 ⽉下旬〜9 ⽉上旬

受⼊場所︓関市緑ヶ丘 2-5-78

受⼊場所︓岐⾩市若宮町 9-16（本社開催の場合）オンラインインタ
ーンシップも開催。その他、東京・⼤阪・⾹川・愛媛で実
施予定。
求める学⽣の学部等︓不問
弊社の事業内容を簡潔に伝えるならば、
「支えあうを支えるシゴト」
「世の
中の縁の下の力持ち」です。事業分野である【医療・福祉・環境】は、お
客様に心から喜んでいただける、やりがいに満ちた分野です。
国内ビジネスにおいては、まさに成長産業であり、弊社はこの市場に「攻
め」の経営をし続けています。

㉑㈱エヌテック

【養⽼郡養⽼町】

受⼊時期︓応相談
求める学⽣の学部等︓
地元関市に根差して 62 年。
建築・土木・住宅・リフォーム・太陽光発電等々、地域の暮らしに関わる
事業を通して、よりよい生活環境の実現に取り組んでまいりました。
もし、ご興味ありましたら、インターンシップも随時受け付けております
ので、お気軽にお問合せください。

㉒関信⽤⾦庫

【関市】

事業内容︓１．機械及びシステムの開発設計・制御技術 ２．サーボ 事業内容︓⾦融業務全般（預⾦業務・融資業務・為替業務・窓販業務）
コントロール及びロボット技術 ３．画像処理技術 ４． 受⼊時期︓令和 3 年 9 ⽉ 6 ⽇（⽉）
⽣産現場に密着したハンドリング技術
受⼊場所︓関信⽤⾦庫本店（関市東貸上 12 番地の 1）
受⼊時期︓応相談
求める学⽣の学部等︓不問
受⼊場所︓養⽼町

求める学⽣の学部等︓不問
当社は、飲料・容器・食品・医薬業界のリーディングカンパニーを重点顧
客とし、
１）装置及びシステムの設計技術 ２）サーボ及びロボットの制御技術
３）高速・高精度な画像処理技術 ４）AI 及び IoT 技術
５）生産現場に密着したハンドリング技術
を駆使しながら、ますます高度化する顧客の生産性向上ニーズ（高速化・
無人化・高品質化）を満たすハンドリング装置及び検査システムを開発し、
提供し続ける会社です。

「信用金庫ってなんとなくイメージはあるけど、どんな仕事をしているの
かよく分からない」という方が多いのではないでしょうか？
当金庫の 1day 仕事体験セミナーでは、信用金庫について知り、業務の一
部を体験し、職員の働く姿を見ていただくことで、漠然としていたイメー
ジが少しでも具体的になればと考えています。
「人と話すことが好き」「地元のために働きたい」と思っている方はぜひ
お気軽にご参加ください！

㉓双葉ボビン㈱

【⼭県市】

㉔㈱ファミリーストアさとう

事業内容︓⼯業⽤プラスチック製品の製造・販売

事業内容︓スーパーマーケット

受⼊時期︓7 ⽉〜9 ⽉、応相談

受⼊時期︓応相談

受⼊場所︓⼭県市伊佐美 73 番

受⼊場所︓⾼⼭市 7 店舗のいずれか

求める学⽣の学部等︓不問

求める学⽣の学部等︓不問

【⾼⼭市】

当社は 60 人の小さな会社ですが、世界で唯一の製品やトップシェアの製 【ありがとうと言われる仕事です】
品を有するオンリーワン企業であり、ライフワークバランスを重視する会 新たな価値を生み出す仕事
社でもあります。この機会に是非、当社を知って頂きたいと考えています。 当社の特色は地域密着型で地元食材が豊富なこと。そんな自慢の食材を全
国に広げるためにネット販売にも力を入れています。さらに店舗には自社
開発商品も多数並んでいます。こういった個性ある取り組みを行う当社で
は、新しいことに挑戦できるチャレンジ精神豊富な方を募集しています。
地域に根付いたスーパーで、あなたの力を発揮してみませんか？

㉕社会福祉法⼈ さくらゆき【⽻島郡岐南町】 ㉖富⼠変速機㈱

【岐⾩市】

事業内容︓⾼齢者事業（特別養護⽼⼈ホーム・短期⼊所）
、障害者事
業（⽣活介護・相談⽀援・グループホーム、短期⼊所、居
宅介護、移動⽀援）
、児童福祉（学童保育）
受⼊時期︓応相談

事業内容︓変・減速機、機械式駐⾞場装置、可動間仕切の製造、販売、
施⼯など

受⼊場所︓⽻島郡岐南町

求める学⽣の学部等︓不問

求める学⽣の学部等︓福祉

受⼊時期︓8 ⽉〜9 ⽉頃予定（1day）
受⼊場所︓岐⾩市中洲町（本社）⼜は、WEB 開催

富士変速機は、創業 73 年を迎えた減速機を主力製品とする機械メーカー
「やってみたい」をやってみる。
です。減速機は、産業から私たちの暮らしの分野まで、幅広く使用されて
一度、体験していただければ「やってみたい」と思ってもらえる職場です。 います。
たくさんの学生のみなさんとお会いできる事をたのしみにお待ちしてい また、業界トップクラスの入出庫スピードを誇る機械式駐車場も手掛けて
ます。
います。当社ではモノづくりの醍醐味を体感できるプログラムを開催しま
す。ぜひご参加ください！

㉗社会福祉法⼈ ⼤東福祉会

【⼤垣市】

事業内容︓社会福祉事業

㉘岐⾩⽇産⾃動⾞㈱

【岐⾩市】

事業内容︓⽇産全⾞種の新⾞販売、全メーカーの中古⾞販売、お客さ
まのアフターフォロー、⾃動⾞整備・⾞検・点検・修理、
鈑⾦塗装、損害保険代理業務等

受⼊時期︓応相談
受⼊場所︓⼤垣市

受⼊時期︓8 ⽉中旬〜9 ⽉上旬

求める学⽣の学部等︓福祉関係
社会貢献を肌で感じることができるやりがいのある仕事です。

受⼊場所︓岐⾩⽇産⾃動⾞株式会社 本社 〒500-8137 岐⾩市東興
町 1 番地 ※新型コロナウイルスの感染拡⼤状況により、
オンライン実施の可能性あり
求める学⽣の学部等︓不問
日産販売会社では、働く営業職を CA（カーライフアドバイザー）と呼び
ます。CA は、なぜ必要なのか考え、体験できるインターンシップを実施
いたします。
特に、CA として重要とされるニーズの把握や CS（顧客満足度）について
考えるインターンシップとなっていますので、ぜひご参加ください。

㉙㈱東伸

【⼤垣市】

事業内容︓産業⽤⾃動化機器およびシステム開発、設計、製造、販売
受⼊時期︓2021 年 8 ⽉ 16 ⽇〜9 ⽉ 17 ⽇の間で実働 10 ⽇間
受⼊場所︓本社（⼤垣市野⼝ 3-1）

㉚⻄濃運輸㈱

【⼤垣市】

事業内容︓⼀般貨物⾃動⾞運送事業、航空運送代理店業、倉庫業、
引越業、ロジスティクス業、保険業、EC 業など
受⼊時期︓2021 年 8 ⽉〜10 ⽉下旬（随時更新あり）

求める学⽣の学部等︓機械設計、電気設計に関わる学部学科

受⼊場所︓オンライン開催

機械設計、又は電気設計の実務の一部をインターンシップで体験して貰い
ます。3DCAD やシーケンス制御、実際に設計、製造している機械の操作
をして貰います。
是非、話を聞きに来て下さい。

オンラインでも物流企業の実態を、十分お伝えできると思います！
一緒に新規事業について考えてみませんか？

求める学⽣の学部等︓不問

