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五十音順 会社名 実施日程 実施場所 インターンシップ内容 資格・対象 募集人数 その他条件 連絡先

あ行 ＯＫＫ株式会社

2017年8月21日（月）
　　　　　～9月1日（木）(予定)

OKK猪名川製造所技術本部
（伊丹市北伊丹8-10）

・【機械系】
　CAD教育、図面作成実習、3D-CADﾓﾃﾞﾙ作成実習、
　報告書作成
・【電気･電子系】
　プログラム言語教育、通信プログラム開発、動作確認

機械系、電気・電子系学部の大学生・大学院生 機械系・電気系
各2名程度
（予定）

・昼食支給、遠方の為通勤が困難な方へは宿泊地
　提供（社員寮）
・来社旅費、通勤費用については自己負担

・会 社 名：ＯＫＫ株式会社
・部 署 名：総務人事部 人事課
・担当者名：桶本 泰寛
・電話番号：072-771-0802
・FAX番号：072-781-2817
・E-mailアドレス：jinji@okk.co.jp
・ホームページ：https://www.okk.co.jp

株式会社カシフジ

2017年8月21日（月）
　　　　　～8月29日（火）

本社工場
（京都市南区上鳥羽鴨田２８）

・歯車ホブ切り基礎技術研修
・歯切り実習
・歯車精度測定
・機械製図、ＣＡＤ実習
・機械加工実習
・組立作業、摺合せ（キサゲ）実習
・製品検査実習

・大学３年生
　（学部：機械工学科、電気・電子工学科）
・高等高専学校４年生
　（学部：機械工学科、電気・電子工学科　）
・高等高専学校　専攻科
　（学部：機械工学科、電気・電子工学科　）

若干名 ・交通費当社負担
・遠地来訪者についての宿泊費当社負担
・食費当社負担

・会 社 名：株式会社カシフジ
・部 署 名：業務部
・担当者名：森下　久夫
・電話番号：０７５－６９１－９１７１
・FAX番号：０７５－６６１－５２７０
・E-mailアドレス：morishita@kashifuji.co.jp
・ホームページ：www.kashifuji.co.jp/

株式会社唐津プレシジョン

2017年7月下旬
　　　　～8月上旬

唐津工場
（佐賀県唐津市二夕子
　３丁目１２－４１）

工作機械製造に関する各種工程
・設計（２日間）
・機械加工（２日間）
・機械組立（２日間）

平成３０年３月卒業予定者
（高等専門学校、大学、大学院）

必要な資格はなし

２名 ・交通費支給
・寮あり
・食費支給
・作業着等貸与

・会 社 名：株式会社唐津プレシジョン
・部 署 名：総務部総務課
・担当者名：吉田由美子
・電話番号：0955-72-1111
・FAX番号：0955-72-1110
・E-mailアドレス：kp@po.karats.co.jp
・ホームページ：http://www.karats.co.jp

キタムラ機械株式会社

2017年8月または9月 キタムラ機械㈱会社　本社
（富山県高岡市戸出町1870）

・マシニングセンタの操作・組立の研修 特になし 若干名 ・作業服貸与
・昼食支給

・会 社 名：キタムラ機械株式会社
・部 署 名：業務部総務課
・担当者名：匠　景子
・電話番号：0766-63-1100
・FAX番号：0766-63-1128
・E-mailアドレス：jinji@kitamura-machinery.co.jp
・ホームページ：http://kitamura-machinery.co.jp

１．10日間コース
　2017年8月中旬
　　　　～9月中旬の期間中、2週間

１．10日間コース
　シチズンマシナリー株式会社
　所沢事業所
　（〒359-0001
　　埼玉県所沢市下富840）

１．10日間コース
①機械コース
　本コースは、開発業務の一部のプロセスを体験していただき、
　開発（機械設計）業務を理解して頂く事が出来ます。
②制御（シーケンス制御）コース
　本コースは、実機に近い教育ツールを用いてシーケンス制御
　（ラダー言語）を実体験し、機械制御を理解して頂く事が出来
　ます。

１．10日間コース
①一般数学・物理の教養課程の知識がある方
②工作機械・生産設備に興味がある方
③機械、電気、電子、制御、システム工学関係の学科

各コース若干名 １．10日間コース
①交通手段
　西武新宿線「新所沢」駅から本川越行きの西武バスで
　約10分、　「シチズン前」下車。
　②応募方法
　リクナビ、マイナビ、キャリタスサイトよりエントリーを
　お願いします。

・会 社 名：シチズンマシナリー株式会社
・部 署 名：総務部人事課
・担当者名：石井里枝
・電話番号：0267-32-5915
・FAX番号：0267-32-5903
・E-mailアドレス：:ishiiri@cmj.citizen.co.jp
・ホームページ：http://cmj.citizen.co.jp/

２．1dayコース
　2017年7月
　　　　～9月の期間中、数日

２．1ｄａｙコース
　シチズンマシナリー株式会社
　本社
　（〒389-0206
　　長野県北佐久郡御代田町
　　御代田4107-6）

２．1dayコース
①女性の働き方を考えるインターンシップ
　※男女雇用均等法第８条（女性労働者に係る措置に関する
　　　特例）による取組。

２．1dayコース
①女子学生対象

20名/日 ２．1dayコース
　①交通手段
　しなの鉄道「御代田」駅から徒歩約10分。
　②応募方法
　リクナビ、マイナビ、キャリタスサイトよりエントリーを
　お願いします。

・会 社 名：シチズンマシナリー株式会社
・部 署 名：総務部人事課
・担当者名：石井里枝
・電話番号：0267-32-5915
・FAX番号：0267-32-5903
・E-mailアドレス：:ishiiri@cmj.citizen.co.jp
・ホームページ：http://cmj.citizen.co.jp/

株式会社ジェイテクト
（※冬季開催予定）

2018年1月～2月 ①銀座ジェイテクトビル
②新大阪（未定）

ステアリング組立実習 2日間 学部3年生、修士1年生
（2019年3月卒予定者）

約60名
（前年度実績）

・当社採用HPからリクナビ経由で応募
　（12月頃募集予定）
・交通費支給無し

・会 社 名： 株式会社ジェイテクト
・部 署 名： 人事部 採用グループ
・担当者名： 前川 哲也
・電話番号： 052-527-1908
・FAX番号：
・E-mailアドレス： recruit@jtekt.co.jp
・ホームページ： www.jtekt.co.jp

DMG森精機株式会社

2017年8月21日（月）
　　　　～9月1日（金）（予定）
詳細は当社HPをご覧下さい。

DMG森精機　伊賀事業所
（三重県伊賀市御代201）

当社研修施設での機械操作実習、開発部門など
当社各部署での業務体験

２０１９年３月卒業の高専、大学、大学院生 １５名 ・交通費、宿泊施設、食事等提供
詳細は別途当社HPよりご案内致します

・会 社 名：DMG森精機株式会社
・部 署 名：人事部採用グループ
・担当者名：平原
・電話番号：052-587-1837
・FAX番号：052-587-1822
・E-mailアドレス：saiyou@dmgmori.co.jp
・ホームページ：https://www.dmgmori.co.jp/corporate/

東芝機械株式会社

2017年8月中旬
　　　　～2週間（相談）

沼津本社工場または御殿場工場

沼津本社工場
（静岡県沼津市大岡2068-3）

御殿場工場
（静岡県御殿場市駒門1-120）

応募者の専攻学科に合わせた実習をカスタマイズ 理工系大学・高専の学部学科問わず 若干名 受入に関する取扱いは当社取り決めによります。 ・会 社 名：東芝機械株式会社
・部 署 名：人事部　採用・育成担当
・担当者名：諸角　康高
・電話番号：055-926-5150
・FAX番号：055-925-6501
・E-mailアドレス：morozumi.yasutaka@toshiba-machine.co.jp
・ホームページ：http://www.toshiba-machine.co.jp

な行 中村留精密工業株式会社

2017年8月下旬
        ～9月下旬の10日間

中村留精密工業株式会社　本社
（石川県白山市熱野町ロ１５番地）

工作機械の設計業務・CAD実習、実験フォロー・ソフト
開発業務などを体験できます。なお、期間中には
先輩社員との懇親会もあります。

機械系・電気電子・情報系学科の大学３年生
もしくは大学院１年生

5名程度 ・交通費：遠方の場合に支給（当社規定による）
・昼食提供：有（当社食堂にて）
・宿泊施設の提供：遠方の場合は有（当社規定による）

・会 社 名：中村留精密工業株式会社
・部 署 名：総務部　教育課
・担当者名：吉本　真子
・電話番号：076-273-8005
・FAX番号：076-273-4801
・E-mailアドレス：nt-jinji@nakamura-tome.co.jp
・ホームページ：http://www.nakamura-tome.co.jp/

さ行

一般社団法人日本工作機械工業会会員「2017年度夏季インターンシップ実施情報」調査票

か行

シチズンマシナリー株式会社

た行
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一般社団法人日本工作機械工業会会員「2017年度夏季インターンシップ実施情報」調査票

株式会社不二越

2017年8月21日（月）
         ～9月1日（金）
または、
2017年9月4日（月）
　　　　～9月15日（金）

富山本社
富山県富山市不二越本町1-1-1

当社事業部門（1事業部）製品についての
構造理解、製品開発補助、設計補助

事業部門：工具、工作機械、ベアリング、油圧、ロボット、
　　　　　　　マテリアル

対象：高専生以上 若干名 実習時間　8時00分～16時35分　（土・日は休日）
・交通費支給あり
・昼食代支給あり
・宿泊施設あり　（社員寮利用可）
・作業服、安全靴貸与

・会 社 名：　株式会社不二越
・部 署 名：　人事部
・担当者名：　吉田直美
・電話番号：　076-423-5579
・FAX番号：　076-493-5219
・E-mailアドレス：　naomi.yoshida.jm@nachi.com
・ホームページ：  http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/

ホーコス株式会社

2017年8月下旬
　　　　　～２週間

ホーコス株式会社　本社
（広島県福山市草戸町2-24-20）

・部品図をトレースすることにより2D-CADの操作を学習
　し、組立図から部品図を作成することで設計図面の
　作成方法を学習する。
・また、必ず必要となる3D-CADの操作を学習する。
・シーケンスキットを使用して機械の制御を理解する。
・実際のテストカット見学をしてMQL技術の紹介

大学３年生で機械系学科を履修の方 ３名 ・会 社 名：ホーコス株式会社
・部 署 名：総務部
・担当者名：河合賢二
・電話番号：084-922-2601
・FAX番号：084-922-2607
・E-mailアドレス：kawaik@horkos.co.jp
・ホームページ：http://www.horkos.co.jp

2017年8月22日（月）
　　　　　～8月26日（金）

福井本社
（福井県福井市漆原町1-1）

技術職５日間インターンシップ
・会社概要説明、工場見学
・マシニングセンタの基礎講座
・技術本部にて実習
　ＣＡＤによる機械設計、電気・ソフト設計、加工技術演
習、
　ハイブリッド金属３Ｄプリンタ基礎
・レポート作成
　「インターンシップを通じて得た職業意識と将来設計」

募集対象は、技術職に興味のある工学部
とする（機械、電気、ソフト、材料）。

10名 ・交通費支給。遠隔地からの参加学生に対して
　宿泊ホテルを提供。
・募集・申込みは就職サイトマイナビにて行う。

・会 社 名：　株式会社松浦機械製作所
・部 署 名：　管理本部
・担当者名：　上村　誠
・電話番号：　0776-56-8150
・FAX番号： 　0776-56-8150
・E-mailアドレス：　general@matsuura.co.jp
・ホームページ：   http://www.matsuura.co.jp

2017年8月29日（月）
　　　　～8月31日（水）

福井本社
（福井県福井市漆原町1-1）

営業職３日間インターンシップ
・会社概要説明、工場見学
・マシニングセンタの基礎講座
・石川県内のユーザー２社を訪問し、工場見学と
　インタビュー実施
・レポート作成
　「工作機械の営業職にとって重要な力とは何か」

募集対象は、営業職に興味のある学生とし
学部は不問とする。

１０名 ・交通費支給。遠隔地からの参加学生に対して
　宿泊ホテルを提供。
・募集・申込みは就職サイトマイナビにて行う。

・会 社 名：　株式会社松浦機械製作所
・部 署 名：　管理本部
・担当者名：　上村　誠
・電話番号：　0776-56-8150
・FAX番号： 　0776-56-8150
・E-mailアドレス：　general@matsuura.co.jp
・ホームページ：   http://www.matsuura.co.jp

三菱電機株式会社

2017年8月下旬
　　　　から9月上旬

本社（東京）及び全国の支社・製作
所にて実施

職場で実務を体験。
次週内容は事務系、技術系ともに受入部門のより異なる。

なし 200人程度 交通費、宿泊先、宿泊費用については会社負担 ・会 社 名：三菱電機株式会社
・部 署 名：人事部　採用グループ
・担当者名：大崎
・電話番号：03－3218－2386
・FAX番号：03－3218ー3686
・E-mailアドレス：hrd.saiyo@me.mitsubishielectric.co.jp
・ホームページ：
http://www.mitsubishielectric.co.jp/saiyo/intern/index.html

や行 ヤマザキマザック株式会社

2017年8月下旬
　　　　～9月上旬（10日間）

ヤマザキマザック株式会社　本社
（愛知県丹羽郡大口町竹田１-
131）

設計業務の一部（解析、評価など）や高能率加工、アプリ
ケーションエンジニア業務の一部（加工技術など）等に取
り組んでいただき、インターンシップ最終日には成果発表
を行っていただきます。
※ただし、インターンシップ内容は参加される方の学科、
専攻等も考慮して決定いたします。

・四年制大学の学部3年生または修士1年生、
　高専の専攻科1年生
　
・学科、専攻が機械系、材料系、電気・電子系、
　情報系の方

約20名 インターンシップ参加を希望される場合、
事前にエントリーシートをご提出いただきます。
いただいたエントリーシートにて書類選考、面接のうえ、
参加者を決定いたします。
【昼食】：社員食堂利用（無料）
【宿泊（遠方者のみ）】：弊社宿泊施設利用可（無料）
【交通費】：実動日数分の往復旅費支給
※宿泊施設利用者は、自宅から宿泊先までの
　1往復分旅費支給
【服装】：ユニフォーム貸与

・会 社 名：ヤマザキマザック株式会社
・部 署 名：人材開発課研修チーム
・担当者名：竹差　幸児（ﾀｹｻｼ ｺｳｼﾞ）
・電話番号：0587-95-6361
・FAX番号：0587-95-6422
・E-mailアドレス：Jinzai@mazak.co.jp
・ホームページ：http://www.mazak.com

株式会社松浦機械製作所

ま行

は行
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