
五十音順 実施日程 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 オークマ株式会社

A日程：8月18日（木）～8月31日
（水）
B日程：9月2日（金）～9月15日
（木）

本社工場
(愛知県丹羽郡大口町下小口
五丁目25番地の1)

・工作機械の高性能化技術の開発体験
・位置決め精度に及ぼす影響要因調査
・サーボモータの試作評価
・工作機械の主軸組立　他
※電気・情報系・経営工学系の実習テーマもご用意していま
す。

大学生・大学院生・高専生
(機械系・金属材料系・電気電子系・情報
系・経営工学系)

15名程度

・交通費：支給します。
・食費：支給します。
・宿泊施設：当社にて手配します(遠方の方のみ）。
※詳細は、リクナビ2018内、当社ページをご確認ください。

・会社名：オークマ株式会社
・部署名：人事部人材開発センター
・担当者名：野井,猪又
・電話番号：0587-95-7819
・FAX番号：0587-95-4807
・E-mailアドレス：saiyou@okuma.co.jp
・ホームページ：http://www.okuma.co.jp/

株式会社カシフジ
2016年
8月18日（木）～8月26日（金）

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
・機械加工学習
・組立作業、摺合せ実習

大学３年生
（学部：機械工学科、電気・電子工学科　）

２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/

株式会社唐津鐵工所
2016年
7月～8月中の4日間

唐津工場
（佐賀県唐津市二
　夕子３丁目１２－４１）

工作機械の設計と組立の実際 ４名

・会 社 名：　株式会社唐津鐵工所
・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：　kpm@po.karats.co.jp
・ホームページ：　http://www.karats.co.jp

さ行 株式会社シギヤ精機製作所
夏季休業期間
8月中旬～9月中旬

㈱シギヤ精機製作所　本社
（広島県福山市箕島町5378番
地）

機械設計・電気制御設計・機械組立・機械加工・電気組立の
いずれかの作業

運転免許 週2名程度

・会 社 名：㈱シギヤ精機製作所
・部 署 名：総務課
・担当者名：井上　貴弘
・電話番号：084-954-2961
・FAX番号：084-954-1933
・E-mailアドレス：recruit-shigiya@shigiya.co.jp
・ホームページ：http://ｗｗｗ.shigiya.co.jp

高松機械工業株式会社
2016年
8月1日(月)～8月10日(水)
予定　9：00～17：00

高松機械工業㈱　本社
（石川県白山市旭丘１－８）

① 工作機械（ＣＮＣ旋盤）を動かすための
　　ＮＣプログラムの講義
② ＮＣプログラム作成、実機を使っての切削加工
③ ＣＮＣ旋盤を使っての評価試験

機械系の学科・専攻の学生
（学部３年もしくは院１年）

１名

●期間中の昼食は社員食堂を無料でご利用いただけます。
●当社規程の通勤手当に準じた交通費を支給します。
（公共交通機関での通所は難しいため、自家用車での通所を
お勧めします）
●宿泊施設や宿泊費の補助はございません。
●受け入れにあたり、お申し込み後に当社所定のインターン
シップエントリーシートをご提出いただきます。応募者多数の
場合はエントリーシートによる書類選考にて受入者を決定いた
します。

・会 社 名：高松機械工業株式会社
・部 署 名：総務人事部　人事課
・担当者名：木谷　公洋（きだに　ともひろ）
・電話番号：076-274-1414
・FAX番号：076-274-1418
・E-mailアドレス：recruit@takamaz.co.jp
・ホームページ：http://www.takamaz.co.jp/

DMG森精機株式会社
2016年
8月22日（月）～9月2日（金）

DMG森精機㈱
伊賀事業所（三重県伊賀市御
代201）

・工作機械の操作実習
・開発部隊での設計エンシュウ
・管理系部署での就業体験

院卒・大卒・高専卒の理系・文科系 20名
・交通費、宿泊施設、その他期間中にかかるものは全て提供
・応募は書類選考及び、面接などを実施

・会 社 名：DMG森精機株式会社
・部 署 名：人事部　新卒採用室
・担当者名：東　　清春
・電話番号：052-587-1837
・FAX番号：052-587-1822
・E-mailアドレス：hi-higashi@dmgmori.co.jp
・ホームページ：www.dmgmori.com

な行 中村留精密工業株式会社
2016年
8月下旬～9月下旬の10日間

中村留精密工業㈱　本社
（石川県白山市熱野町ロ１５番
地）

（技術本部実習）
　職場体験型・課題達成型・問題解決型の中から選んで頂
き、設計業務・CAD実習実験フォロー・ソフト開発業務を体験
できます。また期間中には、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

応募方法等の詳細は、リクナビ2017もしくは、当社ページをご
確認ください。
・交通費：遠方の場合に支給（当社規定による）
・日当支給：有（2000円/日）
・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：吉野　裕梨
・-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/

は行 ホーコス株式会社
2016年
８月下旬～２週間

本社
（広島県福山市）

・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

株式会社牧野フライス製作所
2016年
7月～8月（詳細未定）

厚木事業所
（神奈川県愛甲郡愛川町中津
4023）

生産部門において、加工－組立－検査といった工作機械製
造の一連の流れを理解していただけるような内容を予定し
ております。

工業高等専門学校生、大学生、大学院生
で、機械工学等を専攻している方

若干名 宿泊先（社員寮）、食事提供あり。ユニフォーム貸与。

・会 社 名：株式会社牧野フライス製作所
・部 署 名：総務部総務課
・担当者名：大久保 茜
・電話番号：046-284-1710
・FAX番号：046-286-0285
・E-mailアドレス：recruit@makino.co.jp
・ホームページ：http://www.makino.co.jp/jp/

株式会社松浦機械製作所
2016年
8月22日（月）～27日（金）

福井本社
（福井県福井市漆原町１－１）

機械設計：設計業務補助作業、実験フォローなど
制御設計：設計業務補助作業、デバックフォローなど
営業技術：機械操作補助作業、CADCAM操作研修など
生産技術：加工・機械組立てなど補助作業

・参加条件
　機械系、電気・電子系、情報系、情報工
学系の方。
※専門知識を要するため。

10名

・宿泊・交通費　福井県外からの場合、宿泊費及び交通費を
支給いたします。
・服装
　制服、安全靴、帽子など弊社で準備致します。
・申込み多数の場合には抽選させて頂きます。

・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：076-56-8100
・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

三菱重工工作機械株式会社
2016年
8月24日～31日（変更の可能性有）

本社
（滋賀県栗東市六地蔵１３０）

・工作機械の新規開発/市場動向等に関するリサーチ
・歯車加工を中心とした加工技術に関する実習

・機械系/電気・電子・情報系 若干名

・会 社 名：三菱重工工作機械株式会社
・部 署 名：企画管理部総務人事グループ
・担当者名：野田　佳成
・電話番号：０７７－５５４－２０９０
・FAX番号：０７７-５５４-３２６３
・E-mailアドレス：mhi-mtd-
recruit@machinetool.mhi.co.jp

や行 ヤマザキマザック株式会社
2016年
8月下旬～9月上旬（10日間）

ヤマザキマザック㈱　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

最大16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
ただし、宿泊施設利用者は、自宅から宿泊先までの1往復分
旅費支給のみ
【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

一般社団法人日本工作機械工業会会員「平成28年度夏季インターンシップ実施情報一覧表」
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