
企業ガイドブック



合同企業セミナー当日の流れ

訪問カードについて

①入口で受付をします。
②訪問カードをご記入ください。※コピー機を準備しております。
③企業ガイドブックで企業を確認しましょう。
④いろんな企業をまわり、自分の思いを伝えてコミュニケーションをはかりましょう。

企業ブースは、インターンシップエリアと仕事研究エリアの２つに分けて配置しております。
できるだけ沢山の企業ブースを回り、ご自身の仕事研究・業界研究に役立ててください。
訪問カードについては、インターンシップエリアの企業説明を受ける際※にお渡しください。
※企業は、広報活動の開始期日（卒業・修了年度に入る直前の3月1日）より前に学生の個人情報を取得することはできませんが、
　インターンシップ実施のために学生の個人情報を活用することは可能となっております。

■興味のある企業だけではなく、いろんな企業をまわる事によって自分の視野が広がります。
　今後の就職活動に活かしましょう。
■新たな出会い、思いがけない出会いで就職できる事があります。
■企業担当者と話しができる貴重な機会です。有意義な機会にしましょう。

インターンシップエリア 仕事研究エリア
訪問カード

訪問カードを企業担当に提出 訪問カードは提出しない

■個人情報の取り扱いについて
取得した個人情報は、参加企業のインターンシップ実施のためにのみ利用し、厳重に管理
のうえ取り扱います。

日　　時／12月17日（土）　　開催時間／13：00～16：00
会　　場／山形ビッグウイング　第3・4集会展示場



企業リスト一覧

No.1
株式会社ジョイン
業種：サービス

No.2
株式会社トスネット南東北
山形営業所
業種：サービス

No.3
税理士法人あさひ会計
業種：サービス

No.4
株式会社中央測量設計事務所
業種：サービス,建設,その他

No.5
株式会社トヨタレンタリース山形
業種：その他

No.6
第一貨物株式会社
業種：その他

No.7
株式会社東北福祉サービス
業種：医療・介護・福祉

No.8
オビサン株式会社
業種：卸・小売

No.9
トヨタカローラ山形株式会社
業種：卸・小売

No.10
株式会社エイアンドシー
業種：卸・小売

No.11
株式会社カーサービス山形
業種：卸・小売

No.12
株式会社サン・ベンディング東北
業種：卸・小売

No.13
株式会社マルタケ
業種：卸・小売

No.14
株式会社千代田商事
業種：卸・小売

No.15
山形ダイハツ販売株式会社
業種：卸・小売

No.16
株式会社山形銀行
業種：金融

No.17
株式会社 市村工務店
業種：建設

No.18
株式会社 髙田地研
業種：建設

No.19
株式会社ウンノハウス
業種：建設

No.20
株式会社ヤマコン
業種：建設

No.21
株式会社近江建設
業種：建設

No.22
株式会社建装テクノ
業種：建設

No.23
山形建設株式会社
業種：建設

No.24
升川建設株式会社
業種：建設

No.25
東北電化工業株式会社
業種：建設

No.26
Ａ－Ｓｙｓｔｅｍｓ株式会社
業種：情報通信

No.27
TPR工業株式会社
業種：製造

No.28
アイジー工業株式会社
業種：製造

No.29
エムテックスマツムラ株式会社
業種：製造

No.30
テクノクオーツ株式会社
業種：製造

No.31
株式会社IBUKI
業種：製造

No.32
株式会社デンソーＦA山形
業種：製造

No.33
株式会社ハッピージャパン
業種：製造

No.34
株式会社管製作所
業種：製造

No.35
株式会社山形メイコー
業種：製造

No.36
株式会社長栄精密
業種：製造

No.37
斎藤マシン工業株式会社
業種：製造

No.38
三和缶詰株式会社
業種：製造

No.39
東北パイオニア株式会社
業種：製造

No.40
日東ベスト株式会社
業種：製造

No.41
米富繊維株式会社
業種：製造
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企業リスト一覧

No.53
株式会社セントラルリース
業種：その他

No.54
株式会社ユニテックス
業種：情報通信

No.55
ハイメカ株式会社
業種：製造

No.56
マクセルフロンティア株式会社
米沢事業所
業種：製造

No.57
加賀マイクロソリューション
株式会社
業種：製造

No.58
株式会社アーレスティ山形
業種：製造

No.59
株式会社 青葉堂印刷
業種：製造

No.60
株式会社かわでん
業種：製造

No.61
株式会社最上川環境技術研究所
業種：製造

No.62
株式会社小森マシナリー
業種：製造

No.63
山形精研株式会社 米沢工場
業種：製造

No.64
精英堂印刷株式会社
業種：製造

No.65
株式会社ヌマザワ
業種：サービス

No.66
株式会社ケミトックス
業種：その他

No.67
株式会社新庄砕石工業所
業種：建設

No.68
新山形ホームテック株式会社
業種：建設

No.69
山形航空電子株式会社
業種：製造

No.70
新庄自動車株式会社
業種：製造

-置賜地方 - -最上地方 -

No.42
株式会社
プレステージ・インターナショナル
業種：サービス

No.43
株式会社 フジワーク山形事業所
業種：その他

No.44
株式会社セノン
業種：その他

No.45
株式会社ミウラカーズ・ワン
業種：卸・小売

No.46
株式会社荘内銀行
業種：金融

No.47
株式会社ＳＩＧ
業種：情報通信

No.48
株式会社サンテック
業種：製造

No.49
オリエンタルモーター株式会社
鶴岡カンパニー
業種：製造

No.50
株式会社マルハチ
業種：製造

No.51
株式会社平田牧場
業種：製造

No.52
東北エプソン株式会社
業種：製造
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.1 株式会社ジョイン
おもてなしのプロになる！

本社所在地
〒990-2447

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形市元木1-13-25

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
R. サービス業（他に分類されないもの）

QR

ホームページアドレス https://www.join-group.jp/

事業内容
冠婚葬祭業

パレスグランデール・オワゾブルー山形・平安典礼

うちの会社ココがすごい！

創業60周年を迎えた会社です。ブライダル事業は総合結婚式場「パレスグランデール」貸切ウエディン

グがかなう「オワゾブルー山形」会場を持たずプロデュースを行う「スペシャルデイ・インク」それぞ

れの特徴を活かしたプロデュース力で、お二人の未来を輝かせます。フューネラル事業の平安典礼では

専門的な知識を学ぶとともに、大切な人を失った深い悲しみの感情のケア（グリーフケア）を行いご遺

族様に寄り添いサポートします。

若手先輩社員からの

メッセージ

五十嵐　公

　平成　30　年　4　月

葬儀では、突然のことや初めてのことに不安を抱き、言葉に詰まってしまう、そんな方も多くいらっ

しゃいます。そのため会話の中からお客様の想いを汲み取ることを意識しております。ご遺族様からの

感謝の言葉を頂けた際にやりがいと達成感を感じます！

担当連絡先

人財開発室 マネージャー

川合　智子 023-633-7733

adopt@palace-net.co.jp

インターンシップ情報

実施日時
1DAY（2024.1/19、20、21、22、2/5、6，7，8、17，18，19

3DAYS（2024.1/25～27、2/1～3、2/13～15

実施内容

【フューネラル業界・葬儀の業界を知る事前説明会】30分程度

フューネラル業界について、平安典礼がお手伝いする葬儀の流れと仕事内容、インターンシップ当日のご説明をいたし

ます。

★１ＤＡＹインターンシップ当日

　＼先輩社員に同行／

【葬祭ディレクターの仕事見学】

・葬祭ディレクターの仕事内容を見学いただきます。

★★★３ＤＡＹインターンシップ当日

　＼先輩社員に密着／

【葬祭ディレクターの仕事体験 】

・葬祭ディレクターに同行し、お客様との打合せや儀式の場面に立ち会っていただきます。

※先輩社員と一緒に行動しますので、実際の仕事内容とより詳しい先輩社員のお話をお聞きいただけます。

【ブライダル】決まり次第お知らせします

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定

1

https://www.join-group.jp/
https://www.join-group.jp/
mailto:adopt@palace-net.co.jp
mailto:adopt@palace-net.co.jp
mailto:adopt@palace-net.co.jp
mailto:adopt@palace-net.co.jp
mailto:adopt@palace-net.co.jp
mailto:adopt@palace-net.co.jp
https://www.join-group.jp/
mailto:adopt@palace-net.co.jp


氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.2 株式会社トスネット南東北　
Smile&Security  —笑顔と安心のためにー

本社所在地
〒９６３－８０２５

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

郡山市桑野二丁目３４－９　家久来ビル２F

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒９９０－２４６２

山形市深町二丁目6番21号

業種

※プルダウンから選択してください
R. サービス業（他に分類されないもの）

QR

ホームページアドレス ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.tosnet.co.jp

事業内容
当社は警備会社㈱トスネットグループの会社です。主に交通誘導・施設・イベント警備業務を主体とし

た警備会社です。

うちの会社ココがすごい！
これまで多くの国際イベント警備に関わり、多くの実績を残してきました。そこで培ったノウハウは未

来のお客様の安全につながると確信しています。さらに高い技能を目指し、セキュリティの有資格者集

団へ進化するため、グループ会社全社を挙げて取り組んでいます。

若手先輩社員からの

メッセージ

　髙橋　俊輔

　平成・令和　　　　　３年　　　　４月

学生の頃から地元に貢献できる仕事を希望していました。学校の講師の勧めもあり、長時間の屋外業務

に慣れていた為、警備職があっていると感じました。色々な警備を通じて、お客様より「ご苦労様」の

言葉をかけていただくと「次も一生懸命やるぞ」と前向きな気持ちで仕事をしております。大きい事は

できませんが日々、お客様の安全を守ることができるという点に魅力を感じております。

担当連絡先

管理部 総務担当

鈴木　淳司 023-647-4670

j-suzuki＠tosnet.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 随　時（ご連絡後に日程調整致します。）

実施内容

【スケジュール内容】  ・警備業務の説明  ・警備業務現場先の見学　・警備員の

管理統制業務及び警備員指導業務見学　・護身用具体験又はAEDを使用した救命救

急措置体験　・その他(実施出来る範囲内での体験の実施)　・質疑応答

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.3 税理士法人あさひ会計
会計業務のもっと先へ～経営者を120％サポートする専門家集団

本社所在地
〒990-0034　山形県山形市東原町2丁目1番27号

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
L. 学術研究、専門・技術サービス業

QR

ホームページアドレス https://asahi.gr.jp/recruit/internship.html

事業内容 会計業務・税務申告、その他経営相談及び各種コンサルティング業務等

うちの会社ココがすごい！

会計事務所の多くが人員10人未満である中、あさひ会計グループは総勢150名超！大規模な事務所だか

らこそ、社長様の悩みを様々な角度から包括的に支援できます。

また、業務効率化を進める“ロボットの開発”や経営者に気づきを与える“経営改善手法”など、業界を

リードする存在として、全国的に注目されています。

入社と同時に有給休暇の付与があり、時間休も取得できるので、ワークライフバランスもバッチリで

す！

若手先輩社員からの

メッセージ

岡崎　俊

令和３年４月

私は、生まれ育った山形に貢献ができ、お客様から直接感謝される”税理士”、自分が得た知識がお客様

への貢献に繋がる仕事、さらに、RPAやロボットなど新しいことに挑戦しているあさひ会計に魅力を感

じ入社しました。早いうちから担当を任せられるので、やりがいと責任感を持って自分を成長させるこ

とができる職場です。

皆さんも、この機会にたくさんの会社と人に出会い、自分がどんな人生を送りたいか考えてみてくださ

い！

担当連絡先

総務部 インターンシップ担当

石川真由美 023-631-6521

recruit@asahi.gr.jp

インターンシップ情報

実施日時 ①12/26(月)@仙台　②12/27(火)@山形　③2023/1/6(金)@web

実施内容

● 1dayプログラム【1st step】TRIAL～企業経営分析編～ ●

学校では教わらない"お金"と"ビジネス"の視点で学ぶ、企業の見極め方

9：30開始　オリエンテーション/グループワーク：業界分析、資料作成、発表/

フィードバック、途中若手社員との座談会あり　17：00終了予定　※各自ノート

パソコンを１台持参必須（タブレット不可）

本プログラムに参加いただくための事前準備・説明がありますので、12/21(水)開

催の事前説明会（web会場/10:00～12:00）に必ずご参加ください。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.4 株式会社　中央測量設計事務所
「技術と信頼」

本社所在地
〒999-3711

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県東根市中央四丁目１３番３５号

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
L. 学術研究、専門・技術サービス業

QR

ホームページアドレス https://www.chuo-ss.jp/

事業内容 総合建設コンサルタント業として測量、調査、設計、補償などを主な業務としている。

うちの会社ココがすごい！
弊社の社員は受注した業務はすべて全力で行っている。また、業務に必要な資格取得に対しても一生懸

命に取り組んでおり、各部門で社内勉強会を行っている。

若手先輩社員からの

メッセージ

田中　勇紀

　平成・令和　　　　4年　　　7月

大学卒業後、県外で仕事をしていましたが、自身が長男ということもあり故郷の山形県に帰郷しまし

た。これまでも建設コンサルに勤務していたことから弊社に応募した。入社して数か月たったが、新た

に経験すことばかりで勉強の毎日でとても充実しています。

担当連絡先

営業総務部 課長

佐藤　拓二 0237-43-4447

satotaku@chuo-ss.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和3年度は令和4年3月中旬まで希望者があれば検討

実施内容
インターンシップについては、業務の状況ならび必要書類等がありますので弊社に

ご連絡ください。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.5
とにかく風通し良し。楽しく学んで働ける会社

本社所在地
〒990-2492

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形市鉄砲町３－１－３３

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

山形県内16店舗

山形ブロック　村山ブロック　庄内ブロック　山形ブロック

業種

※プルダウンから選択してください
K. 不動産業、物品賃貸業

QR

ホームページアドレス https://rent-toyota.co.jp/

事業内容
この先さらにサービスの拡がりの可能性を秘めたモビリティ社会で、車を通してお客様に寄り添い、

様々なニーズにお応えし、サポートします。

うちの会社ココがすごい！

☆一人当たり有給取得日数14.3日間（2021年実績）

☆働き方改善委員会・業務見直しプロジェクト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　働き

やすい環境づくりや業務内容の改廃などを全メンバーで模索し続けてます。

若手先輩社員からの

メッセージ

佐藤　亨志郎

　令和　　　3　　年　　　6　　月

私は以前東京にて勤務していましたが、その中で地元山形の住みやすさを再認識し山形で働くことを決

めました。人との会話や車の運転が好きなこともあり、当社を志望するきっかけとなりました。当社で

は複数の店舗にローテーションで勤務するので常に新鮮さを感じられます。県外のお客様からおすすめ

のお店を聞かれることがありますが好きなお店や場所の魅力をお伝えしながら紹介することができ、そ

れが地元で働く強みだと感じます。

担当連絡先

管理部

大滝 023-624-7100

y-ootaki@rent-toyota.com

インターンシップ情報

実施日時 2023年1月～2月

実施内容

募集対象：大学１～３年生　短大・専門学1年生

受入人数：各回数名程度　少人数での開催です

●会社説明

●摸擬レンタカースタッフ　くるまの提案

●基本的な電話応対

●先輩社員との座談会

●質疑応答

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

     No.6
創立81周年を迎えた”東北最大級の総合物流企業”

本社所在地
〒990-0033

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市諏訪町二丁目1番20号

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒990-0852

山形県山形市黄金45−１（山形支店）

業種

※プルダウンから選択してください
H. 運輸業、郵便業

QR

ホームページアドレス https://www.daiichi-kamotsu.co.jp/

事業内容
【トータルロジスティクスサービス】

輸配送・3PL・国際事業を展開。企業間物流を通じ、社会を支えています。

うちの会社ココがすごい！

【安心して働ける環境・制度が整っています！】

☆業界トップクラスの年間休日123日（週休二日制）

☆寮・社宅完備（独身者3000円/月）　☆雇用タイプ選択制度の導入

☆研修制度・資格取得支援制度が充実　　　　などなど…

　当社の商品は、形あるモノではなく物流サービスです。人と人との繋がりが当社の商品を構成する要であるこ

とから、当社では社員一人ひとりを大切にする社風が育まれ、アットホームな雰囲気の職場が形成されていま

す。

若手先輩社員からの

メッセージ

　小島　果穂　さん

　平成　２９年　４月（　入社６年目　）

入社の決め手：【大きなやりがいを感じられると思い志望】

　まずは、地元の山形県を拠点に、全国展開している大企業であることです。

　また、物流が社会の根幹を支えていることから、【人々の生活を支える使命感】【大きな仕事を手掛

ける充実感】など、仕事の中で大きなやりがいを感じられると思い志望しました。あとは、説明会や選

考試験を通してアットホームな印象を受け、この会社なら長く働けると感じられたことも決め手の一つ

です。

担当連絡先

人事部

兼子・鈴木・前田 023-623-1411

saiyou@daiichi-kamotsu.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 山形会場：2022年12月20日（1月以降は随時日程更新）

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入人数：各回、5～10人程度

【物流業界を知る！自分を知る！1dayインターンシップ（山形）】

☆事業所見学

☆ロジスティクスマネジメント　模擬体験ワーク

☆業界研究・会社事業紹介

☆先輩社員との座談会（入社1～2年目の若手社員が中心）　　　　他

※山形会場の他に、仙台・東京・WEB（1day・2ｈ）でも実施予定

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.7 株式会社東北福祉サービス
ゆったりと和やかに心をケアする、はじまりの一歩

本社所在地
〒990-0886

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市嶋南１－１０－７

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒990-0886

山形県山形市嶋南１－１０－１３

業種

※プルダウンから選択してください
P. 医療、福祉

QR

ホームページアドレス http://www.t-fukushi-service.co.jp/

事業内容
介護保険事業（デイサービス、グループホーム、居宅介護支援）、児童福祉事業（企業主導型保育事

業）、老人ホーム事業（高齢者アパート）など県内２8事業所を運営しています。

うちの会社ココがすごい！

社員の年齢や経験の有無を重視するのではなく、キャリアカウンセリングによって、実力と人間性を評価して、

頑張っている社員は昇格、管理職登用をしています。また、女性が多い職場なので、出産を経ても働きやすいよ

うに、山形市、天童市内３カ所に社員が優先的に安価な保育料で子供を預けられる保育園を新築、運営していま

す。また企業としては、低い退職率や男性の育児休暇取得、ライフワークバランスが取れているとして、平成２

６年には厚生労働者の「くるみんマーク」を取得でき、山形県の子育て応援ダイヤモンド企業としても認定され

ています。

若手先輩社員からの

メッセージ

　Y・H

　平成・令和　　元年　　4月

短大を卒業後、新卒保育士として働き始めました。結婚、出産を経ても変わらず、同じ環境で働かせて

もらっています。先輩方も様々な経験を積み重ねているので、色々な角度から子供を観察する力と方法

を教えていただき、経験の浅い私でも少しずつ保育士として園児のために仕事をできている実感が持て

ています。園児数が少ない保育園なので、園児一人ひとりと時間を取って関わることができ、子供達の

小さな成長を楽しみにやりがいを持って仕事で来ているように思います。

担当連絡先

総務部 総務部長

丹野　祐大 023-673-0294

info＠t-fukushi-service.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 随時

実施内容

【介護】生活相談員としての介護施設での仕事について　（各回数名程度）

【保育】保育士としての当社の保育理念と個別ケアについて（各回数名程度）

随時申し込みを承っております。施設を数カ所回って、現場を見学していただき、本部会議

室にて、会社説明、業務説明、質疑応答を行います。（全体で２時間程度）

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.8 オビサン 株式会社
地域のあらゆるビジネスシーンに「専門力」×「総合力」で応えます。

本社所在地
〒990-8668

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市流通センター一丁目９番地の２

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒999-0102

【庄内支店】山形県酒田市京田2-69-2

業種

※プルダウンから選択してください
I. 卸売業、小売業

QR

ホームページアドレス https://www.obisan.co.jp/

事業内容
 ITソリューション・オフィス備品、空間環境の提案販売

包装・出荷資材、パッケージ、印刷用紙等の提案販売

うちの会社ココがすごい！

創業は1898年。デジタル機器やソフトウェア、ITネットワーク構築を総合的にプロデュースする「ネッ

トワーク＆オフィス」と、製造・生産、流通・物流に不可欠なパッケージ、包装・出荷資材、印刷用紙

を幅広く取扱う「産業資材」の二つを事業分野としています。「専門力」と「総合力」をもって多岐に

わたる顧客のニーズに答えてきました。一世紀以上にわたる歴史は築きあげてきた信頼と実績の証。お

客様への感謝の気持ちを忘れることなく、今後も時代の変化に柔軟に対応しながら、地域の企業活動を

支えていきます。

若手先輩社員からの

メッセージ

菊池　直哉

令和　２年　４月

当社は、常日頃から相談しやすい雰囲気で、自分のペースで仕事が出来ています。上司からも丁寧な指

導を受けられるのでとても心強いです。さらに、資格取得や研修などの社員教育に積極的で、学べる環

境が整っており、自分のキャリアアップに役立っています。有給休暇はとても取りやすく、急に休みが

必要になったときや、休暇を取りたいときも仲間でフォローし合い、お互いに協力し合える関係性で

す。

担当連絡先

管理本部　管理一課

片桐　直人 023-633-3331

recruit_kanri@honbu.obisan.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和５年１月

実施内容

☆　オフィスIT環境の構築とメンテナンスを体験する3days

オフィス、施設におけるIT環境は常に機能性、生産性、利便性を向上させることが求められ

ています。日々の多様な顧客要望に対しどう対応するか、具体的な題材を使い、ソフトウェ

ア開発、オフィス機器メンテナンス等の実務を体験頂きます！

【スケジュール】

●オリエンテーション

当社企業概要の説明（グループ企業や取り扱い商材等）

●就業体験

①定型業務自動化ツール WinActorの体験補助、MS Power BIでのテンプレート作成補助、

AWSを利用したモバイルアプリ開発補助

②複合機(コピー機)、PC等への初期設定、メンテナンス等の体験補助

③現場社員とディスカッション

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定

8

https://www.obisan.co.jp/
https://www.obisan.co.jp/
mailto:recruit_kanri@honbu.obisan.co.jp
mailto:recruit_kanri@honbu.obisan.co.jp
mailto:recruit_kanri@honbu.obisan.co.jp
mailto:recruit_kanri@honbu.obisan.co.jp
mailto:recruit_kanri@honbu.obisan.co.jp
mailto:recruit_kanri@honbu.obisan.co.jp
https://www.obisan.co.jp/
mailto:recruit_kanri@honbu.obisan.co.jp


氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.9 トヨタカローラ山形株式会社
大切にしているのは「ふれあい」です。地域に寄りそい「No1からOnly1へ」

本社所在地
〒990-2441

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市南一番町1-15

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
I. 卸売業、小売業

QR

ホームページアドレス https://www.tc-ymt.jp/

事業内容
≪事業内容≫トヨタ系新車販売、輸入車（フォルクスワーゲン）・各種中古車販売、自動車整備、鈑金塗装、各種

保険販売、情報通信事業、情報通信機器販売

うちの会社ココがすごい！

当社は今年で創立60周年を迎えます。現在6万4,000件を超える多くのユーザーから支えられています。

お客様から満足いただけるカーディーラーとなるため、営業スタッフ各々が既存ユーザーを受け持つ

「完全テリトリー制」、営業とエンジニアが二人一組でユーザーをフォローする「S・Sチーム」など、

今までのお車、今お使いのお車、そして将来の自動車生活までをアドバイス、提案し、お客様が安心し

てお車を使っていただけるよう、「カローラ山形だからできること」をアピールしていきます。

若手先輩社員からの

メッセージ

工藤　亮祐

　平成　29　　年　　　4　月

一人ひとりが主役、「Only 1」の舞台がここに。

きっかけはインターンシップでした。かっこいいところもかっこ悪いところも、ありのままの「リアル」を見れ

たことで、より鮮明に入社後のイメージができました。

お客様のカーライフを支えていくのは私たちです。クルマはそう何度も買えるものではありません。だからこ

そ、お客様に喜んで頂けるよう最高のパフォーマンスで応対させていただく覚悟が必要です。エンジニアと営業

スタッフ２人がお客様を担当させていただくカローラ山形のＳＳ制度。この最高の制度でお客様の期待に応え、

最高の思い出に携われるようになっていきたいです。

担当連絡先

総務部　人財開発室

横澤　優介 023-641-2120

yokosawa-yuusuke@tc-ymt.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和５年１月12日(木)～13日(金)、2月2日(木)～3日(金)、2月16日(木)～17日(金)

実施内容

「2018年学生が選ぶインターンシップアワード」入賞プログラム【ふれあい塾】

◆募集対象：学部学科問わず。人と関わる仕事に興味のある方大歓迎！

◆受け入れ人数：各回4名～6名　◆日数：2日間　◆場所：山形市

◆特徴：グループワークや店舗での現場体験を通し、自動車営業の「リアル」を体感してい

ただきます。インターンシップの主役は学生のみなさんです！一人ひとりと真剣に向き合

い、自己分析や、企業研究をサポートいたします。

◆フィードバック：あり。後日、拠店体験にて担当いただいた先輩社員から、体験中の印象

について個別評価がもらえます。自己分析や、自己PRの作成にお役立て頂けます。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.10 株式会社エイアンドシー
「豊かさと創造」すべてはお客様のために

本社所在地
〒990-0831

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市西田5丁目26番1号

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
I. 卸売業、小売業

QR

ホームページアドレス http://www.aandc.jp

事業内容
携帯電話ショップの運営、ＴＳＵＴＡＹＡ、ビジネスサポート事業、保険事業、コインランドリー・カ

フェ事業

うちの会社ココがすごい！

◆メンター制度

　新入社員に対して専属の先輩社員が入社から3か月間、隣に付き添いOJTをサポートします。なんでも

相談できる環境をご準備していますので、安心して働くことができます。

◆研修制度・社員教育

　当社は社員教育に力を入れています。入社前の通信教育や新入社員研修によって社会人としての基礎

を学び、様々な研修制度によって社会人として成長することができます。

若手先輩社員からの

メッセージ

佐藤　理央

　平成・令和　　1　年　　10　月

当社に入社をした日、私も働くことへの期待と不安を抱えておりましたが、メンター制度による先輩ス

タッフや上司からの温かいサポートにより今もこうして仕事を続けることができております。先日ご対

応させていただいたお客様より、「一つ一つ丁寧にご説明いただき、とても安心して購入することがで

きました。ありがとうございました。」という嬉しいお言葉をいただき、この仕事をしているからこそ

感じれる喜びだと思いました。

担当連絡先

人事部

原田・齋藤 023-647-1053

jinji@aandc.jp

インターンシップ情報

実施日時

実施内容

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.11 株式会社 カーサービス山形
あなたの笑顔のために、最高のカーライフを！

本社所在地
〒990-0004

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市上山家町字下宿７６６ー６

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
I. 卸売業、小売業

QR

ホームページアドレス https://www.cs-yamagata.co.jp/

事業内容
東北トップクラスの販売実績！中古車・新車の販売を中心に、県内9店舗を展開しています。

うちの会社ココがすごい！

私たちは、「お客様の笑顔の為には、社員が笑顔でいられる環境が重要だ」と考えています。

GW休暇・夏季休暇・年末年始休暇は連続で7日間～10日間。残業もほとんど無いため、通常は

18時過ぎには仕事を切り上げ、それぞれプライベートの時間を過ごしています。また、部活動

があり、趣味の仲間で集まって盛り上がることも！年に1度の社員旅行や誕生日会・委員会活動

など、社員同士が交流できる機会を多く作っています。

若手先輩社員からの

メッセージ

営業職 菅原 大誠スタッフ

　平成・令和　　　　4年　　　　4月

就職活動では大好きな自動車に関わる仕事がしたいと考え、メーカー問わず色んな車を取り扱っている

当社に魅力を感じました。入社後はしっかりとした研修が充実しているので、車の知識がなくても安心

です。また、社員同士の仲が良く、年の近い先輩が教育係になるブラザー・シスター制度があるので、

不安なこともすぐに相談することができます。山形の人々の「安心で安全なカーライフ」を、一緒にサ

ポートしていきましょう！

担当連絡先

サポート本部 業務サポートチーム 採用担当

小川　雅之・國井　理紗 023-631-3711

kunii@cs-yamagata.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 随時受入をしております。お気軽にご相談ください。

実施内容

募集対象：大学1年生～3年生（理系・文系問わず）受入人数：各回2名程度

【体験内容】自動車販売の体験を通して、営業のポイントや社会人として身に付け

ておくマナーを学びます。自分にとって「働くとは何か？」を考えるきっかけや、

その答えのヒントが見つけられるかもしれません。当社の社員がなぜカーサービス

山形を選んだのか、仕事のやりがいなどをぜひ質問してみてください。

【1日のスケジュール】

■オリエンテーション　・カーサービス山形について、自動車周辺知識について

■営業体験　・お客様の情報を得ることの重要性を知り、自動車販売の難しさを体

験する・社会人として身に付けるべきマナーを学ぶ

・お客様の気持ちになって、展示場から自分のお気に入りの1台をみつける

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.12 株式会社サン・ベンディング東北
ルートセールス職平均年齢30歳！若手社員活躍中！

本社所在地
〒983-0025

宮城県仙台市宮城野区福田町南2丁目3-50

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒990-0850

山形県山形市くぬぎざわ西3-5

業種

※プルダウンから選択してください
I. 卸売業、小売業

QR

ホームページアドレス https://www.sunvending.jp/

事業内容
・飲料事業…自動販売機による清涼飲料水販売、自動販売機整備各種

・不動産事業…自社所有物件の管理・運営

うちの会社ココがすごい！

「with DRINK」このロゴマーク見たことありませんか？当社は東北を中心に独自の営業展開で自販機の

運営・管理をしている会社です！20～30代の若い社員が活躍し、「自販機をもっと楽しく！」をテーマ

に日々活動しています。

当社で、この自販機を通じて新たな価値を創造し、地域の皆様に「あったらいい」から「なくてはなら

ない」存在になるため、ぜひ私たちと一緒に自販機の未来を創っていきませんか。

若手先輩社員からの

メッセージ

岩田健人

　平成・令和　　27　　　年　　4　　月

学生の時から当社の自販機をよく利用しており、多くの商品が100円販売なので、なぜ安い？どのよう

な仕事なの？と興味を抱いたのが入社のきっかけです。

山形の魅力は自然豊かで果物や野菜が豊富にあり、四季を食で感じられるところです。設置先のお客様

から段ボール一杯の果物等を頂くこともあり楽しみの一つになっています。

仕事では、お客様から担当している自販機を褒めてもらうことが、仕事へのやりがいやモチベーション

アップに繋がっています。

担当連絡先

人事部 課長

畠山　剛志 022-254-4541

takeshi-hatakeyama@svt.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和5年1月19日(木)、26日(木)　　13時30分～15時00分

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入人数：各回、5人程度

1Dayプログラム

●会社・業界説明(飲料業界の動向、当社の仕事内容、一日のスケジュールなど)

●オフィス見学

●自販機を使った就業体験(商品の補充など)

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.13 株式会社マルタケ
これまでも、これからも、地域の健康を支える担い手であり続ける

本社所在地
〒950-2092

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

新潟市西区流通センター4-6-2

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒990-2323

山形市桜田東1-1-57

業種

※プルダウンから選択してください
I. 卸売業、小売業

QR

ホームページアドレス https://www.kk-marutake.co.jp/

事業内容
医療用医薬品を中心とした臨床検査試薬・診断薬、医療機器、衛生材料、介護食など、医療関連商材の

卸売業

うちの会社ココがすごい！

創業97年、新潟県・山形県を中心に医薬品卸として、地域医療に欠かすことのできない医薬品・医療品

を安定供給するという社会的使命を担って参りました。人と人がつないできた当社は、創業来「誠実で

あること」を大切にしており、この言葉を表すように若手社員は口を揃えて「上司、先輩が頼りにな

る」と言います。誇りとやりがいを持ち、互いに成長し合える環境こそが90年続く歴史を紡いできた根

源にあると考えています。

若手先輩社員からの

メッセージ

佐藤　涼太

平成31年4月

学生時代に地元を離れ、違う土地に住んだことで今まで感じれなかった山形県の良さに気づいた事が山

形県で働くきっかけでした。日々営業活動で医療機関に定期訪問し、先生やスタッフと関係を構築を

し、新薬やその他の商品を購入していただけたときがMSの仕事の魅力だと思います。営業職は結果が出

るまで大変ですが、結果が出た際の達成感は何事にも代えがたいので興味がある方は是非挑戦してみて

はいかがでしょうか。

担当連絡先

総務部

鈴木　絢美 025-268-6330

saiyo@kk-marutake.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 2月上旬～中旬

実施内容

◆営業職・流通業務職の２コースのプログラムがあります◆

（１）営業職コース

営業社員の頭の中を見える化して、戦略的営業を考えます。さらにニーズにフィットした提

案をするために重要となるのが「ベネフィット」。営業的思考と実践的スキルがダブルで体

験できるプログラムです。

（２）流通業務職コース

電話応対体験や効率的な配送コースを考えるワークに挑戦できます。ビジネスの基本を通し

て、コミュニケーションやマネジメントを体験できるプログラムです。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.14 株式会社千代田商事
地域と仲間に寄り添い、向上心と好奇心を持ちながら成長できる人をお待ちしております。

本社所在地
〒990-0042

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形市七日町4-14-10

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒990-0072　山形市浜崎19

他山形市城北町、山形市北町、山形市桧町　など

業種

※プルダウンから選択してください
I. 卸売業、小売業

QR

ホームページアドレス http://chiyodashoji.co.jp

事業内容 創業から71年、山形・宮城を拠点に地域密着の総合エネルギー企業です。

うちの会社ココがすごい！

自己成長のしやすい職場環境であることです。先輩方の指導も親切丁寧であり、資格取得支援や研修

等、会社からのバックアップも豊富です。また、各々の役割が細かく決まってしまっているのではな

く、比較的自由に動けるので、チャレンジ精神を発揮しやすい環境にあることも魅力です。

若手先輩社員からの

メッセージ

成田海理

　平成　　30　年　　　4　月

生活に無くてはならない燃料やエネルギーを確実にお客様に提供する仕事というものに惹かれました。

また、採用担当の方々や先輩社員との交流を通じ、円滑なコミュニケーションの取りやすい職場環境だ

と確信し、最終的に入社を決めました。

担当連絡先

管理部 課長

鈴木孝幸 023-623-5525

takayuki.suzuki@chiyodashoji.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 未定

実施内容

1デーインターンシップとして就活支援インターンシップを計画中

外部講師との模擬面接や自己分析体験およびエネルギー業界の業界研究を予定して

います。

対象は大学3年生・短大専門1年生ですが、それ以外の方も参加可能です。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.15 山形ダイハツ販売株式会社
「ありがとう」を大切に

本社所在地
〒９９０－２４４６

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市白山３丁目８番３０号

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

山形県内11拠点(米沢、南陽、長井、飯田、桧町、寒河江、天童、尾花沢、新

庄、酒田、鶴岡)

業種

※プルダウンから選択してください
I. 卸売業、小売業

QR

ホームページアドレス https://yamagata.dd.daihatsu.co.jp/

事業内容
自動車（新車、中古車）の販売、メンテナンス（点検、車検、修理)、部品販売、JAF取扱い、損保(自動

車保険) 各種保険代理店

うちの会社ココがすごい！

山形ダイハツでは、地域密着をキーワードにお客様へ安心と安全を提供し、地域NO.１のカーライフ

パートナーをめざしています。車をご購入していただいたら終わり、ではなく、その後のアフターフォ

ローを重ね、地域のお客様との長いお付き合いを続けていくのが当社の営業スタイルになります。当社

では定期訪問をはじめとするアフターフォロー、点検や車検、保険業務などのカーライフサポートを

行っています。

若手先輩社員からの

メッセージ

竹田 昭範

　平成・令和　　　２　年　　４　　月

自動車ディーラーの営業は、車という商品だけでなく思い出も提供する仕事だと思います。車は家族と

一緒に過ごす時間や場所と共にあるものです。人生において数少ない車の購入。その瞬間に立ち会える

ことに喜びを感じながら働いています。

担当連絡先

総務部総務課 採用担当

箭内　沙也佳 023-641-1551

sayaka.yanai@ymgt.daihatsu-dlr.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和4年12月・令和5年1月・2月随時

実施内容

募集対象：大学１～３年生・大学院１年生(理系・文系問わず)

受入人数：各回1名ずつ

【内容】

・会社概要/軽自動車についての説明

・車の提案ロールプレイング：

ケース毎のお客様への対応など、個人ワークを交えながら営業職に関する体験をしてもらい

ます。

難しい事前知識は無しに、気軽に営業職の仕事を体験できます。車について全然知らない…

という方もぜひご参加ください。その他、就職について社会人の人と話してみたいという方

の参加もお待ちしております！

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.16 株式会社山形銀行
「挑戦が、やまがたを強くする。」

本社所在地
〒990-8642

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市旅篭町2丁目2番31号

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
J. 金融業、保険業

QR

ホームページアドレス https://www.yamagatabank.co.jp/

事業内容 普通銀行業（預金、貸出、国内為替、外国為替、その他付随業務）

うちの会社ココがすごい！

1896年の創立以来、山形県のリーディングバンクとしてお客さまより多くの信用と信頼を得てきまし

た。「お客様の価値を共に創造し、地域ポテンシャルを最大化する金融・産業参画型ハイブリッドカン

パニー」を目指し、地域を担う誇りと強い使命感のもと、お客さまに寄り添い、地域に秘められた可能

性を最大限に引き出していきます。

若手先輩社員からの

メッセージ

鈴木 萌玖

　令和　2年　4月

私が山形銀行に入行を決めた理由は、生まれ育った山形県で働き、地域の発展に貢献したいと考えたか

らです。現在の仕事は、主に個人のお客さま向けの資産運用相談業務を担当しています。お客さまに対

して最適な提案ができ、感謝の言葉をいただけると本当にうれしく感じます。みなさんも、自分が何を

大切にしているのかをしっかり見つめて、広い視野を持ってやりたいことを見つけてほしいです。

担当連絡先

人事総務部 採用担当

鈴木　愛海 023-634-7008

jinji@yamagatabank.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 2023年1月18日～2023年2月10日

実施内容

＜やまぎん＞Winter School 2023（1Day）

　1日で銀行まるわかり！銀行インターンシップの決定版です！

１．プログラム

　業界研究や先輩行員・内定者との座談会、ケーススタディ、就活アドバイス等

２．会場・日程

　山形会場　1月18日（水）、2月7日（火）

　仙台会場　1月19日（木）、2月9日（木）

　東京会場　1月20日（金）、2月10日（金）

　WEB開催　1月24日（火）、2月3日（金）

３．応募締切　1月開催分：2022年12月25日、2月開催分：2023年1月15日

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.17 株式会社 市村工務店
最高のものをつくろう！

本社所在地
〒990-2482

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市久保田三丁目11番12号

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒980-0803

仙台市青葉区国分町一丁目8番14号

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

QR

ホームページアドレス https://ichicom.co.jp

事業内容
創業130年≪ 建築、土木、住宅、リフォーム、不動産事業 ≫を展開

設計から施工まで一貫した総合建築を行う

うちの会社ココがすごい！

創業以来130年、伝統技術の継承と時代に即した最新の技術を追求しています。マンション、ビル、学

校、病院などの現代建築から社寺等の伝統木造建築、さらに土木まで設計施工の一貫した総合建築を

行っています。

SDGsにも積極的に取り組んでおり、本社に太陽光発電パネルを設置し自社の必要な電気を再生可能エネ

ルギーで賄っています。また建築工事で出た廃材はそのまま捨てるのではなく、薪にして地域の方へ提

供しています。

若手先輩社員からの

メッセージ

石井 究

　平成・令和　　　３１年　　　　４月

会社説明会に参加した際、自分の地元である鶴岡で、小さなころから親しみのあった建物、羽黒山五重

塔の保存修復を手がけていた企業が市村工務店であると知り、ビルや住宅、歴史的建造物まで幅広く関

わることができる点に魅力を感じ、入社したいと思いました。社員の育成にも力が入っており、さまざ

まな講習や勉強会へ参加させていただけるので、仕事以外にも学べる場面が多く、社会人として成長し

ていける環境が整っていると思います。

担当連絡先

常務取締役

山田　芳明 023-644-6878

y-yamada@ichicom.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 年間を通じて(3~5日間程度)

実施内容

募集対象：大学２・３年　(技術系)

受入人数：2～3人まで

建設工事現場体験実習(3~5日間程度)

●ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ：会社・業界説明、1日の流れについて説明します。

●建設工事現場体験実習：公共施設から住宅の工事現場を見学。

　実際に測量や数量拾い、墨出し等、工事に関わる仕事の体験ができます。

●振り返り：フィードバックと質疑応答

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.18 株式会社 髙田地研
土地の価値は地下にも、ある！掘れば掘るほど、未来が湧き出る！

本社所在地
〒991-0049

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

　山形県寒河江市本楯三丁目160番地

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

QR

ホームページアドレス https://www.takada-chiken.co.jp/

事業内容
【工事部門】さく井工事、消融雪工事、温泉掘削工事、水処理施設工事、地すべり対策工事

【調査部門】地質・地盤調査、土質試験、土壌汚染調査、温泉開発調査、建設コンサルタント

うちの会社ココがすごい！

・地質調査業務　何千年前、何百年前の地層と向き合う独特のスケール感が魅力！近年は防災や環境問

題など広範囲な対象に向けて必要性が注目されています。

・消融雪工事　雪国ならではの苦労をこれまで培ってきた地下水を利用した消融雪システムの技術によ

り地域の皆さまの快適生活空間の創成、持続可能な社会づくりに貢献しています。

・天然温泉　福利厚生として社員が利用できる温泉施設が会社敷地内にあります。現場での汗を流す社

員も。宿泊施設への宅配や個人様への販売も行っています。

若手先輩社員からの

メッセージ

　石澤　瑞穂

　平成・令和　３　年　　４　月

私は、県外の大学での経験や出会いから、地元や次世代に貢献したいと思い山形へUターンしました。当

社のインターンシップに参加して、現在の上司の仕事ぶりや社内の雰囲気の良さを見て、この会社で働

きたい！と思い入社に至りました。

現在は土質調査や建物を建てる前の地質調査業務などに携わっています。地域によって全く違う地質を

知ることがとても面白く、自然に囲まれた環境で働く心地よさも感じられ、日々勉強しながら地域に貢

献出来ている嬉しさを感じています。各地の現場へ行くので、車の運転が好きな人にもおすすめです！

担当連絡先

総務部 主任

名和　みさき 0237-84-4355

m.nawa@takada-chiken.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 現場の調整もあるため、日程は随時調整になります。

実施内容

【Aコース】 地下資源について知る１.５日間コース

【Bコース】 地下資源について知る１日コース

【下記Ａコースのモデル日程】

１日目（13：30～15:00）

　≪業界研究編・企業研究編≫「髙田地研」「地質調査業界」とは？

２日目（10:00～17:00）

≪現場体験≫　　実際の業務の一部工程体験　他

≪振り返り編≫　　個人で振り返りワーク

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.19 株式会社ウンノハウス
私たちのミッションは「美しいふるさとをデザインしたい」

本社所在地
〒990-0073

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市大野目4-1-37

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

ホームページアドレス https://unnohouse.co.jp/index.html

事業内容 木造注文住宅の設計、開発、施工及び販売

うちの会社ココがすごい！

・最高ランクの耐震性・耐久性を誇る自社開発のオリジナル工法

・品質を守る自社工場を保有

・階層別、職種別に研修制度を実施

→新入社員研修（入社後3ヵ月）、若手社員研修（入社5年目まで）等

・資格取得支援制度（建築士、宅地建物取引士、インテリアコーディネーター等）

・チャレンジ制度（社員の自主的な学ぶ意欲を支援）

若手先輩社員からの

メッセージ

山下　孝治

　平成・令和　　２　　年　４　月

大学進学を機に山形に来た私は、学生時代を山形で過ごすうちに山形愛が芽生え、このまま山形で働き

たいと思うようになりました。自己分析、業界研究を通して「住宅の営業がいい」と思っていたのです

が、その中でウンノハウスを選んだのは、人事の方の対応や先輩社員の話から「すごくお客様のことを

想う会社なんだな」と感じ、自分もやってみたいと思ったからです。

皆さんが、ここで働きたい、と思う会社と出会えるよう応援しています。

担当連絡先

総務部　人材開発室

五十嵐　迪子 023-623-5311

saiyo-unno@unnohouse.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 営業：2023年2月24日／設計：2023年2月16日～17日／施工：2023年1月29日～30日

実施内容

募集対象：大学3年生、大学院1年生／受入人数：各職種3名程度

●1day営業仕事体験

・会社紹介　・住宅営業の仕事内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

グループワーク：お客様へ建物プランの提案

●2days設計インターンシップ（※募集対象：建築・設計関連専攻の方のみ）

・会社紹介　・図面の読み取り　・ヒアリング体験　・プランニング&提案　　　　・先輩

社員座談会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

2days施工管理インターンシップ（※募集対象：建築・設計関連専攻の方のみ）

・会社紹介　・施工管理の仕事内容　・家づくりの工程　・現場見学　　　　　　　・先輩

社員座談会

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.20 株式会社ヤマコン
企業に参加する全ての人は、幸せでなければならない

本社所在地
〒　990-2211

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県山形市十文字天神東７７０

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

ホームページアドレス http://www.yamacon.jp/

事業内容 ①コンクリート圧送工事  ②給排水設備工事  ③建機レンタル  ④太陽光売電事業  ⑤不動産賃借事業

うちの会社ココがすごい！

「健康経営優良法人2022 ブライト500」認定企業

全職員の健康増進を重視し健康管理を経営課題としてとらえ、定期健康診断100％実施、ストレス

チェックやインフルエンザ予防接種の実施、熱中症対策グッズ等の支給などを行っています。今後もよ

り良い職場環境を目指し、長期的なビジョンに基づいた健康経営に取り組んでいきます。（健康経営優

良法人「2019」「2020」「2021 ブライト500」認定）

若手先輩社員からの

メッセージ

堀　建太朗

令和４年４月

私が入社した理由は、営業職にチャレンジしてみたかったからです。圧送業という世界に飛び込んでみ

て毎日が新鮮で向上心を持ちながら業務に取り組んでいます。嬉しかったことは、悩みや解らないこと

をことを気軽に相談できる環境であったことです。話しづらかったり苦手な方がいなくて、工務の方も

営業の方も皆さん優しく接してくださっています。

担当連絡先

総務部 主査

西塚　聡 023-666-6066

satoshi-nishizuka@ymcg.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 随時

実施内容

募集対象：大学１～３年生（理系・文系問わず）

■営業職の仕事体験

　オリエンテーション（業務内容説明、業界の説明、営業戦略について説明）、ビジネスマナー研修、営

業に同行

■現場職の仕事体験

　オリエンテーション（業務内容説明、業界の説明）、現場見学　現場実習体験

■事務職の仕事体験

　オリエンテーション（業務内容説明、業界の説明）、ビジネスマナー研修、現場見学、一般事務実習体

験

●1day仕事体験も可能

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.21 株式会社近江建設
～この仕事をこの場所で続けていきたいと思える企業でありたい～

本社所在地
〒990-0810

山形県山形市馬見ヶ崎2-7-40

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

QR

ホームページアドレス https://lh-oumi.co.jp/

事業内容 新築事業／リフォーム事業／不動産事業／シニアライフ事業

うちの会社ココがすごい！

近江建設の採用担当ＡｔｏＺ：ＲＥＣＲＵＩＴでは、活躍できるメンバーへ育て…そしてまた育成でき

る環境を整え…楽しくかっこよくお仕事ができるように…会社を支えてくれるメンバーを大切に…節目

にもこのお仕事をこの場所で続けていきたいと思える企業であるように…ずっとずっと続いていくこと

と思いながら人事のお仕事に携わっています。大きな決断となる就職がより輝かしい社会人のスタート

になりますよう応援しています！

若手先輩社員からの

メッセージ

後藤陸虎(ゴトウリク)

　平成・令和　　　　　3　年　　　　　4　月

学生時代はただ漠然と「サッカー場を建築してみたい」という思いで建築を学んできました。近江建設

を選んだ理由は、採用を担当してくれた店長を見ていて「一緒に働いたら仕事が楽しいだろうな」と感

じたからです。今年なんとその店長が担当してくれて実家を新築しました！今は部署が違いますが、い

つか一緒に仕事ができたらと思う憧れの存在です。実際の家づくりを体験できたこと、新居で過ごす時

間は大きな原動力となっています。

担当連絡先

秘書課 採用担当

松田葉子 023-612-0354／090-2983-8143

y-matsuda@lh-oumi.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 2022年12月23日（金）／2023年1月21日（土）／2023年2月20日（月）

実施内容

住まいづくりをトータルプロデュース！「住宅のお仕事体験」

住宅のお仕事体験ができるプログラムです！お気軽にご参加ください！

■STEP1　住宅業界でのお仕事について

■STEP2　モデルハウス・ショールームでのご案内を体験！

■STEP3　おすすめポイントをご提案！

■STEP4　一日のお仕事を振り返り

住宅業界にご興味のある方はもちろん

インテリアがお好きな方・ルームツアーをよくご覧になる方などなど

是非お気軽にご参加ください。皆様のお越しをお待ちしております！

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.22 株式会社建装テクノ
塗装・防水・リフォームのプロフェッショナル

本社所在地
〒990-2345

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形市富神台13番地

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

YouTube

ホームページアドレス https://www.kenso-techno.co.jp/

事業内容
建築構造物の美観と保護を目的とした塗装工事、改修工事

一般住宅から橋梁などの公共構造物まで請負ます

うちの会社ココがすごい！

～大企業にはない機動性と柔軟性、個人業者にはない技術と設備～

昭和23年の創業以来培ってきた高い技術力で、耐久性と美観を両立した高品質な施工を提供し、東北で

もトップランナー企業として持続可能な社会創りに貢献しています。

自分の仕事が地域に形として何十年も残る、自慢出来る仕事です。

技術を養う為の研修コーナー、各種資格取得の補助と資格手当、福利厚生も各種あります。

若手先輩社員からの

メッセージ

會田　純平

　平成・令和　　　　2　年　　　9　月

資格取得によってスキルアップを目指す

会社の経営方針に惹かれ、やりがいのある仕事だと思い入社しました。

大型物件やテナント、集合住宅などの壁・天井塗装、耐火塗装などを行っています。

まず、2級塗装技能士の資格を取得して、様々な施工方法や機械の操作をマスターし、将来は一つの現場

を任されるようになることが目標です。

担当連絡先

総務部 主任

須貝　健一郎 023-645-8541

techno-sugai@kenso-techno.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 随時

実施内容

募集対象：新卒（大学・高校）就業希望者※2，3年生でも可

受入人数：1回につき2名程度

会社・現場見学コース（半日）

①会社説明　　②現場見学

塗装業体験コース（2日）

①会社説明　　②現場見学　　③塗装体験（会社研修室にて）

④グループディスカッション（現場社員の予定により）

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.23 山形建設株式会社
歴史と技術をかたちに　やまがたの未来をつくる

本社所在地
〒990-0834　山形市清住町1丁目2番18号

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

QR

ホームページアドレス https://www.yamagatakensetsu.co.jp

事業内容 総合建設業、アスファルト合材製造・販売、機械施工、建築設計監理

うちの会社ココがすごい！

完成工事高は常に県内トップクラス。創業以来100有余年の実績に裏付けられた技術と品質を強みに、

山形のまちづくりに貢献してきました。これまでも、これからも山形建設は総合建設業として、企画開

発から設計、施工、監理、更にリフォーム・リノベーションなど時代が求める建設事業におけるあらゆ

る領域をフォローし、社会やお客様のあらゆる要請に最適解を提供できる建設会社でありたいと考えて

います。

若手先輩社員からの

メッセージ

丹野杏哉

　平成30年4月

創業100年以上の実績や経験から成る技術を持った山形建設は、県民の皆さんからの信頼も厚いと思っ

ています。現場では測量や写真撮影、安全管理を行っています。また職人さんとの打合せを通じての作

業計画や工程の管理も任されています。先日、2年間にわたる高校の校舎建設工事が無事に完成したので

すが、仕事をやり遂げた瞬間の達成感は格別です。今後の目標は、現場代理人として大きな建設プロ

ジェクトを動かすことです。

担当連絡先

総務部庶務課 課長

近野 023-644-5208

k-konno@yamagatakensetsu.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和5年2月3日～4日、令和5年2月13日～17日

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（建築・土木系学科の方）

受入人数：各回、建築系2人・土木系2人の合計4人程度

10：00　オリエンテーション

10：15　会社概要説明

11：00　現場社員から現場の概要説明と仕事体験

12：00　昼食会

13：00　現場社員と仕事体験

16：00　総括

17：00　退社

※仕事体験内容は撮影補助、測量補助、施工図のチェック等を行って頂きます。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.24 株式会社升川建設
大切なもの、人、夢、自然…。

本社所在地
〒999-3511

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県西村山郡河北町谷地甲1083

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒151-0071

東京都渋谷区本町1丁目7-5（東京支店）

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

QR

ホームページアドレス http://www.masukawa.co.jp/

事業内容
建設工事の企画、設計、施工、地域開発、環境整備の各事業、不動産に関する事業

★土木・舗装・建築工事の施工管理が主な仕事です。

うちの会社ココがすごい！

創業明治元年の当社は、今年で創業155年を迎えた歴史ある総合建設会社です。永い歴史の中で培って

きた実績と信頼があり、売上高は県内トップを誇ります。また、東北・関東に対応できる組織体制が

整っているのも強みです。健康経営にも力を入れており、健康経営優良法人に認定されました。先輩や

上司へ気軽に話をしたり、相談できるアットホームな雰囲気です。

若手先輩社員からの

メッセージ

高橋　成畝

　平成・令和　　2年　　10月

会社説明会、インターンシップに参加した際の会社の雰囲気も良かったことから、入社を志望しまし

た。現在は道路補修工事の書類作成や測量などを担当しています。県内企業で働くことで友人と仕事の

話をすると、どこの工事かわかってもらえるのも嬉しいポイントです。休日は趣味の釣りやウインター

スポーツを楽しんでいます。仕事はとてもやりがいを感じますし、これからも地元で暮らす人々の生活

を支える仕事を続けていきたいです。

担当連絡先

総務部 主任

安達　香奈 0237-73-2233

k-adachi@masukawa.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 ６月～１月末まで（随時）

実施内容

○募集対象　　土木・建築を専攻する大学生、短大生

○実施日時　　１day～５日間まで（実習生の希望に合わせて実施します）

＜１dayインターンシップ例＞

・　９：００　本社集合　挨拶、担当者から説明

・１０：００　現場実習スタート(測量・丁張・墨だし・写真撮影・現場見学等）

・１２：００　お昼休憩

・１３：００　現場実習再開

・１４：００　実習日誌記入（現場担当者からのフィードバックあり）

・１７：００　本社に戻り挨拶、インターンシップ終了

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.25 東北電化工業株式会社
地域に貢献したい、形に残るやりがいのある仕事がしたい、電気の知識を身につけて手に職をつけたい方　大歓迎です！

本社所在地
〒990-2435

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形市青田三丁目9番18号

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

QR

ホームページアドレス https://www.tohoku-denka.co.jp

事業内容
総合電気設備工事業として一般住宅から、学校・病院・トンネル照明、工場やオフィスビル等の多種多

様な工事を通して、社会インフラ整備の一翼を担っています。

うちの会社ココがすごい！

　　～電気設備工事業界では県内はもとより東北地方のトップリーダーとしての売上高と人員規模を誇る～

当社で手掛ける電気設備工事は、オフィスビルや一般住宅のみならず、工場・美術館・学校・公園・催事（花笠

まつりイルミネーションアーチ）など身近なところに存在しています。

長年つちかってきた技術力と組織力を駆使し、「電気のコンシェルジュ」として電気設備の企画・提案・設計か

ら施工、アフターサービスまで、さまざまなシチュエーションに合った設備環境を提案しております。

若手先輩社員からの

メッセージ

青山　星菜

　平成・令和　　　30年　　　4月

人々の日常生活に欠かせないライフラインである「電気」というサービスを通し、地域社会の生活や産

業の基盤となるインフラの一翼を担う重要な仕事に誇りを持っています。

また、国家資格の取得や新しい技術の習得など、学ばなければならないことがたくさんありますが、

「文系・理系」関係なく技術と知識の両方を身に付けることが出来ます。

日々奮闘中の私ですが、お客様からの感謝や労いの言葉が私の仕事の大きなやりがいに繋がっていま

す。

担当連絡先

人事労務部

菊地　美咲 023-623-0611

jinji@tohoku-denka.co.jp

インターンシップ情報

実施日時

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入人数：随時

「現場実習」1day

●オリエンテーション：会社概要説明・電気設備業界のDVD視聴など。

●安全教育：現場実習にいく前に安全教育を行います。

●現場実習：担当者と実習現場へ行き、電気・設備工事現場実習、電気・設備施工

管理実習を行います。

●まとめ：1日の振り返りを行います。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.26 Ａ－Ｓｙｓｔｅｍｓ株式会社
「より良い明日を技術でつくる」

本社所在地
〒990-2473

山形市松栄1-3-8 山形県産業創造支援センター 213

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
G. 情報通信業

QR

ホームページアドレス https://www.a-systems.jp/

事業内容
主として、放送局の運用設備のソフトウェア開発

他、ＷＥＢ制作／ＥＣサイト運営

うちの会社ココがすごい！

開発したソフトウェアは、国内ＴＶ局の大半で使用しています。

大手企業との協力関係があり、継続的な開発案件、共同開発などがあります。

創業以来、連続で売上高を更新しています。

・昨年度実績

平均給与：約５４０万円

月平均残業：約６時間

平均年齢：約３７歳

若手先輩社員からの

メッセージ

長岡 友哉

　平成・令和　　　　　3年　　　　　4月

インターンシップに参加させていただいた際に、山形県でもソフトウェア開発をメインに仕事ができる

会社だと知り、また、インターンシップ中に何度質問をしても親切に対応していただいたことがこちら

の会社で働きたいと思ったきっかけでした。

業務で扱う分野の専門的な知識がなく不安な部分もありましたが、先輩方がサポートしてくださり、わ

からない部分は丁寧に教えてくださるので仕事がしやすい環境だと感じています。

担当連絡先

代表取締役

青木　淳 023-665-4025

aoki@a-systems.jp

インターンシップ情報

実施日時

実施内容 今ところ予定なし

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.27 ＴＰＲ工業株式会社
大手メーカーで多数採用！業界シェアNo.1の部品メーカー

本社所在地
〒990-0561

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県寒河江市中央工業団地1番地

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

なし

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://tpkk.jp/

事業内容
自動車や船舶、建機などの内燃機関に使用されるシリンダライナを研究・開発・製造しているメーカー

です。

うちの会社ココがすごい！

当社の主力製品であるシリンダライナは、日本国内のみならず、世界各国のメーカー様にも採用頂いて

おり、業界トップシェアを獲得しています。

社内では従業員が安全で健康に働ける環境を整備してきました。スマートフォンアプリを活用した健康

増進活動や、夏季には熱中症対策など福利厚生の充実にも取り組んでいます。

資格取得などひとりひとりのスキルアップも積極的にサポートしています。

若手先輩社員からの

メッセージ

大沼　颯

　平成・令和　　　　31　年　4　月

　学生時代に県内企業について調べる機会があり、自動車分野で世界トップシェアの企業ということで

注目しました。工場見学やインターンシップを通じ、シリンダライナメーカーの強みや、社員の方々の

様子を間近で体験できたことが決め手でした。

　企業研究セミナーをきっかけとして、是非当社の良さや強みについて知ってもらえたら嬉しいです。

担当連絡先

業務部総務グループ 担当

松田　貴文 0237-86-4131

takafumi.matsuda@tpr-global.com

インターンシップ情報

実施日時 2023年2月10日（金）　10:00　～　15:00

実施内容

募集対象：大学1～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入人数：6人程度

1day　TPR工業研究セミナー

●オリエンテーション：会社説明、商品の特徴について説明

●製造ライン見学：各製品の製造工程を紹介

●グループワーク：安全教育ワークショップ

●プレゼンテーション：資料作成、発表

●振り返り：フィードバックと質疑応答

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.28 アイジー工業株式会社
まっすぐに、建物を包むチカラ。

本社所在地
〒999-3716

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県東根市蟹沢上縄目1816-12

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.igkogyo.co.jp/

事業内容 建築用断熱外装材（屋根・壁）の研究開発、製造、販売を行っています。

うちの会社ココがすごい！

①研究開発、製造、販売を一貫して自社で行う業界シェアトップのメーカーです！

②1年間の新入社員研修を通して全部署の仕事が経験でき、会社全体を把握できます！

③アットホームな環境で社員が「明るく、楽しく、前向き」に仕事に取り組んでいます!

④賞与（ボーナス）：6.5か月支給（2022年度実績）

若手先輩社員からの

メッセージ

鈴木　陽平

2016年4月

チャレンジしやすい環境の会社です。資格の勉強や業務に関する外部研修には、積極的に後押ししてく

れます。また、上司・部下関係なく発言できる企業風土も当社の強みだと思います。設備系のチームに

配属された際には、電気配線や装置の動きをプログラムし、大学で学んだ電気の知識を活かせました。

責任も求められますが、部署内でも様々な経験が出来るためやりがいのある日々を過ごしています。

担当連絡先

総務部 人事チーム

竹中大記 090-9832-1862

jinji@igkogyo.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 2023年1月～2月開催　※内容は下記の通りとなります。

実施内容

【①山形会場】

◆日時：1月11(水)、1月25日(水)、2月7日(火)、2月17日(金)  ／　各回9:00～13:30※1day

◆内容：物件視察、会社説明、工場見学、ランチミーティング、若手座談会

【②仙台・東京会場】

◆日時：1月17(火)（仙台）、1月18日(水)（東京）　／　各回10:00～14:０0※1day

◆内容：物件視察、会社説明、営業活動紹介、ランチミーティング、若手座談会

【③WEB開催】

◆日時：1月6(金)、2月6日(月)　／　各回10:00～12:00※1day

◆内容：会社説明、ブランディング企画会議

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.29 エムテックスマツムラ株式会社
人と技術で無限の可能性に挑む企業

本社所在地
〒994-8501

山形県天童市北久野本1-7-43

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒999-4231

山形県尾花沢市北町2-2-2

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.mtex.co.jp/

事業内容 半導体事業・樹脂成型事業・装置事業・自動車部品事業の４事業を展開しています。

うちの会社ココがすごい！

超精密加工技術を中核に、半導体事業、樹脂成型事業、装置事業、自動車部品事業の４事業を展開して

おります。それぞれの事業を独立して運営する一方、互いの技術を融合させた新製品開発や高効率生産

ラインを自社独自技術で構築できることを強みとしています。

エムテックスマツムラは、変化や新しいものを柔軟に受け入れることのできる人材の育成、チームワー

クを大事にして、会社と社員が一緒に成長できることを目指しています。

若手先輩社員からの

メッセージ

茂木　俊樹

　平成・令和　　　29　年　　　4　月

小さい頃からものづくりが好きで、将来は製造業に関わりたいと思っていました。大学で学んだ半導体

部品の研究を通して半導体の製造に興味を持ち、この業界に進みたいと決めました。設計は自分で考え

た機構が実際に形になり、自分の設計通りに動いたときが一番楽しいです。

やはり自分で設計した装置は愛着があり、自分の手掛けた装置がお客様のもとで稼働しているととても

嬉しくやりがいを感じます。

担当連絡先

人事総務課

長谷川　亮 023-654-9059

saiyo@mtex.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和4年11月～令和5年2月　(対面：2日間　WEB：1日)

実施内容

募集対象：大学1年生～大学3年生、大学院1年生

受入人数：各回3名程度　（対面：理系対象　WEB：文理不問）

【対面】　　全日程2日（6hr/日）程度を予定しています。

《スケジュール》

★オリエンテーション　：　会社概要・事業紹介

★工場見学・体験　　　：　産業用装置の組み立て等の体験

　　　　　　　　　　　　　CADを使用しての図面作成体験　など

★座談会　　　　　　　：　先輩社員の仕事内容紹介、ものづくりの面白さ

★フィードバック

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.30 テクノクオーツ株式会社
ジーエルグループスローガン：道はひとつ、共に進もう。

本社所在地
〒164-0012

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

東京都中野区本町1-32-2

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒990-2338

山形県山形市蔵王松が丘2-1-4

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.tecuno-q.com

事業内容 半導体製造装置用石英ガラス製品シリコン製品の製造、販売

うちの会社ココがすごい！

・県内の製造業では数少ない東京証券取引所スタンダード市場に上場しています。

・2022年度3月期決算では、売上高・営業利益・経常利益ともに上場以来最高額を更新しました。

・賞与支給実績も過去最高水準です。

若手先輩社員からの

メッセージ

　Y.M

　平成・令和　　　　2年　　　　12月

・就活するにあたり、自分は人混みが苦手なので満員電車の通勤より車通勤の方が断然楽と思った。また首都圏

の方が初任給（賃金）は高いが、実家通勤の方が食費、住居費の負担（支出）が少ないと思った。

・会社選びのポイントは、大学で専攻した知識が活かせそうか、どうかを考えた。

・大企業と違って従業員の顔がわかる、役員との距離が近いところがいい。経営陣から直接話が聞ける。

・何をやりたいかを明確にして、周りに流されずに自分のイメージを大切に活動するといい思う。

担当連絡先

総務部 部長

齋藤　昌広 03-5354-8171

saito0422@techno-quartz,co,jp

インターンシップ情報

実施日時

実施内容

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.31 株式会社IBUKI
金型業界の風雲児

本社所在地
〒999-3511

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県西村山郡河北町谷地字真木160番地2

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://ibuki-mold.co.jp/

事業内容
射出成形用金型の設計・製造、各種プラスチック成形品の試作及び量産

微細な特殊加工の研究開発

うちの会社ココがすごい！

・世界有数の加飾技術

プラスチックの表面に模様を付ける「加飾」という技術を追求し、様々なデザインを実現しております。ぜひ一

度サンプルを御覧ください。

・自社製品の販売

通常の金型業務だけに留まらず自社ブランドの樹脂グラスを作成。

クラウドファンディングで成功を収めた後、現在も販売されており、

ふるさと納税の品としても取り扱われております。

若手先輩社員からの

メッセージ

岡田 昂大

令和　　　　２　年　　　　４　月

ものづくりを行う社員の姿に憧れて入社しました。

新人研修では設計から成形まで、半年かけて全工程を一通り学ばさせて頂き、

その上で正式な配属を決めるという流れでした。

職人の洗練された技術や知見を間近で教わりながら、

一緒に金型を作り上げられる事が魅力だと思います。

微細加工による加飾という技術も有り、感動を与える金型を作ることが出来ます。

担当連絡先

人事チーム チームリーダー

矢萩拓人 0237-72-7121

takuto.yahagi@ibuki-mold.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 休日、祝日を除く随時

実施内容

募集対象：学生全般

受入人数：各回、5人程度まで(申込みがある度調整)

会社案内　1day(1.5h程度)

●サンプル紹介：過去に作成した製品や技術サンプルの説明、閲覧

●工場見学：工場内を周り各設備や業務内容の説明

●社内システム：社内で開発している管理システムの説明

●質疑応答：全体を通しての質問に対応

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.32 株式会社デンソーＦＡ山形
山形から　世界へ

本社所在地
〒994-0057

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県天童市石鳥居2丁目1-57

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.denso-fy.co.jp/

事業内容 自動車関連メーカーを中心に、高品質・高性能な自動化生産設備の設計・製造・販売を行っています。

うちの会社ココがすごい！

◆山形から世界へ

　世界19ヵ国145社への納入実績があります。北米、中国を中心とした世界中のお客様のご要望にお応

えし、生産設備を提供するグローバル企業です。

◆健康経営優良法人～ホワイト500)～認定企業

　当社は社員とその家族の健康を重要な経営資源の一つと捉え、健康経営に積極的に取り組んでお

　ります。山形県内に本社を置く企業としては３年連続唯一のホワイト500認定企業です。

若手先輩社員からの

メッセージ

種本 美紀

　平成・令和　　　　30　年　　　　4　月

進学して他県の大学に通っていましたが、いずれは地元に帰ってこようと考えていました。

会社説明会を通して、将来を見据えて勤められる会社であると感じ、Uターンを決めました。また、先輩社員との

座談会で、仕事が好きで楽しく働いているというのが表情から伝わり、私もこの会社のメンバーになりたいと思

い志望しました。

実際に入社してみると、教育制度やOJTの充実、社員を大切にしてくれる風通しの良さを実感しています。山形で

就職する魅力は、満員電車通勤のストレスがなく、自然が身近にあることです。四季折々の豊かな表情を感じる

ことができ、リフレッシュしながら仕事に取り組むことができます。

担当連絡先

人事課

高橋 ひかり 023-655-5477

dnfy-jinji@jpgr.denso.com

インターンシップ情報

実施日時 令和4年12月21日(水)、令和5年2月2日(水)

実施内容

【理系限定】自己分析ができるデンソーＦＡ山形仕事体験

　募集対象：大学３年生、大学院１年生

　受入人数：各回、6人程度

　～内容～

　○工場見学

　○若手社員との座談会・ディスカッション

　○昼食

　○自己分析ワーク　※フィードバックあり

　　当日は自己分析のプロ、キャリアカウンセラーの先生がいらっしゃいます。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.33 株式会社ハッピージャパン
先進技術のその先に、世界の人々の幸せを。

本社所在地
〒990-2251

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形市立谷川三丁目3515番地

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.happyjpn.com/

事業内容
家庭用ミシン、工業用刺しゅう機、ICハンドラー、FA装置、食品機械等の設計開発、製造、販売、修理

等

うちの会社ココがすごい！

当社は家庭用ミシン製造から始まり、そのノウハウを多方面に展開し、今の多種多様な製品の取り扱い

となりました。山形でもいち早く海外に進出し、一時はミシン輸出台数が日本全体の約27%を占めたこ

ともあります。創業から本社を移すことなく山形に拠点を置き、業界最速の追求など、常に業界のトッ

プを目指しています。この製品と言えばハッピージャパンと言われるような信頼と実績を残せるよう、

今後も努力を続けて参ります。

若手先輩社員からの

メッセージ

鈴木 良文

　平成・令和　　31年　4月

私は県外の大学(工学部)に進学しましたが、将来は地元に貢献したいと思っていたので、山形の企業で

あり、生産用の自動化装置の設計が面白そうだと思った当社を選びました。お客様の要望を実現しつ

つ、作る人の難易度も考えて設計しなければならないので、時には苦労もありますが、思い通りに組み

上がり、機械が動いた時にはとても達成感を感じられます。仕事は様々ありますが、皆さんも是非やり

がいのある仕事を見つけて下さい！

担当連絡先

総務課

菅井 冴織 023-686-2272

hpj.saiyo@happyjpn.com

インターンシップ情報

実施日時 2023年1月～2月の1day(未定)

実施内容

募集対象：大学３年生、大学院１年生の機械系・電気系を専攻している学生

受入人数：各回、2人程度

内容：機械メーカーを知る１day(仮)

●会社概要説明、工場見学、仕事紹介

●ワーク：自社製品のミシンやICハンドラーを通して機構を学ぶ

●振り返り：フィードバック、質疑応答

上記はあくまで例です。募集内容が確定しましたら、当社HPに掲載いたします。

長期でのインターンは夏に実施の予定です。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.34 株式会社 管製作所
モノづくりの未来を創ります

本社所在地
〒994-0054

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

　　山形県天童市荒谷堂ノ前1000-28

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス http://www.kan-mf.co.jp/

事業内容
CNC高圧洗浄機、専用洗浄機、専用工作機械、組付機、食品機械、省力化機械、治工具の

設計、製作、販売

うちの会社ココがすごい！

・当社は独自に開発したＣＮＣ高圧バリ取り洗浄機をはじめとした産業機械を設計、製作から販売まで

一貫して行うエンジニアリング会社です。

・山形県内では自社ブランドを有する数少ないメーカーです。

・当社製品は、自動車・建設機械関連のお客様を中心に、国内はもとより、世界各国にてご利用いただ

いております。

若手先輩社員からの

メッセージ

　　矢萩　郁磨

　　令和　元　年　１０　月

私は卒業後山形にUターンする予定で学生生活を送りました。卒業後も就職が決まらずにいたところ、管

製作所に応募し就職することができました。山形に就職してみて、都会の大企業の一歯車で働くより、

小さいながらも管製作所の営業として期待されて働くのは充実感があります。苦労もありますが、当社

は全国および海外展開しており、大手ユーザー様と直接取引できるのは自分の成長につながり仕事の満

足度がとても高いです。

担当連絡先

総務課 課長

長岡　聡 023－655－6100

s_nagaoka@kan-mf.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 随時相談に応じます。

実施内容

インターンシップ（実習）内容

　　機械加工：加工機を使用し部品等の加工作業

　　機械の組付け：洗浄機等の部品の組付け作業

　　機械設計：ＣＡＤを使用し部品図の作図作業

　　電気設計：ＣＡＤを使用したハード設計作業など

工場・会社の見学だけでもＯＫです。

期間・時期・実習内容：相談に応じます。

お気軽にお問い合わせください。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.35 株式会社　山形メイコー
車載基板メーカー売上世界No.1!　2023年度「天童新工場」稼働予定！

本社所在地
〒999-3511

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県西村山郡河北町谷地字真木250

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス
https://www.meiko-elec.com/

事業内容
電子回路基板の製造会社です。基板は電気で動く製品全てに使用される電子部品で、皆様の生活を支え

ます。

うちの会社ココがすごい！

■「モンテディオ山形」のプラチナパートナーの一員です！

　応援を通じ地域の発展や住みやすい街づくりに貢献します。

■「天童新工場」建設中！

　　国内の拠点拡大！コンセプトは＜エコスマートな工場＞

■「YU-SDGsパートナー」に加入

　豊かな幸せを実感できる山形県つくりを実践します。

若手先輩社員からの

メッセージ

阿部　滉祐

　平成・令和　　　3年　　　4月

私は技術課所属の２年目の社員です。電子機械を専攻し、基板を学んだ事を期に、入社を決意しまし

た。日々の業務は「品質改善」を担当しております。不良を調べる→原因を追究する→対策を講じる。

製品によって答えが異なり、いろいろな体験が出来きる。そんな刺激的な仕事で、楽しい会社生活を

送っております。

いろんなことに挑戦されたい学生さんは、是非一緒に働きませんか！

担当連絡先

総務課 課長・主任

齋藤・水戸・鈴木 0237-73-4515

saiyo.ya@meiko-elec.com

インターンシップ情報

実施日時

実施内容

工場見学を随時承り致します！

その際は、お電話又はメールにてご予約をお願い致します。

上記担当連絡先に、「工場見学希望」とお伝え頂ければと思います。

◎お気軽にご連絡下さい！

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.36 株式会社長栄精密
社員の幸せがすべての原点

本社所在地
〒990-2251 山形市立谷川２－１５９３

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

ホームページアドレス https://www.tyoei.co.jp/

事業内容
　機械加工　印刷機や工作機械、建設機械等の心臓部ともいえる精密部品の加工及び組立　また半導体

装置部品の製造

うちの会社ココがすごい！

高精度の加工技術と組立まで一貫したモノづくり、および多品種短納期で独自の優位性を築き、地域に

なくてはならないオンリーワン企業となることを目標に日々社員が研鑽を積んでおります。

当社には社員の成長を支援する仕組みがあり、社員同士が兄弟姉妹のような関係で教えあう文化があり

ます。安心して先輩に聞ける風土で、スペシャリストとして技を磨き、それぞれの達人が連携しつつ最

高のものづくりを目指しています。

若手先輩社員からの

メッセージ

小林 直史

　平成　３１年３月

　入社４年目、研削係所属の小林です。研削は最終工程であり、１つの製品が「完成」するところを間

近に感じられる部署です。

　紙幣の印刷機に使われる部品も製造する事もあり、山形だけでなく全国に関わる仕事ができる事は自

分でも誇りに思っています。

　自分が今この会社で働いているのは高校生の時のインターンシップでの出会いがあったからです。皆

さんもこれから巡ってくる１つ１つの出会いを大切に就職活動をしていって下さい。

担当連絡先

総務部 常務取締役

井上日登美 023-686-2033

h.inoue@tyoei.cp.jp

インターンシップ情報

実施日時 応相談（ご希望の時期をご連絡ください。）受入日数３～５日間

実施内容

知る！　～　一流の技術者との交流を通じて現場のリアルを知る！

見る！　～　山形県トップクラスの最新・充実の設備！工場に潜入

　　　　　　ミクロン単位を追求する金属加工の現場で充実の設備機械の

　　　　　　迫力を体感して頂きます。

やってみる！　～　ー旋盤・マシニングセンタ・複合機・仕上・歯切・

　　　　　　研削・組立・CAD,CAMー先輩技術者のアドバイスをもとに

　　　　　　「機械加工」をの一連の流れを実践、技術体験を行っていた

　　　　　　だきます。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.37 斎藤マシン工業株式会社
製品のこと　休みのこと　仕事のこと　なんでも聞いてください！

本社所在地
〒994-0057

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県天童市石鳥居2-2-64

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.m-saito.co.jp/

事業内容 真空装置部品、食品関連機械部品および電子顕微鏡などの電子応用装置部品の機械加工と組立

うちの会社ココがすごい！

◆造るものは多種多様！

電子顕微鏡や半導体関連装置の部品から、食品工場で使用されるような機械の部品まで、様々なものを

造っています。社会の発展を山形から支えています。

◆勤務時間を自分で決められる！

通常の勤務時間は8時～17時ですが、前日申請で「6時～15時」「9時～18時」のように変更可能！。通

院や子供の送迎など私的な理由でもOKです。

若手先輩社員からの

メッセージ

土屋　琢磨

令和　4年　4月

【斎藤マシン入社の決め手】

以前から機械加工に興味があり、この会社だったら学校(高専)で学んだことを生かせると思い入社を決めました。

【斎藤マシンの魅力】

先輩方からの丁寧な指導で、機械加工の知識や技術を向上できる点です。また、自分が加工した部品が製品とし

て使われていることに達成感を感じています。

さらに、社内にドリンクバーがあったり、独自のフレックス制度があったりと他社にはない特色が魅力だと思い

ます。

担当連絡先

総務課

吉田智善 023-655-4151

t-yoshida@m-saito.co.jp

インターンシップ情報

実施日時

実施内容

下記QRコード「山形仕事ラボ」よりお問い合わせください。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

      No.38
おいしい！を創ってます。三和缶詰

本社所在地
〒990-0493  山形県東村山郡中山町長崎229-2

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

本社工場　〒990-0493  山形県東村山郡中山町長崎229-2

天童工場　〒994-0069  山形県天童市清池東1-4-1

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.y-sanwa.co.jp/

事業内容
缶飲料（一般缶・ボトル缶）・スパウト付パウチ飲料・

加工食品（パウチ・カップ・缶・瓶詰等）の生産・販売

うちの会社ココがすごい！

お店や自動販売機で､よく目にする 大手ブランド 様の製品を数多くＯＥＭ生産しております。

缶詰のみならずパウチ、カップ、BIB（バック・イン・ボックス）、スパウト付パウチなど多岐にわたるパッケー

ジに対応する製品にも取り組んでおります。

お客様に安全で美味しいものをお届けするにはどうすればよいかを常に考え、商品を手にとってくださったお客

様に喜んで頂くことが私たちの使命です。

これからも市場が求める商品を積極的に製造・開発し、「お客様の喜びづくり」への挑戦を続けています。

若手先輩社員からの

メッセージ

羽角　真歩

　平成　29　年　4　月

三和缶詰では介護食も製造していると知り、興味を持ちました。

大学で食品と香りについて学んできたので、専門性を活かせそうな三和缶詰に入社することを決めました。業務

内容は新製品の試作です。はじめは、覚えることが多く先輩方についていくのが精杯でした。今では専門的なこ

ともある程度理解できるようになり、仕事が面白くなってきました。

今までの仕事で印象に残っているのは甘酒の試作です。様々な条件で甘さの検証を行いました。私は、試作に没

頭している時にやりがいを感じます。

今後は、自分が開発した商品を製品化し、たくさんの人のもとに届けたいと思います。

そのために、日々、様々な事を吸収しながら研究・開発をしていきます。

担当連絡先

総務部 総務課

佐藤　公彦 023-662-3101

kimisato@y-sanwa.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 1day:1月12日､1月25日　3day:1月16日～1月18日､1月30日～2月1日

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入人数：各回、4人程度

■1day「仕事体験」

　●オリエンテーション：会社説明、生産品について説明、工場見学

　●仕事体験：作業担当者と質疑応答

■3day「開発・生産体験」　※1dayにプラス

　●開発体験：商品開発を通して製品化の流れを確認

　●パウチ・カップ・スパウチ付きパウチ飲料・缶飲料の調合・充填・殺菌・

　　箱詰めの各工程の生産現場で管理基準やオペレート作業を体験

　●振り返り：フィードバックと質疑応答

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.39 東北パイオニア株式会社
自社ブランドからOEMまで スピーカーづくりのマイスター集団！

本社所在地
〒994-8585

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県天童市大字久野本字日光1105

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス http://pioneer.jp/topec/

事業内容 当社は世界トップシェアを誇るスピーカー、アンプや音響ソリューションを手掛けています。

うちの会社ココがすごい！

・当社のお客様は全世界！山形にいて、海外との仕事ができるグローバル企業です。

・「carrozzeria」 日本でトップシェアを誇る自社ブランド製品を手掛けています。

・在宅勤務を取り入れた働き方を実施中！様々な働き方を可能にしています！

若手先輩社員からの

メッセージ

野村　晃成

　令和　4年　3月

私は、自身の興味関心がある製品や活動、サービスを主におこなっている企業で働きたいと考えていま

した。そこで、私の好きな音楽と車にまつわるものづくりの会社を探し、インターンシップに参加した

ことが、東北パイオニアを志望するきっかけとなりました。インターンシップでは、当時堅苦しいと

思っていた就職活動を覆す、暖かな雰囲気で始まり丁寧な説明や社員からのフォローアップをうけたこ

とで、ここで働きたいと思いました。

担当連絡先

人事室

吉田　実代 023-654-9105

jinji.www_tpc@post.pioneer.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 2022年12月～2023年2月の期間におこなうインターンシップ

実施内容

【対面・WEBを実施】最高級の「音」にこだわるものづくりのを体験！

◆対象：理系対面（２Days）、文系対面（１Day）、文理WEB（１Day）

◆日程：2022/12～2023/02期間　リクナビサイトで予約可能

◆実施内容：①会社概要説明、②施設紹介見学（対面：社内見学/WEB：動画）、③ものづ

くり体験（実際のスピーカーやクラフトスピーカーキットを用いて作成します）、④スピー

カー紹介（仕事内容や仕組み）、⑤グループワーク（製品企画）、⑥若手社員との座談会、

⑦振り返り、など

※プログラム内容は変更になる可能性もありますのでご了承ください。

※先輩社員からのフィードバックもあります！　お気軽にご参加下さい！！

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.40 日東ベスト株式会社
山形から全国へ！日東ベストは美味しさと笑顔をお届けします。

本社所在地
〒991-8610

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県寒河江市幸町4-27

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス http://www.nittobest.co.jp/

事業内容 調理済冷凍食品・チルド食品・レトルト食品・缶詰・日配食品の製造販売

うちの会社ココがすごい！

◆業界トップクラスのシェア

主力商品である、トンカツ、牛丼、ハンバーグ、麺類、デザートは業界トップクラスのシェアを誇りま

す。山形県内に8つの自社工場を持ち、アレルギー対応商品を製造できる専用工場を有しています。

◆山形から全国各地へ食で貢献

支店を国内主要都市に置き、全国各地をカバーしているため、北海道から沖縄まで当社製品を使ってい

ただき笑顔を届けています。山形から全国各地に食で貢献できる点は、当社の魅力の一つです。

若手先輩社員からの

メッセージ

板垣政郁

　平成・令和　　　　　28年　　　　　4月

大学時代、旅行に行く中で「食」の魅力に惹かれました。「美味しいものを食べればみんな幸せにな

れ、美味しいものをあげればみんな笑顔になれる」と思います。中でも当社には、高い技術力や開発力

があり、美味しいものを無限に作ることができます。そのようなものを食べて研究し、自分も作りたい

と思うようになり、「食べることを仕事」にしてみたいと思いました。

また、従業員全員の温かさも大きな決め手です。とても面倒見が良く、個々の能力や性格を理解してく

ださる方がとても多くいます。そのため、自分の意見や要望もよく通り、やりたいことがあれば色んな

ことに挑戦できる、そんないい会社です。

担当連絡先

総務人事部 人事課長

堀野裕之 0237-86-2100

infojj@nittobest.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 2022年12月10日（土）、2022年12月16日（金）

実施内容

【１２月１０日 （土）オンライン開催】

◎事前課題のフィードバック

◎食品業界、仕事内容の説明

◎工場紹介（動画にて）

【１２月１６日（金） 対面開催】

◎食品業界、仕事内容の説明

◎工場見学及び製品試食

◎先輩社員との交流会

◎グループワーク

※コロナ感染状況により、内容が変更となる場合がございます。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.41 米富繊維株式会社
日本の地方ファクトリーのあるべき姿／進化する老舗を問い続ける

本社所在地
〒990-0301

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県東村山郡山辺町山辺1136

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.yonetomi.co.jp/

事業内容
1952年創業。OEM/ODM/自社ブランドの3事業でオリジナル性の高いニット製品の企画･製造･販売を手

掛けています。

うちの会社ココがすごい！

自社内にニットテキスタイル(編地)開発部門を擁し、これまでに開発したテキスタイルのアーカイブは数万枚を超

える。45年以上に渡るニットテキスタイルの開発技術は世界でも類を見ないクオリティを実現。その技術を基に

素材開発から商品開発、量産に至るまでを一貫して山辺町の自社ファクトリーにて行い、OEM/ODM/自社ブラン

ドの3事業を柱に企画・生産・販売を手掛けている。自社ブランドは、COOHEM(コーヘ

ン)/THISISASWEATER.(ディスイズアセーター)/Yonetomi(ヨネトミ)を展開し、2022年8月本社工場内に初の

直営店Yonetomi STOREをオープンさせた。

若手先輩社員からの

メッセージ

有路涼香

令和　3年　4月

山形県内の高校を卒業後、山形県外の服飾系専門学校へ入学し、服飾について学ぶ中で就職は地元に

戻ってファッションの仕事に就きたいと考えていました。実際に入社して1年以上が経ち、現在は縫製の

部署で日々リンキングミシンを使って縫製をしたり、編地の裁断をしたりしてモノづくりに携わってい

ます。縫製をする中で難易度が高い商品もあるので、縫うのが難しいものもありますが綺麗に縫えた時

は達成感があります。また、モノづくりだけではなく今年オープンした直営店で接客もしているので、

直接お客様に自分たちの作った商品を販売でき、工場でのモノづくりとお店での接客両方で働けている

点を魅力的に感じます。

担当連絡先

管理部　総務広報

鈴木麻里 023-664-8166

info@yonetomi.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 要相談

実施内容

募集対象：大学・短大・専門学校

受入れ日数：1週間　※要相談

内容:ニット製造工程の一部に携わっていただきます。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.42 株式会社プレステージ・インターナショナル
庄内イチ働きやすい会社を目指して！

本社所在地
〒102-0083

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

東京都千代田区麹町2-4-1　麹町大通りビル14階

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒998-0102

山形県酒田市京田4-1-1

業種

※プルダウンから選択してください
R. サービス業（他に分類されないもの）

QR

ホームページアドレス http://www.prestigein.com/index.html

事業内容
BPO事業を展開。クライアント企業に代わり、お客様のお困りごとに対し、お電話でのサポートを行っ

ております。

うちの会社ココがすごい！

・カフェテリアやフィットネススタジオ、研修施設など福利厚生施設が充実しており、従業員が安心し

てイキイキと働けるような環境づくりにこだわっています。また、社会人(未経験)のスタートからキャ

リアアップまで手厚いサポートがあり、楽しみながら成長を感じられます。※若者応援宣言企業、H27

年度「山形県ワークライフ・バランス優良企業知事表彰」

・当社事業所は従業員の8割が女性。企業内保育園を併設したり、女子バレーボールチームを　運営した

りなど、働く女性を会社全体で応援しています！

・事業所内の平均年齢は35.9歳と若年層が多く活躍しています！

若手先輩社員からの

メッセージ

照井　穂香

　平成・令和　　　　4　年　　　　4　月

県外の大学在学中に一人暮らしの苦労を体感し、将来は家族や地元の友達が居て安心できる地元に戻る

ことを決めました。就職活動中に今の会社の話を聞く機会があり、従業員が快適に過ごせるような職場

環境づくりに力を入れており、福利厚生が豊富で休みも取りやすいと知り入社を決意しました。入社後

は覚えることが多く苦労しましたが、メンター制度や研修制度など先輩方からのサポートもあり、今は

日々自身の成長を感じています！

担当連絡先

山形管理部　山形人事 採用担当

渋谷　香音 0234-41-0969

saiyo_SKT@prestigein.com

インターンシップ情報

実施日時 【2022】12/15、12/22、1/11、随時　【2023】2/13～2/17

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院生（理系・文系問わず）

受入人数：各回5～10人程度

◎「カスタマーサービス体験」1day（WEBあり）

　業界・会社説明、オフィス内ツアー、オペレーター模擬体験

　先輩社員や役職社員との座談会、自己分析ワークショップ 等

◎「スキルアップセミナー」1~2days（WEBあり）

　ビジネスマナーから就活に役立つ自己PRの仕方など学べるセミナー

◎「マネジメント体験 」5days

　1day内容＋ビジネスマナー講座、チームプレゼンテーション

※全プログラムの最後には社員によるフィードバックあり！

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.43 株式会社フジワーク山形事業所
[働く]のプロがいる。人とともに、50年。

本社所在地
〒530-0011

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

大阪市北区大深町３番１号グランフロント大阪タワーB16階

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒997-0015

山形県鶴岡市末広町６番１号

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.fujiwork.co.jp/

事業内容 マニュファクチュアリングサービス事業、製品開発事業、不動産開発事業

うちの会社ココがすごい！

総合人材サービスを通じて、プロフェッショナル人材の能力開発、キャリア開発、請負組織対応力の強

化、プロの製造組織としての品質の強化にも注力しております。

現場での職務経験を積んだ後には生産管理・品質管理責任者へとステップアップを目指していきます。

若手先輩社員からの

メッセージ

井上　陵

　平成・令和　　　3　年　　　4　月

私たちの仕事は装置の保守保全メンテナンス業務です。

入社前は不安もありましたがkrん集を重ねるうち少しづつ自身がつきました。

良い製品を供給するためにも今後も更に技術を身に着けるため目標を高くもち頑張っています！

担当連絡先

山形事業所 採用

板垣優子 0120-52-2209

itagaki-yuko@fujiwork.co.jp

インターンシップ情報

実施日時

実施内容

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.44 株式会社セノン
「誠実」「厳正」「協和」を合言葉に、抜群のチームワークを発揮

本社所在地
〒163-0416

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング16F

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13 仙建ビル3F

（山形空港ビル内に山形出張所あり）

業種

※プルダウンから選択してください
R. サービス業（他に分類されないもの）

QR

ホームページアドレス https://www.senon.co.jp/

事業内容
警備業（常駐警備、機械警備、空港警備業務）、ビルメンテナンス業務、地下鉄駅務業務、その他関連

業務

うちの会社ココがすごい！

①創業53年の信頼

取引先が2万社以上！創業から黒字決算を継続し、安定した事業展開を行っています。

②人の心が見える警備

セノンの警備はサービス業という側面が強く、来訪される方々とコミュニケーションをとりながら、安全で快適

な施設空間の実現を目指しています。

③社員のキャリア形成支援「キャリアアップ制度」

一定期間の警備業務を経験後、社内試験を受験して事務職への配置転換が可能。

若手先輩社員からの

メッセージ

平松 由吏

　令和　　　　　2年　　　　　4月

警備と聞くと厳しく硬いイメージがあるかと思います。実際、私も入社する前まではそう思っていまし

た。

しかし、入社してからは接客要素の強い業務に良い意味でのギャップを感じた他、仲の良い同期やフレ

ンドリーな先輩方のおかげで職場も明るい雰囲気で、入社前に抱いていたイメージが覆されました。分

からないことがあっても、先輩方が優しく丁寧に教えてくれるので、業務に安心して取り組むことがで

きています。

担当連絡先

リクルートマネジメントセンター チーフ

成田 理恵 022-262-1335

jinzai@senon.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和4年12月20日、令和5年1月12日、1月18日　各日13時～15時

実施内容

募集対象：2024年3月卒業見込の方

受入人数：各回、10人程度

「オンラインでもセキュリティ業界がよくわかる！」

●業界・企業説明

　警備業界と当社の事業内容についてわかりやすく説明します。

●警備の仕事を疑似体験

　保安検査業務や常駐警備業務でお客様対応を模擬体験。

　入社2～3年目の先輩社員メッセージもご紹介します。

●質疑応答

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.45 株式会社ミウラカーズ・ワン
目指せ　地域No.1の車屋！

本社所在地
〒997-0056　

山形県鶴岡市中野京田字大坪5番地

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
I. 卸売業、小売業

QR

ホームページアドレス http://www.miura-cars.com

事業内容
新車販売・中古車販売・鈑金塗装・各種保険・ロードサービス・新車販売ジョイカル・

車検のコバック鶴岡インター店

うちの会社ココがすごい！

◎SDGｓミウラカーズ・ワンの取り組み◎

子供たちに学びを支援する【小中高等学校の職場体験受入れ】

就職体験の場をつくる【大学生、Ｉターン者のインターンシップ受入】

若手社員が定着する職場づくり【メンター制度により若手社員が相談しやすい環境づくり】

健康で安全に働ける職場づくり【健康経営優良法人で健康で活き活きと働ける環境づくり】

社会参加機会の提供【災害ボランティア活動・地域交流会参加・地域の学校への寄贈】

◎平均年齢29歳！楽しいスポーツレクレーション、倶楽部活動多数あり

若手先輩社員からの

メッセージ

半田　涼佳

　平成・令和　3年　4月

私は幼少期から女子サッカーでゴールキーパーをし、高校、大学も親元を離れ、サッカーで

全国優勝を目指し頑張ってきました。離れて生活していく中で、家族のありがたさ、故郷の

温かさを感じるようになり、地元へ就職することに決めました。スポーツで培ってきた「

目標達成意欲」「協調性」「積極性」「仲間を守る」という経験を活かさずには勿体ない！

と「営業職」という道を選びました。沢山の企業の説明会に参加しましたが、ミウラカーズ・ワンの笑顔はNo.1

です！営業は高い能力が必要ですが、「なんでも話せる、チャレンジできる、一緒に成長できる」人たちがい

る、という点でミウラカーズ・ワンに決めました。

来春にはまた新しい後輩ができるので、共に働くのを心待ちにしている日々です。

担当連絡先

人事課 係長

青木美保 0235-26-7900

miura-cars.ck2@cap.ocn.ne.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和5年1月12～13日　1月19～20日　1月26～27日　※日時要相談可

実施内容

◎地域密着型街のクルマ屋さん　2day体験◎

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入れ人数：各回10人程度

●オリエンテーション：業界・企業・仕事について、概要を紹介

●試乗車同乗体験　最新の国産車に同乗いただき、メーカー比較

●コンサルティング営業　模範営業の体験

●店舗実習　営業職に密着。上司との打ち合わせや実際の接客、

商談シーンを間近でご覧いただきます

●若手社員との交流会＆質疑応答

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.46 株式会社荘内銀行
一人ひとりの情熱と知恵と挑戦で、東北を幸せと希望の産地にします。

本社所在地
〒997-8611

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

鶴岡市本町1丁目９－７

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
J. 金融業、保険業

QR

ホームページアドレス https://www.shonai.co.jp/recruit/newgraduate/index.html

事業内容 地元企業の課題解決・成長支援、個人のお客さまの夢の実現をサポートする、コンサルティング業務。

うちの会社ココがすごい！

多様化する企業のニーズに対応するため、コンサルティング機能を強化しています。お取引先の経営ビ

ジョンを共有させていただき、融資、販路拡大、人材紹介、業務効率化・DX、事業承継・M&Aなど総合

的なソリューション提案を通じて中長期にわたる経営をサポートしています。育児休業取得率は男女と

もに100％を達成するなど、従業員がワークライフバランスを取りながら安心して働くことができる環

境づくりにも注力しています。

若手先輩社員からの

メッセージ

K.S

　令和　　　　　２年　　　４月

当行で働く魅力は、地域の活性化に貢献しながら、自分自身も成長し続けられる環境が整っていること

です。手厚い研修カリキュラムや、興味のある部署や外務専門機関へ自ら希望し挑戦できる制度など、

自分のキャリアビジョンを全力でサポートしてくれます。また、お客さまから難しい相談を受けた際に

は、上司や本部に相談しながら一緒に考えます。自分一人ではなく、チームで専門性の高い課題を解決

する姿勢は当行の強みです。

担当連絡先

人事管理室 アシスタントマネージャー

中村 0235-28-2419

saiyo@fidea.co.jp

インターンシップ情報

実施日時
　【山形会場】2023年2月8日（水）、2月16日（木）【仙台会場】2023年2月2日（木）、2月15日（水）

　【東京会場】2023年2月12日（日）

実施内容

業界・企業研究に加え、就職活動直前の面接対策、フィデアグループの地方創生を深く理解するグループワーク、先輩行員との座談会など、内容充実の１Dayプログラ

ムを開催いたします。

【 プログラム内容 】

　◆業界企業研究

　◆プロジェクト審査！（グループワーク）

　　フィデアグループで行う地方創生プロジェクトの中から

　　ベストプラクティスを決定しよう！

　◆先輩行員との座談会

　◆面接対策について

【開催日程】10：00～17：00

　◆山形会場（荘内銀行山形ビル5階中会議室）

　　2023年2月8日（水）、2月16日（木）

　◆仙台会場（仙台マイナビルーム）

　　2023年2月2日（木）、2月15日（水）

　◆東京会場（ﾌｨﾃﾞｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ東京事務所）

　　2023年2月12日（日）

【予約方法】

　ご参加を希望される方は予約制ですので当行会員制ページ「MyPage」へ登録いただきご予約をお願いいたします。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.47 株式会社ＳＩＧ
挑戦者の数だけ可能性が広がる

本社所在地
〒102-0073

東京都千代田区九段北4-2-1市ヶ谷スクエアビル8階

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒998-0044

山形県酒田市中町2丁目5-10　酒田産業会館２階

業種

※プルダウンから選択してください
G. 情報通信業

QR

ホームページアドレス https://www.sig-c.co.jp/

事業内容
システムインテグレーション／ソリューション販売

ITインフラソリューション／セキュリティ

うちの会社ココがすごい！

顧客のシステムニーズに応える技術と30年の実績をベースとして、DX対応を含めた、各業態のあるべき

姿のシステム支援を提供できることを強みとしています。当社は2021年10月1日より、持株会社（ホー

ルディングス）体制へ移行としました。(株)SIGは(株)SIGグループ【スタンダード市場】のグループ会

社として、ITを通じた課題解決に積極的に取り組むことにより今後も社会貢献に努めてまいります。

若手先輩社員からの

メッセージ

　佐藤　果奈

　令和　４年　９月

私が当社へ入社したのは、ITの力で少子高齢化の進む酒田を支え、私自身そういったモノづくりに携わ

りたいと思ったからです。実際に働いてみて、IT業界が未経験の私でも充実した研修でスキルが身につ

いています。プログラミングと聞くと難しく感じますが、自分が開発したものが地方創生に関わると思

うととてもワクワクしています。地方創生に興味のある方、チャレンジ精神あふれる方と一緒に働ける

ことを心待ちにしております。

担当連絡先

人事総務部 採用担当

中村　莉子 03-5213-4442

saiyou@sig-c.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和4年12月23日、令和5年1月27日、令和5年2月10日

実施内容

★【WEB開催】～初心者大歓迎～システム提案を体験しよう！★

　募集対象：大学3年生、大学院1年生（理系・文系問わず）

　受入人数：各回5人

　実施内容：SE・PGの仕事説明／仕事の流れ（工程）説明

　　　　　　テーブルゲーム形式でシステム提案を体験

　　　　　　SEの１日をご紹介！

　　　　　（先輩社員の体験談／この仕事に向いている方はこんな方！

　　　　　　キャリアアッププラン／仕事のやりがいや厳しさ）

　　　　　　振返りシート記入／発表／まとめ

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.48 株式会社サンテック
ものづくりで、豊かな社会の発展に貢献します。

本社所在地
〒997-0011

山形県鶴岡市宝田3丁目6-1（鶴岡東工業団地）

その他所在地（櫛引工場）

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒997-0334

山形県鶴岡市丸岡字町の内310-1（櫛引西工業団地）

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス http://www.yamagata-suntec.co.jp/

事業内容 半導体関連装置・電子顕微鏡・航空機・各種分析機器等における精密部品の機械加工及びユニット組立

うちの会社ココがすごい！

世界中で必要とされている半導体を作るのに欠かせない装置の部品を製作している。

その他にも医療機器、分析装置、航空機関連等、多種多様な顧客との取引がある。

0.01ミリ単位(髪の毛一本の太さが約0.1ミリ)の寸法精度にて加工している。

新人教育に力を入れており、未経験者でも基礎から教育を受けることができる。

毎年技能士試験の合格者を出している。

若手先輩社員からの

メッセージ

高橋　夕太

　平成・令和　　　　　21年　　　　　5月

地元就職をする際、工場見学にて仕事内容に興味を持った事がきっかけ。

多品種少量生産の為、毎日同じ事の繰り返しではない事に魅力を感じた。(製品の形状も様々)

厳しい寸法精度を出し、製品が完成した際の達成感は流れ作業の工場では味わえないと思う。

新しい事にも積極的にチャレンジできる職場環境ですので、手に職を付けたい！日々チャレンジしたい!

という方は是非工場見学に来てみて下さい。

担当連絡先

工場長

伊藤 一廣 0235-23-0377

k-itoh@yamagata-suntec.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和5年は、3月以降ご相談の上随時

実施内容
インターンシップ希望職種に応じ計画します。

（実施期間：最長5日間程度）

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定

本社

櫛引工場
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.49 オリエンタルモーター株式会社
Movement　君が動けば、世界が動く。

本社所在地
〒110-8536

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

東京都台東区東上野4-8-1

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒997-0011

山形県鶴岡市宝田1-13-30

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.orientalmotor.co.jp/recruit/

うちの会社ココがすごい！

オリエンタルモーターの製品は駅の自動改札、銀行のＡＴＭや回転寿司のレーンなどの身近な動きか

ら、病院の検査装置、電子機器に使われる半導体製造装置、電子部品検査装置といった最先端技術ま

で、さまざまなシーンで活躍しています。

動力用・制御用・冷却用など５０，０００種類以上の製品を取り揃え、長年蓄積された技術力、きめ細

やかな営業力、国内外の幅広い販売網で世界中のあらゆる「動き」のニーズに応えています。

若手先輩社員からの

メッセージ

八重樫志保

7年目

地元庄内に戻って働きたいと思い志望しました。会社説明会で職場の雰囲気が良く、女性がいきいきと

働く姿を見て入社を決めました。

文系出身で「モーター」の知識は全くありませんでしたが、入社してから先輩方が丁寧に教えてくれ、

少しずつ知識をつけることができました。会社は風通しの良い雰囲気で、年の離れた上司でも「さん」

付けで呼び合います。また、福利厚生がしっかりしていて長く勤められることも魅力の一つです。

事業内容 精密小型モーターおよび制御用電子回路などの開発・製造・販売

担当連絡先

人事部

八重樫志保 0120-47-0231

trosaiyo@orientalmotor.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 ①随時開催（1~2週間）　②12月、1月に開催予定

実施内容

①モーターメーカーの開発・技術職の実務を体験できる1～2週間のプログラム

【対象：4年制大学　理系学部】

＜実習テーマ例＞・モーターの測定、評価・弊社モーターを使ったロボット制御実習・生産性改善業務

（制御機器の活用、冶具設計・製作）等

②オンライン1Dayインターンシップ【対象：学部不問】

モーターについて理解を深め、設計から製造まで一貫で行っている事業所の雰囲気を感じてください。

＜内容＞身近な事例をもとにした課題解決グループワーク、先輩社員との座談会

　　　　　　　詳細は担当連絡先にお気軽にお問合せください！

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.50 株式会社マルハチ
創造・挑戦、キラリと光るマルハチ。

本社所在地
〒999-7707

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県東田川郡庄内町廿六木字五反田75-1

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://maruhachi-net.co.jp

事業内容
野菜漬物製造

(山形のだし、若もぎ小茄子、雪ん娘:あつみかぶなどの浅漬け製造）

うちの会社ココがすごい！

売上・生産規模ともに東北で一番大きい漬物メーカー。

研究開発型で多くのヒット商品が生み出されています！

◎世界初!?茄子のお漬物の漬け液の透明化

　常識を覆した技術開発で「若もぎ小茄子」は茄子漬け分野で22年連続売上日本一です！

◎誰でもヒット商品を作ることができる！

　全社員対象にアイデアアンケート実施。小さなアイデアでヒット商品が生まれることも！

若手先輩社員からの

メッセージ

佐藤　さくら

　平成　　30年　　　　4月

普段は漬物に必要な原料(野菜)関連の仕事をしています。

学生時代は担当業務とは異なる勉強をしていたので入社当初は分からない事だらけで不安な気持ちでし

た。しかし、年齢の近い先輩がサポートとなってくれる「エルダー制度」のお陰でいろいろなことを学

ぶことができました。

担当連絡先

総務部 部長

金子　清志 0234-43-4808

saiyo@maruhati.net

インターンシップ情報

実施日時 未定

実施内容

マルハチ商品を探る！

　マルハチでは毎年新商品を数多く発売しています。その中で、5年、10年、15年

…とロングセラーとなる商品も多くあります。その商品生まれた背景、時代などを

探りながら、さらに売上を拡大するためには？？？

　試食とグループワークを通しながら、マルハチの仕事の理解を深めることが出来

るインターンシップです。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.51 株式会社 平田牧場
「健康創造企業」として社会に貢献

本社所在地
〒998-0853

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県酒田市みずほ2丁目17番地8

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

ホームページアドレス https://www.hiraboku.info/

事業内容
養豚から加工、製造、販売までおこなう６次産業化企業であり、食に関する様々な事業を

展開しています。

うちの会社ココがすごい！

平田牧場では、働きやすい環境作りの為に、従業員割引や毎年5日以上連続して休暇が取れ

るリフレッシュ休暇制度、育児休業や時短勤務などの育児支援制度があります。特に、育

児支援には力を入れており、女性従業員の産休育休取得率100％は勿論のこと、男性従業

員も育児休業を取得しています。仕事と育児を両立しながら能力を十分に発揮できる職場

環境づくりを目標に、会社全体でサポートしています。

若手先輩社員からの

メッセージ

金崎美奈

　令和　　　　　2年　　　　　4月

入社のきっかけは平田牧場のとんかつを食べて衝撃を受けたことです。こんな美味しい豚

肉ができる環境に興味を持ち、生産に携わりたいと決意しました。養豚や畜産の知識は0で

したが、上司や先輩の皆さんに丁寧に指導して頂きノウハウが身に付きました。養豚は、

豚たちの些細な変化に気づけるように常に周りをよく観察する力が必要です。学生の皆さ

んには色々な経験をして視野を広げ、将来の選択肢を増やしてほしいと思います。

担当連絡先

管理部 主任

矢野　士 0234-22-8612

	recruit@hiraboku.co.jp

インターンシップ情報

WEB

実施日時 令和5年2月上旬

実施内容

募集対象：学部・学年不問

受入人数：各回30名程度

【オンライン】1day仕事体験＜養豚コース＞

＜スケジュール＞

１．養豚業界について学ぶ、他社と平田牧場の養豚の違いなどを学ぶ

２．豚舎見学、作業風景の見学、先輩社員からのお話

　　豚舎内の映像をもとに養豚の仕事についてご説明します。

３．養豚が自分に向いているか？自己分析シートを使って自分を知る

随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.52 東北エプソン株式会社
個々の活躍とチームの力で「わくわくする会社」に。

本社所在地
〒998-0194

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県酒田市十里塚字村東山166-3

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス
https://corporate.epson/co/

tohokuepson/

事業内容
インクジェットプリンターの部品や半導体製品、工業用ロボットなどの技術開発・製造を

おこなっています。

うちの会社ココがすごい！

当社は、エプソングループにおける国内最大規模の製造拠点として、製造装置を自社で開発するなど、

「東北エプソンだからこそできる技術」を確立し続けています。その実現に向け、能力開発を積極的に

サポートする仕組みや、成長した人を評価する制度が充実しています。そして、社員が能力を最大限に

発揮できる自由闊達で風通しの良い職場環境をつくり、仕事を楽しむ姿勢を忘れない活気あふれる会社

を目指しています。

若手先輩社員からの

メッセージ

　R.S

　平成・令和　　　31年　　　　4月

就活していた当時を思い返すと、初めは不安だらけでしたが、志望動機が定まった後は上手くいきまし

た。

東北エプソンには多種多様な個性や強みを活かせる環境があり、それぞれの強みを結集させて課題解決

に取り組むチーム力がある会社です。志望動機は皆さんそれぞれが異なる視点で持っていると思います

が、皆さんの志望に合致する職種や環境が東北エプソンにはあると思います。皆さんの就職活動が上手

くいくことを願っています。

担当連絡先

事業管理グループ

橋本 0120-468-469

te.somu@exc.epson.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 実施期間：2022年12月～2023年2月　　実施時間：13:00～17:00

実施内容

・当社事業、仕事紹介

　　動画を用いながら、会社の概要や雰囲気をご紹介します。対面での実施日

　　には、自社開発した生産装置の組み立てラインを見学していただきます。

・ワークショップ

　　グループワークを通してSDGsについて学びます。

・先輩社員との座談会

　　入社後のリアルな会社生活について知ることができます。

実施日詳細：12/8(木)、1/18(水)、2/2(木)　(オンライン/文理共通)

　　　　　　12/22(木)、1/26(木)、2/8(水)　(オンライン/理系限定)

　　　　　　2/15(水)　(対面/文理共通)

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.53 株式会社セントラルリース
地元にある“絶対なくならない仕事”です！

本社所在地
〒992-0472

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県南陽市宮内2035-1

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

・山形営業所　中山町大字長崎字中原989

・県南営業所　高畠町大字福沢1063番地1

・庄内営業所　三川町大字押切新田字刈取36番地2

業種

※プルダウンから選択してください
R. サービス業（他に分類されないもの）

QR

ホームページアドレス https://www.central-lease.jp/

事業内容 仮設足場の施工サービス付きリース、環境整備品（仮囲い、簡易トイレ等）のリース

うちの会社ココがすごい！

当社の名前もロゴも認識のない方がほとんどだと思いますが、足場はいたるところにあるモノなので

「見たことがある」方がほとんどでしょう。いたるところにあるということは、需要が豊富にあるとい

うことです。

そもそも足場とは？？⇒家を建てる時など高いところで行う作業時に必要な踏台のことです。実は、高

さ2ｍ以上で作業する際、作業床を設けることか法令で定められているため、私たちの仕事はなくならな

いのです。

若手先輩社員からの

メッセージ

県南営業所　営業　齋藤

　平成　31年　4月

「絶対なくならない仕事」という説明を聞いて惹かれたのと、都心部ではなく田舎でゆったり仕事がで

きたらなぁと思っていたからです。

そして、内定をもらった企業の中で1番マシだったから。…いい意味で、ですよ！自分に1番マッチして

いた会社だったからです。転勤ありなしを選択できる、地域に密着している、仕事に安定性があること

とか。“自分にとっていい会社”がセントラルリースでした。

担当連絡先

管理部

星 0238-59-1131

saiyo@central-lease.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 【対面】1月10日（火）9:00～17:00　【WEB】1月18日（水）・2月10日（金）13:00～16:00

実施内容

募集対象：2024年3月卒業見込の方　※学部不問！1・2年生も大歓迎！

実施場所：【対面】本社（山形県南陽市）／【WEB】Zoom

実施内容：自己分析も企業研究もできる！欲張り1day仕事研究

　☆就活始めるなら、まず自己分析！自己PRの作り方をプロが教えます。

　☆お宝企業かも！？意外と知られていない地元にある安定企業のご紹介。

　☆体感！街づくり、暮らしを支える技術に触れてみましょう。

●【対面】先輩社員と直接合って話せるプログラム

　・会社概要の説明

　・現場見学、先輩社員との交流会

　・足場模型組み立て体験

　・キャリアアンカー、振り返り など

●【WEB】気軽に情報収集できるプログラム

　・会社概要の説明

　・現場見学（動画）、先輩社員との交流会

　・キャリアアンカー、振り返り など

申込方法：キャリタス2024当社ページより　※非会員の方は採用担当まで直接ご連絡ください

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.54 株式会社ユニテックス
お客様は全国に！金融機関向けソリューション提供企業

本社所在地
〒993-0007

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県長井市本町１丁目４番３号

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒990-0043

山形県山形市本町1丁目4番27号 セントラル山形ビル

業種

※プルダウンから選択してください
G. 情報通信業

QR

ホームページアドレス https://www.unitex-net.co.jp/

事業内容
金融機関向けソリューション提供

●パッケージソフトウェアの開発と販売　●クラウドサービス構築・保守

うちの会社ココがすごい！

当社は、金融機関向けに特化したシステムの設計・開発を行っています。当社がクライアントに持つ金

融機関では、高度な専門知識と複雑な実務が絡み合っています。その専門知識と実務の理解度により、

システムの完成度、ユーザーからの信頼度は大きく左右されます。当社では様々なノウハウを蓄積し、

より良いソリューションが提供できるように努力しています。

若手先輩社員からの

メッセージ

蒲生　基司

　2019　年　４　月

私がこの会社を選んだ理由は、長井市を拠点に全国の金融機関へソリューションを提供しているところ

に魅力を感じたからです。

大学では学んだことのない金融分野の知識も習得しながら、お客様に喜ばれるソフトウェアを開発でき

ることにも理由の一つです。

会社説明会に参加した際も、先輩社員や会社の雰囲気が良く、ここで働いてみたいと感じました。

担当連絡先

総務部 採用担当

菊地・阿部 0238-83-1010

shukatsu@unitex-net.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 2022年12月27日 10:00~17:00

実施内容

＜ＩＴ企業・ＳＥの仕事がわかる！冬季1day仕事体験＞

システム開発に関する仕事をみなさんに体験していただきます。

・主な内容：①ガイダンス ②システム開発説明　③システム設計実習　④プログ

ラミング実習　⑤まとめ・振り返り

・応募対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

・募集人数：4名程度。お申し込みの先着順となります。

・申込期限：2022年12月19日(月)17:00まで。

・交通費支給：上限5,000円で支給します。

・昼食：当社で準備致します。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.55 ハイメカ株式会社
米沢から世界へ！　タンタルコンデンサ製造設備 世界トップシェア

本社所在地
〒992-0003

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県米沢市窪田町窪田2534-6

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.hi-mecha.co.jp/

事業内容 コンデンサや半導体などの電子部品の製造装置や、その他様々な分野の自動化設備の開発・製造・販売

うちの会社ココがすごい！

☆タンタルコンデンサ製造設備　世界トップシェア！

1972年の創立以来、装置の技術開発を行っています。特にタンタルコンデンサ製造ラインは業界から高

い評価を得ており、全世界で生産されるタンタルコンデンサの約70%が弊社の装置で生産されていま

す。

☆充実した福利厚生！

・社員食堂を完備：日替わり定食3種(300円）

・敷地内に診療所があり、業務中でも受診できます。

・二次検診費用全額補助／インフルエンザ予防接種費用補助あり

若手先輩社員からの

メッセージ

　NDDユニット(機械設計）　猪野　秀樹

　平成　２８　　年　１１　月

私は地元山形に就職しものづくりに携わりたいと考えていました。機械メーカーとして企画・設計から

部品加工・組立・納品まですべてを一貫して行っていること、社員を大切にしていて社員同士の仲が良

いと感じたことが入社の決め手です。

大学では機械系を専攻し、現在自動機の構想・機械設計を担当しています。自分が設計したユニット・

機械が実際に形になり、動いているところを見た時が一番やりがいを感じる瞬間です。

担当連絡先

総務ユニット1グループ リーダー

鈴木　里実 0238-37-2905

satomi@hi-mecha.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 2023年1月～2月頃

実施内容

※インターンシップの詳しい内容は現在検討中です。興味のある方はお気軽にお問

合せください。

◇募集対象：大学１～３年生

◇内容：

①理系・文系対象「1day仕事体験」

②工学系学科対象「設計業務体験」or「1day仕事体験」

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地 

氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.56 マクセルフロンティア株式会社米沢事業所
「明日に新化と感動を」最新技術で新たな価値を創造します。

本社所在地
〒240-0005

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒992-0021

山形県米沢市大字花沢3091番地の6

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

ホームページアドレス https://www.frontier.maxell.co.jp/

半導体製造装置用、産業機器向け制御ボードの受託開発・製造。画像認識システムの設計・開発など。

若手先輩社員からの

メッセージ

斉藤　優

　平成・令和　30年　４月

世界の大手半導体メーカーにも製品が使用されていることが分かり、今後も安定した成長が見込まれる

と感じました。また、各種処遇・福利厚生等の制度が充実しており、労働組合もあるためそちらからの

サポートや各種福利厚生サービスも充実しており安心して勤務できると思いました。

うちの会社ココがすごい！

大手半導体製造装置メーカー向けの電装ユニット・制御ボードなど、長期的に成長が見込まれる産業機

器向けの製品を多く製造しており、新工場建設も予定しております。

また、新製品の開発にも積極的に投資をしてており、画像認識システム製品やZETA通信を利用した新製

品の設計・開発・製造・販売など、様々な分野での活躍が期待される製品を取り扱っております。

今後もマクセルグループ全体の技術力を活かした新製品の開発に取り組んでまいります。

事業内容

makoto.kurahashi.hx@maxell.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 随時実施可

実施内容

■インターンシップ中の業務内容

　設計部門にて受け入れを行い、画像ソフト製品などの各種設計業務について

　体験・従事頂きます。

■受け入れ期間について

　３日間～1ヵ月間まで幅広い希望期間を受け付けることができます。

担当連絡先

総務部総務３課 一般社員

倉橋　真人 0238-22-71710

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.57 加賀マイクロソリューション株式会社
心で造る

本社所在地
〒101-0023

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

東京都千代田区神田松永町20番地　加賀電子本社ビル 4階

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒993-0033

山形県長井市時庭1960番地

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://sc.microsol.co.jp/

事業内容 パソコン、電子・通信機器、医療機器等の製造、修理、再生、並びにリサイクル品の仕入販売

うちの会社ココがすごい！

休みが多い！　 ｜今年の休暇日数は年間126日です。また、有給休暇も取りやすい環境になるように努

めています。昨年の実績は平均13日／年でした。

みんな仲がいい！ ｜会社行事が沢山あるため部門や年齢関係なく、みんな仲がいいです。

福利厚生がしっかりしている｜産休・育児休暇所得実績あり、男性も育児休暇を所得します！女性にも

優しい職場です！

安定した会社です！｜去年の経営状況は過去最高額の結果を残しています。

若手先輩社員からの

メッセージ

小形　汰郎

　平成・令和　　　　4年　　　　4月

当社のことは企業説明会の場で知り、短大で学んだことが活かせることや地元に就職したいという考え

から、入社を希望しました。私は現在製造技術部で作業標準書の作成や、工程プロセスの設定、更には

画像認識やロボットの導入による省力化などの業務を行っています。社会人になるということは、分か

らないことや不安もたくさんあるかと思いますが、常に向上心を持って取り組むことが大切だと思いま

す。

担当連絡先

総務部総務課 リーダー

内谷　匠 0238-84-1300

takumi_u@microsol.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和5年1月～令和5年2月

実施内容

募集対象：大学1～3年生

受入人数：各回、10人程度

「現場作業体験」 1day～3day

•オリエンテーション：会社概要説明、工場見学、1日の流れについての説明

•作業体験：現場の作業を実際に体験

•先輩と語る会：先輩社員との交流

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.58 株式会社 アーレスティ山形
Casting Our Eyes on the Future（視線はまっすぐ未来へ）

本社所在地
〒992-0832

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥乙65

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.ahresty.co.jp/company/ayc/

事業内容
自動車エンジンなどに使われる精密部品を製造。アルミウム合金を溶かしダイカストマシンで金型に充

填し成型するほか、機械加工や部品組付けまでの一貫生産を行っています。

うちの会社ココがすごい！

東証プライム上場の株式会社アーレスティ 100％出資会社です。

アーレスティは国内・海外に関連会社を16社持つアルミダイカスト製品の最大手グローバルメーカーで、主要取

引先はTOYOTA・HONDA・SUBARU・NISSANなどの自動車メーカーです。ガソリンから電気自動車へのシフト

に対応するため工場の増築や大幅な設備投資を行っています。社員の可能性を最大限に育て発揮することをめざ

したアーレスティ学園があり、レベルに合わせた教育が受けられます。また、長年培った人事制度で成果・貢献

に応じて報い、やる気を高めるとともにチャレンジすることができます。

若手先輩社員からの

メッセージ

羽村さん

　2017年　3月

未経験の方もご安心ください。私自身、普通科高校を卒業して未経験で入社していますが、通信教育や

社内研修が充実しているため、自動車の仕組みからQC(品質管理)まで幅広い知識を習得できました！加

工の仕事は、アルミ鋳造品をマシニングセンター等の加工機械で製品をキレイに仕上げていく仕事で

す。お客様に満足いただける高品質な製品ができたときには、大きなやりがいを感じますね。大手グ

ループとして、本社や海外拠点との連携もあり、やりがいとメリハリなどを高い水準で叶えられること

が一番の魅力だと思います。コンプライアンスへの意識が高いので、安心して働けますよ！

担当連絡先

業務管理課

高橋　浩 0238-85-5233

hiroshi.takahashi.r@ahresty.com

インターンシップ情報

実施日時 2022年12月～2023年２月

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入人数：各回、1～3人程度

「職場体験」1day

●オリエンテーション：会社・業界説明、製品について説明

●職場体験：ダイカストおよび機械加工工程で生産技術や設備関連での体験

●振り返り：質疑応答

対面 WEB その他（ 会社説明はWeb可 ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.59 株式会社青葉堂印刷
To The Next Challenge.

本社所在地
〒992-0119

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県米沢市アルカディア１丁目８０８-２２

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス http:// www.aobado.co.jp

事業内容
・毎日目にするカレンダーをはじめ、手帳、チラシやノートメモ帳など日々皆さんの生活に身近で必要

とされる製品を製造販売している印刷会社です。

うちの会社ココがすごい！

カレンダー分野では全国屈指の製造設備を有し、企画・デザインから印刷、製本、発送まで一貫製造体

制を構築している全国で数少ない会社で、多くの大手企業のカレンダーを印刷、製本しています。ま

た、当社では環境に配慮した企業活動を行い、FSC森林認証を受けた紙、VEGETABLE　OIL　INK（植

物油由来のインク）を使用し、リサイクル可能な製品を製造・販売しています。

若手先輩社員からの

メッセージ

庄司　弥由

　平成・令和３年４月

私は、プリプレス部に所属してますが、仕事の分野が自分にあっているか不安に感じていました。しか

し、入社後の新入社員研修や先輩社員によるマンツーマン指導を受けることができ、仕事を覚えていく

過程で、スキルの習得という達成感を得ることができました。やってみたいと思っていること事に前向

きにチャレンジができる会社です。

担当連絡先

総務部 総務部長

安彦真治 0238-29-1234

abiko@aobado.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 日程調整中

実施内容 未定

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.60 株式会社かわでん
電気に生きる－電気とともに発展する社会と共生し、人々の暮らしに貢献する

本社所在地
〒999-2293

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県南陽市小岩沢225番地

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.kawaden.co.jp/

事業内容 配電制御システムの設計、製造、販売

うちの会社ココがすごい！

配電制御システム製造のリーディング・カンパニーとして、コンサルティング、設計、製造、販売、ア

フターサービスの一貫事業体制を日本で最も早く構築。ビルや工場などお客さまのニーズに合わせたカ

スタムメイドの製品を提供しています。全国に多数の納入実績があり、高効率の生産ラインと技術力で

伝統と信頼のブランド「KAWADEN配電制御システム」が数々の大型プロジェクトを陰ながら支えてい

ます。

若手先輩社員からの

メッセージ

高橋　拓

　平成29年4月

かわでんは配電盤業界内トップシェアを誇っています。全国各地のランドマークの建物にも納入してい

ます。私も就職活動の際に初めて知りました。自分も有名な建物の建築から携わりたいと思い、入社し

ました。かわでんは山形と東京に本社があるため、山形県内就職希望の方はもちろん、首都圏で働いて

みたいという希望も叶う会社です。また、若手社員にも活躍の機会が多く与えられる点もかわでんのア

ピールポイントの一つです。

担当連絡先

総務チーム 主任

松木 慎一 0238-49-2011

saiyo@mail-kawaden.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和5年1月以降随時

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入人数：各回、5人程度

かわでん仕事体験１day

●オリエンテーション：会社見学

●実習内容：ＣＡＤ・作図実習・ものづくり体験

●振り返り：フィードバックと質疑応答

●グループワーク：※参加人数に応じて

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能 時期

No.61 株式会社最上川環境技術研究所
魂を込めたモノづくりと創意で事業拡大中！！

本社所在地
〒992-0832

山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙３２７

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒719-0301

岡山県浅口郡里庄町里見9010

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス http://www.metri.co.jp/

事業内容 ポンプ及びポンプ応用装置（流体関連装置）の設計開発、製造

うちの会社ココがすごい！

ろ過や混合、昇圧や真空、冷却や昇温等の異なる技術を組み合わせた「ポンプ応用装置」の設計・製造(組立)を得

意としており、半導体や医療、食品業界など様々な分野へ製品を納入しています。近年は自社開発製品の農業用

装置に力をいれています。多品種少量生産がメインであり大型家電程度の大きさのものが多いため、一つの製品

を組み上げるのに何日もかかります。設計・組立・試作・検査まで一貫して携わることができますし、できあが

りが最終製品ということもあり、完成させたときの達成感は大きいです。幅広い分野の引き合いがあるので、

様々なものづくりにチャレンジできることが魅力です。

若手先輩社員からの

メッセージ

槻田　侑哉

　平成・令和　　　　３０　年　　　１０　月

ポンプを使った応用装置の設計開発をしています。山形へのUターン、転職を考えたときに農業関係のも

のづくりに携わってみたいという思いがあり入社しました。現在のメインは農業用装置の設計開発で

す。新しいことに挑戦する姿勢を大切にしてくれる会社で、スキルアップにかかわる資格取得にも協力

してもらえます。私も入社後すぐに機械プラント製図２級を取得し、その翌年に１級を取得しました。

どうせやるなら仕事は楽しく！一緒におもしろいモノづくりをし、おもしろい製品を生み出していきま

しょう！

担当連絡先

総務課 係長

小林　春香 0238-85-5522

h-kobayashi@metri.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 応相談（最短１日より）

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入人数：2～4人程度

●オリエンテーション

　：会社・業界説明、1日の流れや商品の特徴について説明

●希望職種の体験

　：組立工希望であれば製品組み立て補助

　：技術職きぼうであれば製品開発補助　等

●振り返り：フィードバックと質疑応答

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.62 株式会社小森マシナリー
年間休日129日！1年の3分の1以上がお休み？！

本社所在地
〒 999-2174

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県東置賜郡高畠町大字福沢300

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://www.komori-yamagata.co.jp/

事業内容 KOMORI ブランドのオフセット印刷機・デジタル印刷機という種類の商業用印刷機を設計・製造しています。

うちの会社ココがすごい！

小森マシナリーは、小森コーポレーションという会社の子会社です。

皆さんは、紙幣印刷機と呼ばれる紙幣を印刷するための印刷機を知っていますか？紙幣印刷機は世界で

２社しか製造していません。その１社が、小森コーポレーションです。商品の約7 割が輸出され、世界

中で沢山のお客様にご使用いただいています。

また、年間休日が多い他、新卒者は入社時に有給が付与される等、ワークライフバランスが取りやすい

環境が整っています。

若手先輩社員からの

メッセージ

鈴木　梨沙

　平成・令和　　　2　年　　　4　月

私が弊社に入社したいと思ったきっかけは、就活中に参加した工場見学会です。

巨大な印刷機械の迫力と鮮やかで綺麗な印刷物を作る技術に惹かれ、入社を志望しました。

現在自分はその機械の設計業務に携わっています。機械部品を設計する上で覚える事は多く大変な事も

ありますが、周囲の上司や先輩方から優しく教えて頂けるので安心して働けます。

山形で一緒に印刷業界を支える仕事をしてみませんか？

担当連絡先

管理課　人事総務係

篠澤　美夏 0238-57-5126

mika_shinozawa@komori.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 ①2023/2/3　10：00～16：00　②2023/2/17　10：00～16：00

実施内容

〰〰〰〰〰〰〰〰小森マシナリーのワンデーインターンシップ〰〰〰〰〰〰〰〰〰

対象者：2024年3月に大学もしくは短大、高専を卒業する理系・技術系専攻学生

場　所：小森マシナリー本社（山形県東置賜郡高畠町大字福沢300）

持ち物：筆記用具　※昼食はこちらで準備いたします

服　装：リクルートスーツ

担当者：管理課人事総務係　篠澤（mika_shinozawa@komori.co.jp）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

申し込みは、「マイナビ2024」にて『小森マシナリー』と検索するか

インターンシップ担当者へメールにて申し込みください。

皆さんのご参加お待ちしております！

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.63 山形精研株式会社　米沢工場
BIGカンパニーよりGOODカンパニーの理念を大切に

本社所在地
〒354-0018

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

埼玉県富士見市西みずほ台3-13-2-403

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒992-0021

山形県米沢市大字花沢861-4

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス http://www.yamagataseiken.co.jp

事業内容
研磨・放電等による微細加工を得意とするコアピンメーカーです。スマホやタブレット用の極小のコア

ピンに特化したモノづくりを中心に、技術開発や材料開発などを行っています。

うちの会社ココがすごい！

極小とはどのくらいの大きさなの？と思った方もいると思いますが、弊社が製造している製品部の大き

さは、およそ10ｍｍ以下。その小さな範囲に1µ単位の加工を行います。髪の毛の70分の1の単位です。

微細加工と共に徹底した品質管理を行い、それを維持・発展させる為の技術開発や社員の技術力UPにも

力を注いでいます。自社ブランドを確立したことで、お客様からの信頼も厚く、創業当時から完全受注

生産でのモノづくりを行っています。

若手先輩社員からの

メッセージ

遠藤

　令和　　　　4　年　　　　4　月

　私がこの会社に入社した決め手としては入社前の工場見学で会社の作業環境が私に向いていると感じ

たためです。

　この会社の一番の魅力は製品の精密加工です。私は手動・自動の研磨機での乾式加工をやっているの

ですが、寸法公差内に収まるように加工するのは技術が必要な中、研修を重ねるうちに狙った寸法に加

工できた時の達成感はやりがいを感じます。自分の技術の成長の実感と手厚いサポートが得られる環境

だと思います。

担当連絡先

総務

髙橋 0238-22-8652

yamagata-seiken@mbd.nifty.com

インターンシップ情報

実施日時 随時可能（日程相談してください）

実施内容

会社説明の後に工場見学、その後各現場でのインターンシップを行います。

期間は1日から最長で5日間可能。

実施日数や状況にもよりますが、基本スケジュールは下記の通り。

　・検査班にて、製品への理解を深め、測定の基礎やCADを体験。

　・研磨班にて、研磨加工の特徴と砥石の使い方の座学のあとに

　　手動の研磨機を使用した加工を体験。（±1μでの寸法を狙い加工）

　・放電班にて、放電加工の特徴と電極との関わりについて学習

　　その後、実際に放電加工にて製品へ加工体験。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.64 精英堂印刷株式会社
社員一人ひとりがお客様のベストパートナー

本社所在地
〒992-1128

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県米沢市八幡原１丁目１－１６

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス http://www.seieido.co.jp

事業内容 酒類・日用品・化粧品・文具、等のパッケージ、ラベル、シールの印刷製造

うちの会社ココがすごい！

印刷業界には「商業印刷」「出版印刷」「事務用印刷」「包装材印刷」があり、「商業」「出版」「事

務用」はネット環境の拡大やペーパーレス化によって需要が大幅に減少していますが、当社が専門とす

る「包装材」は需要が安定しています。特に当社の「水なし印刷」は環境優位性に優れ、SDGsにも対応

しているためコロナ禍においてもフル稼働状態です。

若手先輩社員からの

メッセージ

堀　幸恵

　平成・令和　　　　　30年　　　　　4月

私はものづくりの会社を中心に就活をする中で、精英堂印刷の様々な加工表現ができるパッケージデザ

インに惹かれて入社を決めました。現在はお客様の意見をお聞きしながらご提案を行う業務についてお

り、外勤内勤どちらも経験することができる環境はとてもやりがいがあります。就職先を探すにあたっ

ては、分野を限定し過ぎずに新しい分野に自分をあてはめた時にどこにやりがいを感じそうかを考えて

取り組んでみてください。

担当連絡先

経営管理部 部長

海老名　悟 0238-28-2211

sa_ebina@seieido.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 令和5年2月13日～2月17日

実施内容 製造工場にて軽作業体験、マーケティング活動から営業活動に関する体験学習。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.65 株式会社ヌマザワ
”ありがとう”と言われるお葬式の仕事

本社所在地
〒996-0026

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県新庄市大町３−４１

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
N. 生活関連サービス業、娯楽業

QR

ホームページアドレス https://www.numazawa.co.jp

事業内容 ご家族の「想いをつなぐ」お葬式を誠心誠意サポートさせて頂きます。

うちの会社ココがすごい！

ヌマザワのいいところTOP３（令和４年度版）

１、若手社員が活躍している・・・２０代の社員が会社を支えてくれています

２、持続可能な開発目標（SDGs）の活動を行なっている・・・地域に貢献できます

３、経営者が若い。（３○歳）・・・働きがいと働きやすさのある会社を目指しています

若手先輩社員からの

メッセージ

山科　遥奈

令和元年４月

なんでもいいから仕事に就きたかった。そんな理由でヌマザワに入社しました。わからないことだらけ

の職業でしたが、経験を積むにつれ自分のやりたい仕事に変わってきました。今ではこの仕事が大好き

です。人生最後のセレモニーをサポートするこの仕事にはたくさんの感謝の言葉が詰まっています。み

なさんにも”ありがとう”と言われるお葬式の仕事をぜひ経験してもらいたいです。

担当連絡先

本社 代表取締役

沼澤紘一 ０２３３−２２−２１３７

info@numazawa.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 随時

実施内容

インターンシップ　1day仕事体験　当日の流れ

　９：００　会社概要説明

１０：００　 ホール見学

１２：００　昼食

１３：００　葬儀の現場見学（事前準備やクロークを体験していただきます）

１４：００　先輩社員との対談（お客様とのエピソードや働き方を話します）

１５：００　終了

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.66 株式会社ケミトックス
安心は安全から、安全は試験から

本社所在地
〒145-0064

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

東京都大田区上池台1-14-18

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒999-5103

山形県新庄市大字泉田字高台新田4102-8新庄横根山工業団地

業種

※プルダウンから選択してください
L. 学術研究、専門・技術サービス業

QR

ホームページアドレス https://www.chemitox.co.jp/

事業内容
第三者試験機関として、各種安全性評価試験、性能試験、分析業務、コンサルティングなどを行ってい

ます。

うちの会社ココがすごい！

Independent Testing Laboratoryとして設立以来48年以上、様々な材料や部品の評価を行っておりま

す｡長年の経験や実績を基に､さまざまな製品の評価･試験の他､海外安全規格の申請､翻訳･通訳等の業務

も行っております｡次世代全固体電池の研究開発にも力を入れ、宇宙環境評価試験も開始しました。ま

た、事業拡大のため山形県新庄市に新しく試験センターを設立しました。

若手先輩社員からの

メッセージ

田宮　裕太郎

　平成・令和　　　　　2年　　　　12　月

学生時代は分析化学の研究室に所属しており、大学で学んだ知識を活かす仕事がしたいと思い入社を希

望しました。2020年に設立した新庄試験センターでは、現在も新しい試験設備の立ち上げなど、日々新

しいことに挑戦しています。出身分野にかかわらず、新しいことにどんどん挑戦できることがこの仕事

の大きな魅力だと感じています。また、残業もほとんどなくライフワークバランスを保ちながら山形で

の暮らしを満喫しています。

担当連絡先

新庄試験センター エンジニア

田宮 0233-25-2011

yu-tamiya@chemitox.co.jp

インターンシップ情報

実施日時

実施内容

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.67 株式会社新庄砕石工業所
『昨日よりも面白く！』～NO.1のまちづくりを目指して～

本社所在地
〒996-0091

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県新庄市十日町1574-3

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

QR

ホームページアドレス https://www.shinjosaiseki.com/

事業内容 主に国土交通省発注工事を中心に公共土木工事の請負及び施工を行っています。

うちの会社ココがすごい！

『昨日よりも面白く！』をモットーに、「昨日の自分よりも成長し、今日の仕事を面白くする」ことを心がけ、

社内から地域の発展を目指しています。

◆新庄砕石の武器◆　→自社施工よる意思決定の早さから生み出される「圧倒的起動力」

◆社内の取り組み◆

・社員モチベーションアップのための社内表彰・報奨制度（最大100万円）

・社員の資格取得・講習受講の完全バックアップ

若手先輩社員からの

メッセージ

髙島　ゆきな

令和２年４月

　私は、大学の研究で訪れた山形県に魅力を感じ、自社の「昨日よりも面白く！」を決め手に入社しま

した。

　入社１年目に担当した工事現場で、地域の皆様から「新しい道路走るの楽しみ」「お疲れ様。ありが

とう。」と声をかけていただいた時、地域（山形県）の温かさに触れ、そして仕事のやりがいを感じま

した。

　「地域を元気にしたい！」「地域に愛される仕事をしたい！」と考えている皆さん、ぜひ

建設業界を覗いていただきたいです。

担当連絡先

管理部

髙島　ゆきな 080-9012-3726（担当直通）

y.takashima@ssk.kouji.biz

インターンシップ情報

実施日時 令和4年12月9日、12月12日、以降日程相談

実施内容

【施工管理職】体験コース（受入日数　1日）　各回2名程度

募集対象：文系・理系問わず、全学年

●13：00～17：00　　説明・仕事体験

　　・建設業界のしくみ

　　・施工管理職の仕事

　　・実際の建設現場を見学（最先端技術も紹介）

●17：00～19：00　　懇親会（取締役・若手社員との座談）

　　・新庄ソウルフードを堪能！

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.68 新山形ホームテック株式会社
普段何気ない「安心」「安全」「喜び」を提供する

本社所在地
〒996-0021

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県新庄市常葉町2-36

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒990-2431

山形県山形市松見町12-5

業種

※プルダウンから選択してください
D. 建設業

QR

ホームページアドレス
http://www.shinyamagata-

h.co.jp/corporate/

事業内容 新築住宅事業（クレバリーホーム、AXIS HOME）/戸建てリノベーション事業（リノベ・デザイン）他

うちの会社ココがすごい！

★住宅FC業界のトップブランド「クレバリーホーム」に加盟し、メンテナンスフリー且つ高級使用の住

宅を提供している他、自社新築ブランド「AXISHOME」、そして戸建てリノベーション事業「リノベ・

デザイン」を立ち上げ、幅広い事業展開で山形県内の方々へ住宅提供をしております。

★2020年度・2021年度のクレバリーホーム全国大会にて「顧客感動賞」を2年連続上位2位独占！

若手先輩社員からの

メッセージ

杉山　宗一郎

令和　２年　　４月

当社のインターンシップへ参加し、実際に働いている社員の様子から感じたアットホームな雰囲気、そ

して自分が緊張せず自然体でいられた事が入社の決め手になっています。入社後も聞きやすい環境で安

心して働く事ができています。

家づくりは時間は掛かりますが、一緒に作り上げたお家が完成した時の感動は何物にも代え難いもので

あり、お客様から感謝の言葉をいただいた際には心から喜びを感じる事が出来ます。

担当連絡先

経営企画室 主任

宮腰　まい子 023-679-5893

cleverly.saiyou@shinyamagata-h.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 【WEB開催】1月12日(木),2月10日(金)【対面開催】2月20日(月)

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

受入人数：各回、10名定員

【業界・仕事・会社　1日まるっと体感　1dayインターンシップ】

●オリエンテーション：会社・業界説明について説明

●グループワーク：お客様のご要望に合ったお家を提案する過程を体験

●プレゼンテーション：資料作成、発表、フィードバック

●若手社員との座談会

※対面開催のみ　会社見学あり

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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https://www.jae.com/yamagata/

氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.69 山形航空電子株式会社

本社所在地
〒999-5103

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県新庄市大字泉田字高台新田4102-6

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

ホームページアドレス

事業内容
　日本航空電子工業株式会社のグループ会社としてスマートフォンや車など様々な分野に使われるコネ

クタを製造しています。

うちの会社ココがすごい！

山形航空電子は日本航空電子工業㈱のグループ会社としてコネクタと呼ばれる電子部品を世界中のお客

様へ届けています。コネクタは様々な電子機器や自動車用など幅広い製品に使用されています。皆さん

もご承知のとおり自動車はEV化に向けて日々進化しており、当社もこの進化に遅れることなく追従する

ため当社は現在、新工場を建設中です。グローバルな事業展開を進め、豊かな社会づくりと地方創生に

向け頑張っています。

若手先輩社員からの

メッセージ

　鈴木　春記

　平成・令和　　　　3年　　　　4月

山形航空電子は県内・国内にとどまらず世界のお客様へ製品を発信しており、そんな山形航空電子で働

きたいと思い入社しました。当社は400名を超える社員がおり、多くの人と関わり一つの製品を作って

いく点も魅力の一つだと思います。部門も複数あり、自分の長所を生かせる部門等自分に合った部門が

見つかる思います。現在は総務部で採用活動などの業務を行い、日々自分のスキルアップに繋げていま

す。

担当連絡先

総務部　総務人事G 総務課長

高橋　秀哉 0233-24-1111

soumu@yae.jae.co.jp

インターンシップ情報

実施日時 12/22，1/10，2/10（予定）

実施内容

対面及びWebにて実施しています。

主には以下のプログラムとなります。

・具体的な企業説明

・部門別業務内容

・若手社員またはＯＢ・OGとの懇談

・製造部門などでの実習

日程は基本的に１日～となります。

またご要望に応じた日程での相談も可能です。

ホームページ又は当社総務部までご連絡ください。

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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氏名

入社

所属部署 職名

氏名 TEL番号

メールアドレス

実施形態 受入可能時期

No.70 新庄自動車株式会社
クルマ屋×鉄工所×重機屋＝唯一無二の林業用トラックメーカー

本社所在地
〒996-0053

企業の写真・ロゴを

貼付けください。

山形県新庄市大字福田711-91

その他所在地

※県外に本社をおく事業所は山形県内の

主な事業所についてご記入ください。

〒964-0812

福島県二本松市関1-1

業種

※プルダウンから選択してください
E. 製造業

QR

ホームページアドレス https://en-gage.net/shinjo-motors/

事業内容
・林業用原木運搬トラック及びトレーラーのボデー架装

・林業用ローダークレーンの輸入・架装

うちの会社ココがすごい！

当社はトラックシャシーの選定・PTO・ポンプの選択から、ボデー設計、材料加工・溶接・組立・電装

品組付・塗装、そして、丸太をつかんで積み込むためのクレーンの輸入、油圧配管、架装・技術指導ま

でワンストップで一貫提供し、林業用のクレーン付トラックとして直接納入できる業界でも極めてユ

ニークな会社です。これら独自のビジネスモデルと高い技術力が評価され、山形の中小企業ですが業界

では全国区の会社です！

若手先輩社員からの

メッセージ

　丹 紘輝

　平成　22　年　4　月

当社には詳細なマニュアルがあるわけではなく、一台の車両をオーダーメイドで創り上げていくため、

仕事を覚えていくのは難しいかもしれません。しかし、言われたことを毎日延々と繰り返すのではな

く、試行錯誤しながら「今までになかったもの」を創り出していく仕事は成長と達成感に溢れていま

す。新しいものを産み出していくために、誰もやったことがないことを成し遂げていくために、努力を

楽しめるような学生を待っています。

担当連絡先

本社 管理部長

杉山　宏旨 0233-22-3130

recruit@shinjyo.biz

インターンシップ情報

実施日時 1日～1週間（応相談）

実施内容

募集対象：大学１～３年生、大学院１年生（理系・文系問わず）

■オンラインインターン（1~2時間程）

内容：業界説明、会社説明など

■1day現場インターン（1日）

内容：業界説明、会社説明など＋工場見学、仕事の流れの説明

■製作体験インターン（3日~1週間程度）

内容：1day現場インターンの内容＋工場での製作体験

対面 WEB その他（ ） 随時 日程指定
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