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2017 年度 インターンシップ事業 

募集要項 一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017 年 6 月吉日 

静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員長 金指忠男 
 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社アイティエス 

所在地 静岡県三島市梅名 427-1 

設立 1976 年３月 

代表者 代表取締役社長 梶山康行 

従業員数 １２６名 

HP http://www.itsg.co.jp/ 

事業内容 

（詳細） 

OA／FA ソフトウェア開発 

ハードウェア解析･修理／設計 

･評価支援、販売営業 

自社ＰＲ 

【創業の理念】 

地元生まれが地元で安心して 

働ける企業。 

 

あらゆる分野へのＩＣＴ導入で 

全てのＪｏｂをＧｏｏｄＪｏｂ

に 

 

 

就業期間 8/２８、２９、３０ 

勤務地 静岡県三島市梅名 427-1 

受入可能数

(予定) 
１～２名 

当社のインターンシップで体験できること 

自社内で複数ある業務に直接触れ、実際の作 

業の一部に携わってみることもできます。 

１． エンジニアリング事業 

・パソコンプログラム作成 

・制御機器プログラム作成 

・諸々設計業務 

モノづくりの現場を動かす様々な制御機 

器や情報系システムを扱っており、シス 

テムの設計やプログラムの作成を行い、 

お客様の工場や事務所に納めます。 

２． FA 事業 

・電源装置修理業務 

お客様の商品である電源装置の修理を請 

け負っており、市場から送られてくる修 

理品を修理して返却します。 

３． 営業推進事業 

・営業同行 

企業のオフィスで使用されているアプリケー 

ションや電子機器の販売を行い、ビジネスシ 

ーンの効率化をご提案します。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

中小企業で働くことの魅力を感じてください。 

モノづくり大国日本の市場を作っているのは大手企業ですがが、モノづくりの現場を支えている 

のは私たち中小企業です。弊社で働く従業員は皆、そのような自負を持って働き、同時に大きな 

やりがいを感じています。皆さんも、モノづくり体験してみませんか！ 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 (株)アイ・クリエイティブ 

所在地 
静岡市清水区草薙 1-2-26 

アートインクサナギ３F 

設立 １９９７年 

代表者 代表取締役 鈴木 勝博 

従業員数 １５人 

HP http://ai-creative.co.jp/ 

事業内容 

（詳細） 

 企業研修をはじめとしたさま

ざまな教育プログラム 

 県東部を中心にパソコンスク

ールの経営 

 不登校生のための M-net ア

ビニオンスクール 

 

自社ＰＲ 

社会人対象の法人研修から不登

校生対象の学校まで、幅広い分

野の教育事業を展開していま

す。 

 

 

 

就業期間 
8 月～9 月の２ヶ月の中で調整予

定 

勤務地 静岡市清水区草薙 

受入可能数

(予定) 
２～３ 名 

当社のインターンシップで体験できること 

 

 

 

M-net アビニオンスクール 

（http://mnet-avignon.jp/） 

⇒生徒とのレクリエーション企画、授業補

佐、教材準備など 

就業場所：JR 草薙駅 徒歩 1 分 

 

 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

 

M-net アビニオンスクールは通信制高校の技能連携施設です。 

不登校であったり、集団での学習が難しかったり、人付き合いが苦手な人たちのための学習施設

です。教育分野に興味がある人の参加お待ちしております。 

 

 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 

http://mnet-avignon.jp/


静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 静岡労務経営研究所 

所在地 三島市徳倉１－７－１０ 

設立 平成１０年４月１日 

代表者 前田 康 

従業員数 ６人 

HP http://sr-kenkyu.com 

事業内容 

（詳細） 

【社会保険労務士事務所】 

 

静岡県東部～中部の中小企業

が主なクライアントです。お

客様の会社の従業員の入社か

ら退職までの労働保険や社会

保険に関する手続きや、労務

コンサル、給与計算、就業規

則、助成金の申請等の作成を

行っております。 

自社ＰＲ 

個人事務所ではありますが、ク

ライアント数は年々増加してお

り、頼もしいスタッフさんも増

え人財に厚みがでてきました。 

事務所として成長期にあります

が、今回のインターンを通して

足元から見つめ直すきっかけに

していきたいと思います。 

 

 

就業期

間 

学生さんの求めることや弊所が提供

できることを話し合いのうえ決定。

（原則１週間以内） 

勤務地 
三島市幸原 

（事務所移転予定） 

受入可

能 数

(予定) 

1～2 人 

当社のインターンシップで体験できること 

・仕事の内容や業界理解を得る為の研修や自

らの体験談をお話します。 

・要望があれば、学生のキャリアコンサル。 

・クライアント訪問の同行。 

・入社手続きや退職手続き、給与計算等の見

学や体験。 

・その他、PC を使用した資料作成を体験

等。 

・電話対応の体験 

・プレゼンテーション体験 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

社労士業界に関心がある方はお話してみましょう。 

インターンは社労士業務に関心のある方に限りますが、お話だけであれば、その他の法務業や

他業種に関することでも構いません。皆さんが就職活動を有意義にするためのお手伝いができ

ればと思います。 

 

【就職活動について】 

自分の事務所は勿論ですが、私たちのクライアントも採用に関しては本当に真剣に取り組んで

います。学生さんにとっても今後の人生を決める大きな転換点であります。双方にとって良い

結果になるよう良い就職活動をしてください。自分を大きく見せようとする必要も小さく見せ

る必要もありません。 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 

 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 サツマ電機株式会社 

所在地 静岡県沼津市足高２９２－２６ 

設立 1970 年 2 月 

代表者 梶川 久美子 

従業員数 37 名 

HP http://www.satumadenki.co.jp 

事業内容 

（詳細） 

・産業用ブレーキの設計、製造、

販売 

・ハンドリフター、オペレータの

製造 

自社ＰＲ 

当社は、クレーン・一般産業用・

水門・鉄鋼圧延に使用するモーター

用ブレーキを製造する専門の会社で

す。強みは、設計→資材調達→→機

械加工→塗装→試験まで一貫した社

内製造体制を有していること。日本

での競合他社は、日立産機、三菱電

機等大手が名を連ねる中、当社は小

回りがきく中小企業であることをメ

リットとして、多品種少量生産体制

をとっています。グローバルニッ

チ・トップを目指して、日々「お客

様の信頼に応える製品・サービスづ

くり」に励んでいます。 

 
 

就業期間 8 月～9 月 応相談 

勤務地 所在地に同じ 

受入可能数

(予定) 
1～2 名 

当社のインターンシップで体験できること 

中小企業のモノづくりの体験できます 

 

【設計・試験・加工】 
＜技術者として、モノづくりに携わりたい方＞ 

製造：産業用ブレーキの製作・加工 

  （機械加工、組立作業など） 

技術：試験/設計 など 

 

【事務・生産管理】 

・事務所内の業務（経理、総務、生産管理）

の一部を体験していただきます。 

・また、当社の広報（WEB サイト）に対す

る改善提案。 

・お客様向けのブレーキ講習会の企画、運用 

 

 

※ご希望があれば、元キャリア・カウンセラ

ー（＠某大学キャリアセンター／＠転職支援

会社）の社長が就職活動や今後のキャリア形

成のご相談にも乗ります。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

 

当社の製品を使用するエンドユーザーは大手の製造会社が多く、インターンシップを通して、

日本の製造業（特に重工産業）の仕組を理解していただけると思います。 

 

地元の中小企業がどのように日本のモノづくりと関わっているのかを体験していただけます。 

 

今しかできない経験・体験を通して自分が「企業で働く」、「社会に貢献する」ということを

考えるきっかけにしてください。 

 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 

 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 有限会社サンディオス 

所在地 沼津市江原町 6-16 

設立 2001 年 4 月 

代表者 津賀 由布子 

従業員数 9 名 

HP http://www.sundios.jp/ 

事業内容 

（詳細） 

広告企画制作 

マーケティングによる販促支援 

自社ＰＲ 

静岡生まれ「のっぽ」のデザイ

ン、ネーミングを担当した先代

が独立したグラフィックデザイ

ンを主とする、広告制作会社で

す。近年はマーケティングによ

る商品開発支援、販促支援を行

っています。 

販促のプランニングから、PR、

販促ツール制作をワンストップ

で提供する「成果にこだわる」

広告会社です。 

 

 

就業期間 期間内で応相談 

勤務地 所在地に同じ 

受入可能数

(予定) 
1 名 

当社のインターンシップで体験できること 

打ち合わせから制作、納品まで広告制作の流

れを知ることができます。 

・ クリエイターやディレクターの仕事を間

近で見学可能 

・ 校正や電話応対をしていただきます。 

 

 

アイデアミーティングにて販促についてのア

イデア出しに参加していただきます。 

・知識は必要なし、思うままに前向きなディ

スカッションをすることで、お客様に喜ばれ

る商品づくりを行っています 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

広告業界に興味がある、商品の売れるしくみについて知りたい、そんな学生さんに来ていただき

たいです。 

 

8 月 3〜10 日かけては、市内の高校生に向けたマーケティング＆プレゼン講座を開催します。 

ビジネスコンテストやマーケティングに興味のある方は、ぜひ期間内にお越しください。 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社オートベル 

所在地 沼津市岡宮 1266-87 

設立 昭和 62 年 11 月 

代表者 金指 忠男 

従業員数 160 名（2017 年 2 月） 

HP http://www.autobell.co.jp 

事業内容 

（詳細） 

自動車の買取及び販売 
お客様の求める『カーライフ』を一 

緒に創り上げていく『プロデューサ 

ー』。車に関するさまざまなご要 

望、たとえば査定、買取、販売、車 

検などの要望に応え、お客様の充実 

したカーライフを企画・立案する仕 

事です。 

自社ＰＲ 

経営ビジョン実現の為に新たな事に

チャレンジし続ける会社です。 

・皆さんの夢を実現させるために、 

 常に成長拡大するための成長戦略

を掲げ着実に取り組んでいます。 

・社内行事が盛りだくさんで社員同

士（仲間）の絆が深く距離が近

い。 

・2014 年～2017 年で 70 名の新

卒採用（男：女＝2：1） 

・女性が活躍する『なでしこ店が、

静岡市女性の活躍応援事業所表彰

で奨励賞受賞。女性が働きやすい

環境づくりを強化しています。 
 

 

就業期間 8/18（金）～8/31（木） 

勤務地 本社および最寄りの店舗 

受入可能数

(予定) 
制限なし 

当社のインターンシップで体験できること 

 

 

 

 

 

当社社長からの講話や事業説明、各部署から

の仕事内容の説明などオートベルについて詳

しく知ることが出来る時間はもちろんのこ

と、店舗実習を通して商談、査定、洗車など

実務も体験して頂きます☆ 

 

また実習では営業が自分の足で業者に出向く 

法人営業の見学や、女性はなでしこ店で実習

を行うなど様々な体験が出来るよう準備して

います。 

 

またこれから始まる就職活動についても、グ

ループワークを通してアドバイスさせて頂き

ます！就活への不安や悩み、気になる事など

気軽に相談してくださいね。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

 

少しでもオートベルに興味がある方、ぜひ参加をお願いします（＾＾） 

車の知識にまったく自信がない方でも、研修が充実しているので安心して働くことができます！ 

 

福利厚生も充実していますので、気になる方はインターンシップに参加して 

社員にどんどん質問してみてくださいね＾＾ 

 

またインターンシップがきっかけで入社している社員も多くいます♪インターンシップを通して

「働く」ということを学び、2 週間後には大きく成長出来るようサポートします☆ 

社員とコミュニケーションが取れる時間を多く用意していますので 

一緒に楽しくオートベルのこと、仕事について学びましょう♪ 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

201７年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社日本ベルト工業 

所在地 沼津市足高 292－51 

設立 1978 年６月 

代表者 藤原 博美 

従業員数 60 名 

HP http://www.nihonbelt.co.jp 

事業内容 

（詳細） 

搬送用コンベヤベルトの二次加

工及び現地取付工事 

 

コンベヤ設計製作及び販売 

自社ＰＲ 

『お客様の生産ラインを止める

な』を合言葉に全員がセールス

エンジニアとして活動していま

す。 

セールスエンジニアの強みを活

かし、お客様と直接会話をして

最短の時間で問題解決を行って

います。 

 

 

就業期間 要相談 

勤務地 沼津市 

受入可能数

(予定) 
1 名 

当社のインターンシップで体験できること 

 

工場でのものづくり、設備改善、もしくは

実際にベルトが使われている客先への営業同

行を体験頂きます。弊社メインユーザーの食

品、製紙、物流分野をはじめとする多種多様

な客先工場を見学可能です。 

実習内容詳細は、初日に本人と面談して決

定します。 

あなたの自由な発想で発展させることので

きる、中小企業の魅力を知って頂ければと考

えています。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

日本ベルト工業のインターンシップを通じて、働くということを体験し 

て学んでみてください。20 代の社員が多くコミュニケーションを学ぶ 

経験は有意義だと考えます。 

社内では営業から製造現場まで多岐に渡り業務があります。実社会に 

る前の準備として弊社で仕事を体験してみて下さい。元気な学生さんを 

希望します。 
 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 メガトレンド情報技術株式会社 

所在地 
静岡県沼津市高島町 7-4 

第 2 アルビビル（受付４F） 

設立 ２０１２年 ４月 

代表者 山田 法之 

従業員数 ２８名（BP 含む） 

HP http://mt-it.co.jp/index.php 

事業内容 

（詳細） 

コンピュータ・システムの受諾

開発 

・システム設計 

・システム開発 

・プログラミング 

・システム評価支援等 

自社ＰＲ 

創業以前より長年にわたり POS

端末の開発に携わっており、特

に電子マネー（Edy、nanaco、

WAON、QUICPay、ｉＤ、交

通系ＩＣ等々）開発の実績多数

で客先の信頼も高いです。 

【企業理念】 

「果敢に、効率良く、高品質

に、そして成長へ！」 

を念頭に自他ともに幸せになる

よう努力しております。 

 

 

就業期間 
8 月７日～８月３１日 

（土日、１４～１８日は除く） 

勤務地 自社、場合によっては客先 

受入可能数

(予定) 
２～３名 

当社のインターンシップで体験できること 

実際のシステム設計、プログラミング、システム

評価支援など直接業務に触れて頂きます。 

・客先打合せ 

・社内打合せ 

・社内デザインレビュー 

・社外デザインレビュー 

等のシステムの精度を上げる打合せに参加頂

きます。 

その際に感じた事など率直な意見を言える場

所を提供します。 

積極的なあなたの発言が採用されシステム開

発に貢献できるかも！ 

エクセルを使った 

・業務報告書 

・テスト仕様書・テスト結果報告書 

・設計書 

パワーポイントを使った 

・提案書 

など実際にオフィスソフトについて習得・活

用できます。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 
まず、システム開発の現場体験を通し、この業界コンピュータシステムについて理解して頂きたいです。

仕事を通した仲間との関りからの人間形成、やりがいと共に自己実現への体験をしてみて下さい！ 

会社理念５箇条 

１．私達は、常に挑戦し効率化を図ります。 

２．私達は、同じ問題を再発させません。 

３．私達は、高品質な製品をお客様に提供します。 

４．私達は、お客様と共に幸せを！自己実現します。 

５．私達は、活き活きとした明るい会社にします。 

上記を胸に、日々取り組んでおります。 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 有限会社うしぶせ自動車 

所在地 沼津市西島町 19-25 

設立 昭和 45 年 1 月 

代表者 河田憲一郎 

従業員数 ３名 

HP http://www.ushibuse.jp/ 

事業内容 

（詳細） 

自動車整備、修理 

 

主にドイツ車のエンジンとトラ

ンスミッションの修理を得意

としています。 

自社ＰＲ 

ドイツ車（主にアウディ、フ

ォルクスワーゲン、BMW）のエ

ンジンとトランスミッションの

修理を得意としており、修理に

おいては日本一を狙っていま

す。 

 

入庫は全国からあり、同業者

さん、中古車店からの相談も多

いです。 

 

 

 

就業期間 期間内にて応相談 

勤務地 沼津市西島町 

受入可能数

(予定) 
1～2 名 

当社のインターンシップで体験できること 

現代の自動車整備業がやっている仕事。 

アウディ、フォルクスワーゲンの運転。 

汎用車両診断機の操作。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

自動車整備業は成熟産業と言われていますが、外車修理の需要はまだまだこれから伸びます。 

動かなかった車が、自分の整備によって快調に走るようになった時の達成感は格別です。 

世界に通用する整備技術、整備の腕を身に付けることにより、一生使える稼ぐ力を身に付けるこ

とができます。 

私がそうであるように、機械を触るのが好きで、時間を忘れてしまうタイプの人に来ていただき

たいと考えています。 

英語は必需です。ディーラーさんとは違った一般修理が多いのが特徴です。 

 

人数は少ないですが、国内最先端を行く弊社の仕事を見に来てください。 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 伊藤金物株式会社 

所在地 富士市横割 5-2-9 

設立 1964 年 12 月 

代表者 伊藤滋章 伊藤光昭 

従業員数 8 名（男子 5 名、女子 3 名） 

HP Itokana.jp（作成中） 

事業内容 

（詳細） 

・産業用資材および機材（金属

素材、スチール棚、配管部

品、工作機械など）卸売 

・各種工具、研究開発用品卸売 

・土木資材の卸売 

・工場や研究所等の環境改善 

自社ＰＲ 

弊社では、産業にかかわるあら

ゆるニーズにお応えします。 
・小さなネジから大きな機械まで、

取り扱い品種は 120 万種以上！医

薬品や半導体を製造する工場か

ら、土木の現場まで。幅広い分野

がフィールドです。 

・単に販売するだけではなく、お客

様と一緒に考え、解決策を提案す

ることを大切にしています。 

・ノルマなし！残業なし！仕事内容

の制限なし！フラットな職場環境

が自慢です。最近はプレミアムフ

ライデーも導入はじめました。 
 

 

就業期間 
（8 月～9 月の２ヶ月の中でご調

整ください） 

勤務地 主に富士市内 

受入可能数

(予定) 
2 名程度 

当社のインターンシップで体験できること 

インターン期間中は、基本的に弊社の営業員

と一緒に行動していただきます。単にモノを

販売するだけではなく、お客様と一緒に問題

を解決する現場を体験してみませんか？ 

 

普段は立ち入れない最先端の研究所や建築現

場など、様々な場所での仕事を見ることが出

来ます。 

また、弊社以外の企業にも訪問し、他社の社

長から仕事について聞く機会も設けます。 

 

インターンシップ期間中は、インターン報告

として毎日ブログを更新していただきます。

内容は、その日の感想程度で結構です。 

 

まだまだ男性が多い業界ですが、3 年前には

女子学生もインターンとして大活躍してくれ

ました。 

 

短い期間ですが、仕事を通して社会につなが

っているということを感じてもらえたら嬉し

いです。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

 

・「金物屋」のインターンってなんだ？と疑問に思われた方も多いと思います。 

そもそも最近では社内でもうちの会社は何をしている会社なんだろう？と議論に

なるほど…ちょっとカオスで、楽しい職場を体験してみませんか。 

「働く」ということのイメージをつかむきっかけになれば嬉しいです。 

 

・好奇心旺盛な学生さんのエントリーを期待します。 

不明な点は、担当（伊藤）の facebook まで、お気軽にお問い合わせください。

（facebook.com/itoh3u） 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社ホンダクリオ富士 

所在地 静岡県富士市天間１４４０ 

設立 昭和５１年５月 

代表者 前嶋 丈浩 

従業員数 9５名 

HP 
http://www.hondacars-

fujichuo.co.jp/ 

事業内容 

（詳細） 

 

・Honda 正規ディーラー 

・新車販売及び整備業 

・中古車販売 

・保険特級代理店 

自社ＰＲ 

 

「買った後が安心」をモットーに、

車を売りっ放しではなく、お客様の

快適なカーライフを過ごして頂くた

めに、日々より良いサービスをご提

供しております。 

 

 

就業期間 

8:30～18:00 

日程は学生さんの都合の良い日

を教えてください。 

勤務地 

富士・富士宮市内のお店 

（天間南店、富士インター店、 

富士宮城北店） 

受入可能数

(予定) 
１０名 

当社のインターンシップで体験できること 

 

実際にどんな仕事を行っているか体験して頂き、

働くイメージをより明確に出来ます。 

 

事務 お出迎え・お見送り 

   お茶出し 

   パソコン入力 

   ＤＭ発送 

   ショールームへの飾りつけ 

   朝礼・清掃参加 等 

 

営業 お出迎え・お見送り 

   商談同席 

   商談同行(お客様宅へ訪問) 

   洗車・車内清掃 

   パソコン入力 

   朝礼・清掃参加 等 

 

サービス 点検・修理 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

～私達と一緒に働きませんか？～ 

学生さんと社会人のギャップは、早いうちから埋めておくと不安がなくなり、 

就活にも大きな一歩となります。 

働くイメージがリアルに浮かぶと自分に合う会社、仕事が分かります。 

ぜひ目標を持って参加してみて下さい！！ 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社富士山ドリームビレッジ 

所在地 富士市依田橋 405-1 

設立 2006 年 10 月 

代表者 伏見 修 

従業員数 120 名 

HP www.dream-village.net/ 

事業内容 

（詳細） 

・就労移行支援 

・就労継続支援Ａ型 

・就労継続支援Ｂ型 

・放課後等デイサービス 

・生活介護 

・共同生活援助、短期入所 

自社ＰＲ 

① お客様と真摯に向き合う社員が

多く若い社員が活躍していま

す。                                                                                                                                                                                     

② 様々な業種の協力企業があるの

で、就職のマッチングが優位で

す。                                                                                                                       

③ 毎年２０名以上の就職者を輩

出。                                                                                                                 

④ 就職後の定着率が 90％超えは

トップクラスの実績です。                                                                                                                                                         

⑤ 理念に則り利用者に優位な企画

であれば年齢等関係なく任せて

くれる社風。 
 

 

就業期間 
（8 月～9 月の２ヶ月の中でご

調整ください）    

勤務地 

焼津市、静岡市清水区、富士

市、富士宮市、駿東郡清水町の

各事業所になります。 

受入可能数

(予定) 

事業所数が１９ヶ所あるので、

２０名の受入が可能です。 

※事業所によっては同時に２名

の受入が可能です。 

当社のインターンシップで体験できること 

障がいをもたれた方々の能力の高さや、彼ら

の純真な心を目の当たりにし 

素直に感動していただけると思います。 

又、同じ障がいでも様々な特性があり、苦

手なことや困りごとのある方々が、私たち職

員の少しの支援や工夫によって、能力を発揮

できるようになることに、感銘を受けられる

ことと思います。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

弊社の理念に『三方よし』の考えを取り入れています。 

① 利用者(障害者)さんよし 

② 地域よし 

③ 会社(従業員)よし 

…つまり、利用者さんの幸せを実現することが私たちの仕事だと認識しています。 

彼らが幸せになってくれれば、ご両親も、携わる関連機関の方々も、雇用していただいた企業の

方々も喜んでいただけると思っています。結果地域社会もよしとなれば、弊社が評価され、私た

ち従業員もよしとなります。 

弊社は高齢化社会における労働力不足に、弊社が持っている障がい者の就労支援の得意技を使

って社会に布石を投じ、社会に貢献してまいります。 

 学生の皆さん、私たちと明確な夢を描き、夢の実現に向けて、一緒に形にしていきましょう！

是非、弊社のインターンシップをリクエストして下さい 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社 ユーシ・イレブン 

所在地 富士宮市北山 4931 

設立 平成３年１０月 

代表者 赤池 富士夫 

従業員数 １８人 

HP http://uc11.jp/ 

事業内容 

（詳細） 

高級紙器パッケージ製作 

（貼り箱、Ｖカット箱等） 

ディスプレイ、ＰＯＰ製作 

自社ＰＲ 

高級紙器パッケージの分野にお

いて、同業者からも一目置かれ

ている会社です。 

箱に入るものの保護だけではな

く、ブランディングの助けにな

るパッケージ提案をしていま

す。 

買う人の気持ちを考えたパッケ

ージメーカーです。 

 

 

就業期間 
８/1～9/30 の中で調整します

（8:30～17:30） 

勤務地 所在地と同じ 

受入可能数

(予定) 
   2 名 

当社のインターンシップで体験できること 

お客様との打ち合わせから、デザイン、設

計、試作、本製作、出荷までの一連の流れを

見ていただく事が出来ます。 

作業を体験していただくことによって、「も

のづくり」の厳しさと楽しさを知ることが出

来ます。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

ものづくりの現実を知る事は、将来必ず役に立つと思います。 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 

 

http://uc11.jp/


静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社 青山建材工業 

所在地 静岡市清水区江尻町 13 番 15 号 

設立 昭和 60 年 4 月 1 日 

代表者 青山 達弘 

従業員数 14 名 

HP http://aoken.net/ 

事業内容 

（詳細） 

建設業 

・板金工事部：屋根、外壁工事を

請負い、工事の管理を行う 

・建築部：工場、ホテル、集合住

宅等の修繕工事 

・総務部：工事を行う為の書類作

成、それに伴う情報の整理、調

整、経理 

自社ＰＲ 

2015 年度まで、新卒採用は一人も

入社していませんでした。 

しかし、2016、2017 年と 2 年連

続で新卒採用を行っております。 

 

現在 19 才～73 才まで、幅広い世

代が共に仕事をしています。 

経験はとても大事ですが、時に経験

が思考の邪魔をします。 

新・旧様々な意見を融合して、進化

し続けて行く事を目指しています。 

 

 

就業期間 
（8 月～9 月の２ヶ月の中でご

調整ください） 

勤務地 静岡県内の建設現場、本社事務所 

受入可能数

(予定) 
2 

当社のインターンシップで体験できること 

基本的には、当社で働いている人が、実際に

どんな仕事を行っているか体験して頂きま

す。 

 

・建設現場に実際に行き、雰囲気を味わって

頂く。 

 

・事務所内で、事務内容に触れて頂く。 

 

・各社員との対話の中で、働くことに対し

て、雑談を含め、意見交換をして頂く。 

 

<昨年の実施内容> 

1 日目：会社説明・測量体験 

2 日目：板金工事部 現場体験 

3 日目：建築部 現場体験 

4 日目：総務部 安全書類作成体験 

 

 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

 実際にどんな仕事をしているか、体験できるカリキュラムを考えたいと思っています。 

興味のある方は是非当社へお越し下さい。 

 当社の現状をよく見て頂き、ご自分の進路のヒントになれば幸いです。 

主催：静岡県中小企業家同友会 
共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社山崎製作所 

所在地 
〒424-0065 

静岡市清水区長崎 241 番地 

設立 昭和４５年 

代表者 山崎かおり 

従業員数 ２３名 

HP 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｲﾄ↓

http://www.yamazaki-

metal.co.jp/ 

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｻｲﾄ↓ 

https://www.bankin-ya.jp/ 

 

事業内容 

（詳細） 

医療タンク、工作機械カバー・部品

の板金加工  

アクセサリー・インテリアの企画開

発販売 

自社ＰＲ 

日本の産業全体を支えている製造

業。その製造業を支えている板金加

工の技術者を確実に残していくため

に若者に技術継承を行っている真っ

最中です。６名が２０代。 

価値ある仕事、やりがいのある仕事

を生みだすために、自社プロダクト

ブランド「三代目板金屋」を 2015

年から立ち上げました。三代目板金

屋と検索してください！Facebook

のブランドページもあります。 

オンラインショップも開設しており

ます。 
 

 

就業期間 

①③8/21～8/31 のうちのご希

望の５日間 

②9/4 半日 9/6.7（１泊２日）

の 3 日間 

勤務地 社内・東京ビックサイト 

受入可能数

(予定) 
３名 

当社のインターンシップで体験できること 

◆下記の中でご希望の体験を選んでください。 

①自社プロダクトブランドの企画またはデザイ

ン。オンラインショップ運営の体験 

（マーケットインを考え、ブロダクト企画をする。

それに基づいてデザインを考えてみる。受注から発

送まで。顧客管理・メール対応等） 

②９月上旬に行われる東京ビックサイトでの展示

会において、自社商品の PR 営業 

（ギフトショーという日本最大の国際見本市におい

てギフト市場を学

ぶ。そして商品の

PR をすることを通

して、ギフト業界を

知り、マーケットを

勉強することができ

る。 

当社営業部（２０代

～３０代女性）と一緒に当社展示ブースに立ち、顧

客との名刺交換、コミュニケーション、営業の経験

をしていただきます。）（交通費、食事、宿泊費は

全て当社負担、宿泊はｼﾝｸﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ） 

③製造工程での体験 

(板金工場にて実際にプログラムから加

工まで、自分でステンレスサイコロを

作っていただきます。) 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 
当社は小さな町工場ですが、夢は大きく、挑戦を常に行っている企業です。 

自社ブランドは本年からフランス、イギリス、台湾での海外販路開拓も行っていきます。 

若者たちは社内で外部講師を招いて英語レッスンも始めました。 

若い方々の感性、感覚を大事にしている企業です。 

働き方改革は、８年前から取り組み、プライベートの時間を大事にできるよう年間休日は 116 日です。 

貴方のやりがいを作っていきたいと思っています。 

当社が取り組んでいること、会社の雰囲気等は、HP ブログ、Facebook で発信しております。 

“山崎製作所” “三代目板金屋” で検索してみてください。 

商品開発、自社プロダクト営業、海外営業、オンラインショップ運営、ものづくり全般に興味のあるか

た、ぜひ、体験してみてください。                   代表取締役 山崎かおり 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 

http://www.yamazaki-metal.co.jp/
http://www.yamazaki-metal.co.jp/
https://www.bankin-ya.jp/


静岡県中小企業家同友会 

201７年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社ジョブエール 

所在地 静岡市葵区伝馬町 10-9 松本ビル 2F 

設立 2010 年 4 月 

代表者 松本保美 

従業員数 2 名 

HP http://www.jobyell.net/ 

事業内容 

（詳細） 

 
・学生に対する就職指導塾 

・人材コンサルティング 

・セミナー、研修請負 

・インターネットを通じた情報

提供 他 

自社ＰＲ 

【ジョブエールの使命】 

学生に「働き続ける力」をつけ

させるため、就職指導に全力で

取り組みます。 

【ジョブエールのありたい姿】 

「就活を通して学生を元気にさ

せたい」「就活を通して学生を

社会参画させたい」 

 

 

就業期間 
3 日間 

※希望をお聞きして調整します 

勤務地 ジョブエール事務所内 

受入可能数

(予定) 
複数回実施、1 回に付 数名程度 

当社のインターンシップで体験できること 

※大学 1・2 年、短大 1 年生でも OK です!! 

1 日目 「そうだったのか!?経済シリーズ」 

・そうだったのか!? 静岡の経済 

・そうだったのか!? 日本の経済 

・そうだったのか!? 世界の経済 

 

2 日目 「業界・職種・会社の見方」 

・業界マップ、シェアより 

・仕事カタログ、13 歳のハローワークから 

・ホワイト企業、ブラック企業から 

 

3 日目 「行きたい会社 会いたい社員への

直接訪問」 

・何のために訪問するのか? 

・アポイントはどうやって取ればよいか? 

・「カバン持ち体験」をしよう!! 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

最近、何をやるにしても「後ろ向き、内向き、下向き」な学生さんが増えています。 

就活に関していえば、「面倒くさい、つまらない」という感想を聞く機会が多くなっています。 

それはなぜでしょうか? 好奇心を掻き立てられる、面白さを実感できるような就活、もっと言 

えば、感動やドラマのある就活をしていないからだと考えます。 

ジョブエールのインターンシップは、採用に直結(新卒採用をしていないから)するものではあり 

ませんが、参加した学生さんに「前向き、外向き、上向き」な就活に取り組める”元気とパワー” 

を与えます。 

 

担当 松本 ☎054-260-6556 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 

 

 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 遠藤科学株式会社 

所在地 静岡市駿河区西脇 1294 

設立 １９５２年１２月１７日 

代表者 遠藤 一秀 

従業員数 221 名 

HP http://www.endokagaku.co.jp 

事業内容 

（詳細） 

理化学機器、電子計測器、試験、

バイオ関連機器、コンピュータの

販売。計測制御システムの設計・

開発。 

自社ＰＲ 

ビーカーやフラスコといった実験

器具から電流計・電圧計、さらに

は電子顕微鏡などの最先端機器ま

で、科学の全領域をカバーする幅

広い商品を扱う科学機器の専門商

社です。 

 

 

就業期間 9/4(月)～9/8(金)予定 

勤務地 静岡市駿河区西脇１２９４ 

受入可能数

(予定) 
１名 

当社のインターンシップで体験できること 

当社の営業担当者もしくは技術担当者と一緒

に行動し、科学機器商社の主要な業務内容全

般と客先訪問を体験できます。社内では、

「電話対応・受発注・客先訪問のための準

備・仕入先との交渉など」、客先訪問では、

「打合せ・商品ＰＲ・クレーム対応・納品・

購買折衝等」が体験できます。 

また、当社が扱っている科学機器が、いかに

技術立国日本の基礎研究分野や、お客様の商

品開発・品質管理を支えているかが体験で

き、仕事のやりがいを体験できます。 

 

(文系・理系を問いません) 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

特別なプログラムではなく、社員の通常業務を体験できるようにしています。 

職場体験学習として、この機会を積極的にご活用ください。 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 静岡県中小企業家同友会 

所在地 静岡市葵区御幸町８静岡三菱ビル６F 

設立 1974 年 

代表者 秋山 啓希 

従業員数 7 名(正規 6 名 パート 1 名) 

HP http://www.szdoyu.gr.jp/ 

事業内容 

（詳細） 

中小企業家同友会の事務局員

は、会員経営者が「よい会社、

よい経営者、よい経営環境」を

目指し、学び合い、高め合う場

を共に創る仕事をしています。 

自社ＰＲ 

【経営者の想いに触れる】 

定例会や役員会、また会員訪問

などで中小企業経営者の想いや

苦労、生き様など、普段ではな

かなか触れることのない経営者

の本音を聞くことが出来ます。 

 

【たくさん学べる仕事】 

事務局の仕事は幅広く、「決め

られたことをやる」より「考え

て行動する」機会が多いのでや

りがいも学びも大きいです。 
  

就業期間 
（8 月～9 月の２ヶ月の中でご調

整ください） 

勤務地 事務局 

受入可能数

(予定) 
3～4 名 

当社のインターンシップで体験できること 

◆会員企業の訪問 

 会員訪問では、直接会社に赴き「よい会社

づくり」の実践に触れることができます。

会社のリーダーとして様々な経験・知識を

持つ経営者と関わることは自分の人生を考

えるきっかけにもなります。 
 

◆経営者が集まる勉強会の運営・参加 

 伊東から浜松まで県内全１１支部で月１回

行われる定例会に運営・参加し、会員によ

る経営実践報告やグループ討論を通じて、

経営者の想いや考え方、また経営者たちの

「学び方」を学ぶことが出来ます。 
 

◆局内事務 

 電話対応や定例会の準備などの実務を行っ

て頂きます。 
 

★積極的に質問してみよう！★ 

 今回参加していただくみなさんも、「お客

さん」ではなく「主体者」です。グループ

討論や会員訪問で積極的に質問をしてみま

しょう。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

本当に毎日たくさんのことを学べる、やりがいの大きい仕事だと思っています。また、人数

が少なく、年齢に関係なく意見や提案がしやすい環境で、若いうちから色んなことにチャレン

ジできます。入局する前、私自身説明を聞いても同友会って何なのか正直分からないことだら

けでした。ですから、「同友会ってなんだろう。よく分からないけど面白そう！」と感じた

ら、ぜひインターンシップに参加してみてほしいです。そこで「大変さ」も「楽しさ」も体験

して、自分の職業選択に役立ててほしいと思っています。 

 

同友会では「教育」ではなく「共育」という言葉がよく使われます。今回のインターンシッ

プでも学生の皆さんに学んでもらうだけではなく、学生の視点から見た率直な意見は私達もた

くさんの学びがあります。疑問に思ったことはどんどん質問をぶつけてください。 

多くの方の参加を心よりお待ちしています！ 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 有限会社 池原商会 

所在地 島田市牛尾１４７１－７１ 

設立 １９８６年 

代表者 池原智彦 

従業員数 正社員６名 パート３名 

HP http://ikeharasyokai.com/ 

事業内容 

（詳細） 

島田市委託ごみ等収集業務 

一般廃棄物処理業（収集運搬） 

産業廃棄物処理業 

（収集運搬、処分） 

リサイクル        

自社ＰＲ 

島田市、旧金谷地区のど田舎に 

弊社はあります。周りには何も 

ありませんが、地域になくては

ならない会社だと思っています 

 

 

 

就業期間 
いつでも可 

 

勤務地 所在地に同じ 

受入可能数

(予定) 
１～２名 

当社のインターンシップで体験できること 

ごみ収集車に乗れます。 

トラックに乗れます。 

廃棄物回収作業について行けます。 

アルミ缶とスチール缶の選別ができます。 

アルミ缶の圧縮作業ができます。 

ペットボトルの圧縮作業ができます。 

廃プラスチックの圧縮作業ができます。 

様々な物の解体作業ができます。 

知的障がい(者)を知ることができます。 

社長と話ができます。 

 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

外仕事なのできついと思いますが、汗を流して仕事をした後のごはんは最高にうまいです。 

そんなごはんを食べたい！ 

ごみ収集車に乗りたい！ 

と思ったら、ぜひ遊びに来てね。 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 司法書士法人みらいふ 

所在地 島田市阪本１３２３－１４ 

設立 平成 11 年６月 

代表者 小寺 敬二 

従業員数 ５名 

HP Me-life.jp 

事業内容 

（詳細） 

司法書士業務 

 不動産登記 

 会社登記 

 成年後見 

 裁判所提出書類作成 など 

自社ＰＲ 

 明るく、活気のある職場で、

地域に密着した活動をしていま

す。 

 

 

 

就業期間 期間内にて応相談 

勤務地 島田市 

受入可能数

(予定) 
１～２名 

当社のインターンシップで体験できること 

・各種の書類作成とその考え方 

・士業として、相談者とのかかわりかた 

・行政や各種官公庁とのやりとり 

・その他 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

  ★こんな学生さんを募集します 

  ・本気で、司法書士やその他士業の資格をめざしている人 

  ・お客さまに貢献したいという熱い気持ちのある人 

  ・親に感謝の気持ちをもっている人 

  ・笑顔と明るいあいさつを大事にしている人 

   

※ 今の段階で、知識やスキルはなくても大丈夫です。 

  

 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社オブジィ 

所在地 藤枝市谷稲葉１３７－１ 

設立 20０0 年５月 

代表者 伊藤崇洋 

従業員数 19 名 

HP http://www.obssi.com 

事業内容 

（詳細） 

 

 

 ソフトウェア開発業務 

 Web システム構築業 

IT 運用コンサルティング 

自社ＰＲ 

オブジィは IT 会社でありなが

ら、藤枝の自然豊かな環境の中

で、Web システム、ソフトウェ

アを開発しています。お客様か

ら依頼された仕事をするだけで

はなく、ちょっとした遊び心も

加え、オリジナルのソフトウェ

アを提供しています。 

そのような開発姿勢が評価さ

れ、毎年業績は成長していま

す。 

  

就業期間 
（8 月～9 月の２ヶ月の中でご調

整ください） 

勤務地 オブジィ本社事務所内 

受入可能数

(予定) 
５名程度まで 

当社のインターンシップで体験できること 

※学年や専攻は一切関係ありません 

1、２日目 実際にある IT 会社への相談～作

戦～実践 

 

実際にオブジィにあった相談事例を基に解決

策を一緒に考えます。そしてそれを実施する

ための作戦を考えます。実際に進めているプ

ロジェクトへ 2 日ほど参加し、仕事を通じて

IT 会社への理解を少し深めます。 

 

３日目 オブジィが構築したシステムが利用

されているような現場（客先）へ同行しま

す。そこでお客様は何を IT に求め、それに

どのように応えているのか、現場を通して学

びます。 

 

最終日には弊社の懇親会も予定しています。 

 

 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

オブジィは職人の集まりと言われる会社ですが、オブジィほど遊び心がある IT 会社はないとい

われています。 

ただ頼まれただけの仕事をするだけではなく、期待以上・予想以上を作り続けられるからこそ、

藤枝の郊外でも毎年業績が成長しています。 

そこには会社を大きくしたいという思いの前に、お客様にとってより良いもの、そしてより楽し

く仕事が出来るもの、そんなソフトウェアを提供したいという純粋な信念で仕事をしている姿が

あります。 

教科書や学校では学ぶことも、感じることも出来ない厳しい中にも楽しさのある現場を体験して

みませんか？ 

オブジィのインターンシップは、社会見学ではありません。 

一緒に仕事に参加し、すべてを共有することを基本方針にしています。 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

201７年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社スーパーラック 

所在地 牧之原市波津３－２８ 

設立 昭和 47 年 

代表者 小野里隆二  

従業員数 200 名 

HP http://www.luckgroup.co.jp/index.htm 

事業内容 

（詳細） 

食品スーパー・不動産賃貸 

自社ＰＲ 

牧之原市・御前崎市・菊川市・

袋井市で食品スーパーをしてい

ます。地域密着で 

 

 

就業期間 ８/１～９/３０ 

勤

務

地 

菊川店 

受入可能数

(予定) 
2 名程度 

当社のインターンシップで体験できること 

青果・惣菜・フロアなどの現場実習体験。

食味体験。 

 

スーパーマーケット全般の知識を知りたい

方、全国組織の CGC グループについても

詳しく説明します。 

 

役員と直接話ができます。 

是非、大手にはない良さを感じるインター

ンシップを体験してください。 

バイヤー商談や店内会議等も希望で参加可

能です。 

 

特に 8 月 20～30 日の間では展示会等に

参加可能です。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

お店のスタッフみんな明るく楽しいお店です。 

若いスタッフも増え、若い力を活かせる会社作りをめざしスタッフみんなで新しいスーパーマケ

ットの形をつくろうと頑張っています。安心・安全な食品を揃えお客の生活を支えていきます。 

是非、地元密着のスーパーの良さを感じていただきたいです。 

学生の皆さん、ぜひお越しください。 

商品部の責任者である専務と直に話をして、みなさんのこの業界での知識を養って頂きたいと思

います。全国組織の CGC(ボランタリーチェーン)についても詳しくお話しさせていただきます。 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 

 

 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 株式会社榛南自動車学校 

所在地 牧之原市細江 1731 

設立 昭和３９年２月２５日 

代表者  水野 悦裕 

従業員数   ７７名 

HP http://hainanjiko.co.jp/ 

事業内容 

（詳細） 

普通自動車、準中型、 

普通二輪、大型二輪、 

中型自動車、大型特殊、

高齢者講習 

フォークリフト教習 

自社ＰＲ 

弊社は、昭和３９年設立し 翌

年２月に公認自動車学校として

スタートし、現在 54 期です。

平成 23 年 11 月から合宿教習

を開始して、年間 800 人の教習

生が昨年３，４０４人まで増加

しました。全国でもトップクラ

スの伸び率の自動車学校です。 

 

 

 

就業期間  応相談 

勤務地 牧之原市細江 1731 

受入可能数

(予定) 
３人 

当社のインターンシップで体験できること 

 

1.接客、電話応対等 一般の会社で必要な 

マナー。 

 

2.教習所の社会的な役割 

 

3.教習所の事務の仕事 

 

4.民間企業で仕事をする意味 

 

5.教習所の法的な役割 

 

6.運転免許制度について 

 

7.なぜＶ字回復したか？ 

 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

弊社は、平成２３年に合宿教習を開始以来、自動車学校業界

では、全国でも注目を集めています。 

平成 23 年 4 月に社長に就任してから「一生無事故運転者の

育成」を目標に、せいいっぱい命をかけて経営しています。 

そんな私の考え方や行動を見ていただき、今後の人生に生か

していただけたら嬉しく思います。皆様にお会いできることを

楽しみにしています。（社長） 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 
農事組合法人 茶夢茶夢ランド

菅山園 

所在地 牧之原市菅ヶ谷 2861-4 

設立 平成 9 年 

代表者 植田善久 

従業員数 17 人 

HP 「茶夢茶夢ランド菅山園」で検索 

事業内容 

（詳細） 

お茶の栽培・荒茶製造 

いちご栽培 

自社ＰＲ 

環境保全に配慮し自然を活かし

た農業経営を推進しています。 

農業をしながら食の大切さ、あ

りがたさを肌で実感し、お客様

に喜ばれる茶・いちごを出荷し

ています。 

 

 

就業期間 いつでも 

勤務地 牧之原市菅ヶ谷 2861-4 

受入可能数

(予定) 
   ６ 名 

当社のインターンシップで体験できること 

農作業体験 

 茶園管理、収穫作業 

 いちご栽培管理 収穫調整作業 

 （収穫時期は限定されています） 

  

お茶の入れ方教室のお手伝い 

 食育を兼ねて小学生向けに開催 

 

小売販売 

 スーパーなどに出向きお茶の試飲販売 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

自然の中で農業体験してみませんか！ 

生きていく中で欠かせない「食」のことを作業体験しながら考

えましょう 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 小塚建設株式会社 

所在地 牧之原市地頭方５３５－２ 

設立 昭和４６年５月８日 

代表者 小塚辰巳 

従業員数 １７名 

HP www.kozukakensetsu..com 

事業内容 

（詳細） 

建築・土木工事の設計及び施工 

宅地及び建売住宅分譲その他 

不動産売買斡旋 

損害保険代理店 

自社ＰＲ 

昭和３８年創業以来志太榛原地

域を中心に住宅建築から店舗・

工場・倉庫・事務所・共同住

宅・公共建築物など１８００棟

以上のお客様の建物を施工させ

て頂きました。アフターサービ

ス等徹底して行い、安心・満足

の「心と心の繋がり」を追求し

たサービスを提供している。 

 
 

 

就業期間 期間内で応相談 

勤務地 本社事務所及び現場 

受入可能数

(予定) 
１人 

当社のインターンシップで体験できること 

建築の計画から図面作成～打ち合わせ～ 

見積り作成～契約～着工～上棟～完成引き渡

し迄の一連の流れが実感出来ると思います。 

また社会人としてのコミュニケーション・ 

マナー・お掃除・挨拶まで当たり前の事を当

たり前にやる事がいかに大切なのかを実感出

来ると思います。 

特に「事務所や現場での環境整備がいかに重

要であるかを認識して頂ける」と思います。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

思い切って参加してみて下さい。 

全社、大変仲が良い会社なので、社内が明るいです。 

私達と楽しく仕事してみませんか？ 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 

 

 



静岡県中小企業家同友会 

2017 年度インターンシップ募集要項 
こんな学生さんを募集します！！ 

会社情報 

会社名 有限会社大橋商事 

所在地 磐田市東名 267-3 

設立 昭和 26 年 

代表者 大橋徳久 

従業員数 22 名 

HP http://ohashisyouji.hamazo.tv/ 

事業内容 

（詳細） 

廃棄物処理業 

･産業廃棄物収集運搬･処理 

･一般廃棄物収集運搬(事業系･行政委託) 

･再生原料買取 

･清掃メンテナンス 

･遺品整理､処理(特殊清掃･家屋解体) 

自社ＰＲ 

弊社は創業以来 65 年以上、環

境保全の一翼を担うものとして地

域で育てて頂いて参りました。 

 ISO14001 を取得することで

企業の持つべき環境意識について

見識を深め、地域生活を担うライ

フライン企業であるとの認識から

BCP の策定も致しました。 

 さらに新たな取り組みにチャレ

ンジし、地元の皆様から「地域の

財産」と言って頂ける企業を目指

しています。 
 

 

就業期間 
ご相談に応じます 
（３日～１週間程度で調整させて頂きます） 

勤務地 磐田市を中心とした県西部地域 

受入可能数

(予定) 
１～２名（期間内に個別対応） 

当社のインターンシップで体験できること 

◎環境ビジネスのアウトラインを体感頂けます。

また廃棄物を見ることで、産業構造の変化を読み

解くことができます。 

◎取引先工場の減産･海外移転、超高齢社会化や

歯止めのかからない人口減少など、とても厳しい

環境下で中小企業がどのように夢を抱き、10 年

後のビジョンを形にするために奮闘しているのか

を間近で体感頂けます。 

◎企業で必要とされる人物像をイメージするお役

に立てることと思います。 

◇経営層の一日の業務に同行頂きながら、経営者

が何を考え、自らどのようなスキルを磨こうとし

ているのか、お伝え致します。 

◇営業マンに同行頂き、新規顧客の開拓から既存

客のフォロー、クレーム対応などをご体感頂きま

す。 

◇事務部門も体験頂き、電話応対から請求のイロ

ハなどを見て頂きます。 

◇現場作業を体感頂く用意もございます。実際の

現場作業も知ることができます。 

＊学年や専攻は問いません。社会勉強のひとつと

してご活用頂けるなら幸いです。 

【インターンシップを考えている学生さんへメッセージ】 

弊社の要項をご覧頂きありがとうございます。 

 私たちは磐田市を中心に、地域の皆様の生活ごみや地元企業様の各種廃棄物などを取り扱う廃

棄物処理企業です。「環境」を通じて、小さくとも力強く地域とその未来を明るく照らす企業

でありたいと願っています。 

 お取引先は行政であり、地元企業様であり、また同じ地域に暮らす個人の方々でもあります。 

 立場や状況が異なる種々のお客様に対応しながら日々の業務を円滑に進めるには、社会人とし

て多くのことを学び、それらを実行しなければなりません。 

 実社会に出る前の学びの場として弊社をご利用頂けるなら、環境ビジネス業界のみならず、社

会構造の様々な側面を知る手掛かりを得ることができます。 

 ご不明な点や不安なことがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。  

 ご応募、楽しみにしています。    担当窓口 遠藤 0120-538-084（ごみはオーハシ） 

主催：静岡県中小企業家同友会 

共同求人委員会 




