
令和2年度　夏季インターンシップ参加企業一覧（No.1～27）

No. 企業名 業種 事業内容 郵便番号 実習場所 ホームページ 実施期間 実施日数 募集人数 選考
理系
学部

留学生 その他条件

1 ㈲ICS SAKABE 製造業
・ロボットセミナー開催　・産業ロボットや3DAIビジョン導入支援
・物流センター/自動倉庫の制御盤設計、製作、試運転
・自動車産業/搬送設備等制御盤設計、製作、試運転

802-0062
北九州市小倉北区片野新町2-11-25
中村ビル101号、104号 http://www.icssakabe.com 夏季休暇中　応相談 5日 1名 面談 ○ × なし

2 ㈱あいはら 設備工事業
電気設備の企画・設計・施工・監理並びに保守点検。建物、発電所の建
設、産業設備、環境・リサイクル設備等の電気工事を全国規模で展開。

807-0821 北九州市八幡西区陣原2丁目3-4 https://www.aihara.co.jp/
8月26日（水）～28日（金）
9月9日（水）～11日（金）

3日 各日程10 名 なし ○ × なし

3 アイム電機工業㈱ はん用機械器具製造業
水中ポンプ・水中モーターなどの産業用水処理機器の専業メーカー。
国内のみならず広く海外へもチャレンジしている。

806-0004 北九州市八幡西区黒崎城石3-4  ほか http://www.eimpump.co.jp
7月13日（月）～31日（金）
8月17日（月）～9月18日（金）

左記期間内で
5日

各日程2名
計6名

なし ○
日常

会話が
できる

なし

4 ㈱有薗製作所 製造業 義肢・装具・車椅子・福祉機器の製造、販売 805-8538 北九州市八幡東区東田1-7-5 http://www.arizono.co.jp 9月7日（月）～11日（金） 5日 1名 なし ○ × なし

5 池田興業㈱ 総合物流業
総合物流業（トラック運送、倉庫業）・プラント建設・ゼネコン・アウトソーシ
ング（業務請負）他

800-8510 北九州市門司区大里本町2-2-5 https://www.ikeda-kogyo.co.jp/
8月19日（水）～21日（金）
9月2日（水）～4日（金）

3日
各日程1～2名

計2～4名
なし ○ × 四年制大学の3年生

6 ㈱エコウッド 製造業 木材・プラスチック再生複合材の製造および販売 808-0021 北九州市若松区響町1-12-1 https://www.eco-wood.jp/
8月17日（月）～31日（月）
9月23日（水）～30日（水）
※上記期間にて応相談

5日 各日程2名 書類選考 ○ ×
ものづくりや環境分野に
興味のある学生

7 エフコープ生活協同組合 小売・複合サービス業
宅配、店舗、カタログ（通販）、共済・保険、葬祭、福祉（介護）、住宅、夕食
宅配、電気小売事業など、消費者（組合員）のくらしを支える食品・日用雑
貨、サービスの提供

811-2495 福岡県糟屋郡篠栗町中央1-8-1　ほか http://www.fcoop.or.jp/index.html 8月17日（月）～21日（金） 5日 3名 なし ○ × なし

8 オーエーセンター㈱ 情報通信業
・NTT西日本情報通信機器　販売・施工・保守
・ドコモショップ運営（市内5店舗）
・洋菓子　製造・販売(市内2店舗　工場1か所)

802-0016 北九州市小倉北区宇佐町2-10-1 http://www.oacenter.co.jp/ 8月17日（月）～9月25日（金）
左記期間内で

10日
2名 なし ○ × なし

9 岡﨑建工㈱ サービス業 ビルメンテナンス事業、緑化建設事業 803-0846 北九州市小倉北区下到津5-9-22 http://www.okazaki-kenko.co.jp/ 8月17日（月）～21日（金） 5日 4名 なし ○ × なし

10 ㈱観山　観山荘別館 飲食業 日本料理店の運営 802-0061 北九州市小倉北区三郎丸3-10-41 http://www.kanzan.net/bekkan/ 夏季休暇中　応相談
週5日で
2日休み

5名 なし ○ × なし

11 北九州市立玄海青年の家 教育
・青少年の自然体験活動
・宿泊研修施設
・指定管理施設（玄海グリーン＆アドベンチャー共同企業体による運営）

808-0121 北九州市若松区大字竹並126-2 http://www.genkai-seinen.com/ 8月24日（月）～9月25日（金）の期間にて応相談
3～5日程度

応相談
各日程1名

計2名
面談 ○ N2認定 なし

12 吉南㈱ 倉庫業 倉庫業、製造請負業、人材派遣業 759-0134 山口県宇部市大字善和字上瀬戸原189番7 https://www.kichinan.co.jp 9月3日（木）～5日（土） 3日 3名 なし ○ N1認定 なし

13 九州スズキ販売㈱ 自動車販売業
スズキ車をメインとした自動車の販売、整備など。
その他ボートの販売、マリーナ経営。

804-0022 北九州市戸畑区金比羅町1-21 https://www.suzuki.co.jp/dealer/kyusyu-suzuki/
8月下旬～9月下旬
※日程は応相談

3日 5名 なし ○ × なし

14 ㈱九州日昌 生産用機械器具製造業 熱に関する製品、技術を取り扱い、お客様をサポートする 808-0109 北九州市若松区南二島2-6-7 http://kyushu-nissho.co.jp/ 夏季休暇中　応相談
1週間程度

予定
2名 なし

○
工業系

× なし

15 計測検査㈱
技術サービス業
（非破壊検査）

画像処理によるトンネルのひび割れ調査、科学プラントの保守検査及び
損傷原因調査、応力測定、振動測定、土木計測等

807-0821 北九州市八幡西区陣原1-8-3 http://www.keisokukensa.co.jp/ 夏季休暇中　応相談 5日 1～2名 面談 ○ × なし

16 ㈱佐伯建設 建設業

総合建設業・不動産業
○建築工事：教育・文化・社会福祉・医療・神社・仏閣等施設の設計・施工
〇土木工事：道路、トンネル、橋梁等社会インフラの施工
〇リフォーム工事：耐震補強、増改築等設計・施工

803-0814 北九州市小倉北区大手町7-38　ほか http://www.saikikensetsu.co.jp/ 8月31日（月）～9月30日（水）の期間にて応相談 3～5日程度 7名 なし

○
建築・
土木系
学部

× なし

17 ㈱佐々木総研 経営コンサルタント業
税務・会計コンサルティング、病院・診療所・介護事業経営コンサルティン
グ、相続・事業承継対策、人事・労務コンサルティングなど

805-0021 北九州市八幡東区石坪町10-13 http://www.sasakigp.co.jp/ 9月28日（月）～30日（水） 3日 1名 面談 ○ × なし

8月3日（月）～7日（金）
10月5日（月）～9日（金）

5日 各日程2名 なし ○ × なし

8月17日（月）～9月11日（金）
左記期間内で

12日
2名 書類選考 ○ × なし

19 山九㈱　プラント事業部 建設業 プラントエンジニアリング（企画・設計・調達・建設・メンテナンス）事業 805-0058
北九州市八幡東区前田1578-3
日本製鉄㈱九州製鉄所構内 http://www.sankyu.co.jp

8月18日（火）～21日（金）
9月15日（火）～18日（金）
※応相談

4日 各日程2名
書類選考後

面談

○
工学部
土木又
は建築
学科

日常
会話が
できる

書類選考合格者は企業面
談を実施

20 ㈱サンリブ 小売業
生活にはなくてはならない「衣・食・住」に関する商品及びサービスを提供
するスーパーマーケット http://www.sunlive.co.jp/ 9月14日（月）～18日（金） 5日 8名 なし ○

日常
会話が
できる

なし

21 下関体育センター㈱ サービス業 スイミングクラブ、スポーツクラブの運営 750-0066 山口県下関市東大和町1-8-2 -
9月7日（月）～10日（木）
9月14日（月）～17日（木）

4日 各日程2名 なし × × なし

22 ㈱白海 建設業 海上土木工事・しゅんせつ工事での土木施工管理 808-0021 北九州市若松区響町3-1-33　ほか http://shirakai.jp 夏季休暇中　応相談 3日予定 2～3名 なし ○ N1認定 なし

23 新日本非破壊検査㈱ 技術サービス業
①発電所・化学プラント、橋梁など産業構造物の非破壊検査
②検査ロボット・特殊センサーの開発・製作 （メカトロニクス業務）

803-8517 北九州市小倉北区井堀4-10-13 http://www.shk-k.co.jp/ 9月2日（水）～9日（水） 6日 2名 書類選考 ○ × なし

24
第一生命保険株式会社
九州コンサルティング営業室

生命保険業
企業や官公庁にお勤めの方々に生活設計をコンサルティングし、お客さ
まとともに考え、お客さまの生活の変化や多様なニーズに応じて、「良質
な商品」、「良質なサービス」、「良質な提案」を提供。

812-0024
福岡市博多区綱場町1-1
D-LIFE PLACE呉服町10階

https://www.dai-ichi-life-professionals.jp/
8～9月に実施
※具体的な日程は追って連絡

3日以上を予定 各日程10名 書類選考 ○ × なし

25 大榮㈱ 建設業 インフラ等構造物の補修工事を主とした施工管理 803-0801 北九州市小倉北区西港町61-13 http://www. daiei-eng.co.jp/ 夏季休暇中　応相談 5日 1～2名 なし ○ × なし

26 ㈱大信薬局 医薬品・化粧品小売業 ドラッグストア、薬局、薬店、調剤薬局、整骨院、介護施設の運営 802-0072 北九州市小倉北区東篠崎1-11-5 https://www.taishinph.co.jp/ 夏季休暇中　応相談 3日
各日程2名

計10名
なし ○ ×

四年制大学の3年生
または短大1年生

27 ㈱千葉工務店 建設業 建設業・一級建築士事務所 805-0034
北九州市八幡東区清田3-1-1
八幡高等学校 現場事務所

http://casa-kitaq.jp 9月～　応相談
3日

相談の上決定
2名 面接

○
建築系
学科

×
建築の工事に関心のある方
歓迎

18 ㈱さとう建設 建設業
・新築注文住宅の設計及び施工管理
・戸建住宅、マンションのリノベーションの設計及び施工管理

818-0005

面談 ： 合否なし　　面接 ： 合否あり　書類選考：合否あり

福岡県筑紫野市大字原187-3 http://www.e-satou.com

①サンリブシティ小倉　②サンリブ折尾
③サンリブ西小倉　④マルショク重住店
のいずれか1店舗



令和2年度　夏季インターンシップ参加企業一覧（No.28～53）

No. 企業名 業種 事業内容 郵便番号 実習場所 ホームページ 実施期間 実施日数 募集人数 選考
理系
学部

留学生 その他条件

28 ㈱翼エンジニアリングサービス 技術サービス業
各種産業プラントに関連する配管設計・製図
解析技術・強度計算・２D及び３D CADによる配管エンジニアリング

806-0067 北九州市八幡西区引野1-19-15 http://www.tsubasa-eng.co.jp/ 8月31日（月）～9月4日（金） 5日 2名 なし
○

機械
工学系

×
四年制大学の3年生
または2年生

29 ㈱DL 不動産業 投資収益物件の売買仲介、賃貸管理 803-0835 北九州市小倉北区井堀3-16-3 https://dl-estate.jp/ 9月7日（月）～11日（金） 5日 2名 なし ○ × なし

30 ㈱テクノステート 輸送用機器製造業
自動車のメインであるエンジン・ミッション部品や、自動運転支援用(レー
ダー関係)部品の開発・製造。当社独自の金型設計・製作（特許取得済）

828-0033 福岡県豊前市大字六郎135-2 http://www.techno-state.co.jp/
8月19日（水）～28日（金）
9月15日（火）～25日（金）

左記期間内で
3～5日

各日程2名 書類選考
○

工学部
× なし

31 ㈱ドーワテクノス 卸売業（商社）
鉄鋼・化学・電機等のものづくりの生産現場に電気、機械機器を販売。安
川電機製の産業用システム品を主力に電気設備工事・改修も行う。

806-0004 北九州市八幡西区黒崎城石3-5 https://www.dhowa-technos.co.jp 9月7日（月）～11日（金） 5日
文系2名
理系1名

理系のみ
書類選考

○ N1認定 なし

32 ㈱戸畑製作所 非鉄金属製造業

1．純銅・銅合金鋳物製品、その他伸銅品等の製缶溶接品、チタン製缶溶
接品の製造販売
2．電気メッキライン用電極及び通電帯の製造販売
3．拡散接合による異種金属品の製造販売

800-0211 北九州市小倉南区新曽根8-21 http://www.tobata-s.com 9月16日（水）～18日（金） 3日 2名 なし ○ × なし

33 ㈱中園 建設業
建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、建具工事業、家具工事業、
海外調達

800-0231 北九州市小倉南区大字朽網3914-42 http://www.k-nakazono.co.jp 夏季休暇中　応相談
3日～2週間

応相談
各日程1名

計2名
面談 ○ N2認定 なし

34 ㈱ナフコ 小売業 ホームセンター・家具・ホームファッション事業 811-4157
福岡県宗像市アスティ1丁目3
宗像リサーチパーク内

http://www.nafco.biz/recruit/webbriefing/index.html
8月8日（土）～31日（月）
9月1日（火）～13日（日）

10日 各日程2名 なし ○ N1認定

コロナウイルス感染症の影
響により大幅な内容の変更
や、今期の開催を見送る可
能性あり

35 日本生命保険相互会社　北九州支社 生命保険業
個人および企業向け各種保険の引受け・保全サービス、有価証券投資・
貸付・不動産投資など受託資産の運用、付随業務

802-0005
北九州市小倉北区堺町1-3-15
日本生命小倉堺町ビル9階 https://www.nissay.co.jp/ 9月7日（月）～11日（金） 5日 5名 書類選考 ○

日常
会話が
できる

なし

36 ネッツトヨタ北九州㈱ 小売業
①トヨタ車の新車販売 ②中古車販売及び買取 ③点検・修理等のカーメ
ンテナンス ④レクサス車販売 ⑤福祉車両販売 ⑥ＪＡＦ取扱店 ⑦通信機
器販売（ａｕ） ⑦各種保険販売 ⑧トヨタＴＳ３カード取扱店

803-0845 北九州市小倉北区上到津3-4-1　ほか https://www.hellonetz.com/ 夏季休暇中　応相談　　※木曜日～土曜日 3日 各日程2名 書類選考 ○ ×
四年制大学の3年生
または短大1年生を優先

37 ㈱ハローデイ 食品小売業 食品スーパーマーケット「ハローデイ」「ボンラパス」の経営 http://www.halloday.co.jp/ 8月26日（水）～28日（金） 3日 6名 なし ○ × なし

38 ㈱ハンズマン 小売業 ＤＩＹホームセンター「ハンズマン」の運営 800-0231
北九州市小倉南区大字朽網字草見3914番
地21

https://www.handsman.co.jp/ 夏季休暇中　応相談 5日 各日程3名 なし ○ × なし

39 社会福祉法人　福祉松快園 介護・医療
各種介護サービス等を運営し、入所・通所・訪問と幅広い総合サービスを
目指し、また地域貢献ができるようボランティア活動も多く行っている。

806-0033 北九州市八幡西区岡田町10-10 http://www.shokaien.com 夏季休暇中　応相談 3日～
3名

応相談
なし ○ × なし

40 ㈱不動産中央情報センター 不動産業

アパマンショップ（北九州市内及び近郊９店舗）における賃貸斡旋、賃貸
物件のオーナー業代行による不動産管理、マンスリーマンションの管理、
資産コンサルティング、売買仲介、損害保険事業、高齢者住宅の運営・企
画など

800-0072 北九州市小倉北区東篠崎1-3-13 http://www.demand.co.jp/ 8月20日（木）～25日（火） 5日 2名 なし ○ N1認定 なし

41 ㈱本多設備工業 建設業
主に北九州市内の新築マンションの中で、給排水衛生設備工事・空調換
気設備工事の施工管理を行う

802-0816 北九州市小倉南区若園1-2-20 http://hon-ss.co.jp 8月31日（月）～9月4日（金） 5日 2名 なし
○

建築系
× なし

42 松本工業㈱ 製造業
座席骨格、ヘッドレスト、アームレスト等の量産自動車部品が主力製品。
その他、総合建築業、建築金物製造業、鋼製型枠製造業、食品スーパー
業を営む複合企業。

828-0022 福岡県豊前市宇島76-22 http://www.matsumoto-kk.co.jp/
8～9月に実施
※日程は応相談

5日 2名 書類選考 ○ N2認定
安全靴、作業着、帽子を
持参のこと

43 三島光産㈱ 製造業
高い技術力を生かして社会に貢献するモノづくり企業。大手自動車メー
カーの製造設備の設計据え付けなど。

800-0211 北九州市小倉南区新曽根5-1　ほか http://www.mishimakosan.com
8月中旬～9月下旬
※具体的な日程は追って連絡

5日
各日程2～4名

計16名
書類選考

○
工学部

N2認定 なし

44 ㈱安成工務店 総合建設業

住宅事業部：環境共生住宅　～自然と共に暮らす家～の設計・施工
建築事業部：事業用建物や公共事業などの設計・施工
商業開発部：有効な土地活用をするための企画開発・サブリースでの運
営管理

https://www.yasunari-komuten.com/ なし ○
日常

会話が
できる

コロナウィルスの影響により
受け入れできない場合あり

45 ㈲八幡西調剤薬局 サービス業（医療） 受付業務、処方せんの入力、調剤補助、会計業務、レセプト作成など 807-0856 北九州市八幡西区八枝3-12-1 https://yph.jp/ 夏季休暇中　応相談 3日 1名 なし ○ × なし

46 ㈱山口フィナンシャルグループ 金融業
銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理、
並びにそれに付帯する業務

751-0849 山口県下関市綾羅木本町7-20-3 https://www.ymfg.co.jp 8月17日（月）～21日（金） 5日
1名

状況により
増加も検討

書類選考 ○ × なし

47 ㈱陽和
プラスチック工業用製品

製造業

スーパーエンジニアリングプラスチックの成形・加工による工業用機能部
品の製造販売。高機能性フッ素樹脂による成形・切削・溶着の3種複合技
術を強みに産業機械・食品加工機械・ケミカル分野・薬品医療分野へ製
品を提供。

800-0231 北九州市小倉南区大字朽網3914番75 http://www.yohwa.co.jp 夏季休暇中　応相談 1～2週間 3名 書類選考 ○ × なし

【文系】 9月7日（月）～11日（金）
           9月14日（月）～18日（金）

5日 1～2名 面接 ○ × 1部署2名以内

【理系】 8月24日（月）～28日（金）
           9月7日（月）～11日（金）

5日 1～2名 面接

○
機械・
電気・
情報系
学科

挨拶程度 1部署2名以内

49 ㈱リン・リン 小売業
NTTドコモ販売代理店
ドコモショップ運営事業

807-0831 北九州市八幡西区則松1-2-1 http://ringring.co.jp
8月17日（月）～21日（金）
9月7日（月）～11日（金）

5日 各日程2名 なし ○ × なし

50 ㈱ルネ 総合アパレル業
婦人服、小物（バック・アクセサリー・靴・他）の企画、製造及び販売（小
売・卸売・ECサイト）

802-0077 北九州市小倉北区馬借1丁目3-22 http://www.rene.ne.jp 夏季休暇中　応相談 3日 10名 面接 ○ ×
四年制大学の3年生または
短大・専門1年生（短大・専
門三年制の場合は2年生）

51 ㈱レディスハトヤ 小売業
レディスファッション「salire(サリア)」「LATO＊CALLE(ラトカーレ)」
「DOOVE(ドーブ)」の企画・販売 http://www.hatoya-inc.co.jp 8月17日（月）～21日（金） 5日 各店舗1名 なし ○ ×

ミスマッチを防ぐため、実際
の店舗をご覧いただいた上
で応募を

52 ㈱ワークス 製造業
精密微細部品の製造
主にカメラや光学機器、5G関連、センサーなどに使用されるレンズの金型
やディスペンサーの先端に使用される極細穴ノズルの製造。

811-4321 福岡県遠賀郡遠賀町虫生津1445-1 http://wks-co.com
8月24日（月）～28日（金）
8月31日（月）～9月4日（金）

5日 各日程2名 書類選考 ○ × なし

53 ㈱ワイズ・コンピュータ・クリエイツ 情報処理サービス業
ソフトウェア開発、クラウドサービス、コンサルティング、技術者派遣サー
ビス、システム製品販売

804-0003
北九州市戸畑区中原新町2-1
北九州テクノセンター10F http://www.yscc.co.jp/ 9月7日（月）～11日（金） 5日 1～2名 書類選考

○
理系
のみ

×

授業等でプログラム作成演
習を行ったことがある人
プログラム言語については
Java又はC#又はCが望まし
い

WEBにて実施

48 ㈱リョーワ 技術サービス業
①油圧機器の販売･修理   ②油圧メンテナンス
③配管工事　④外観検査装置の設計･製作

800-0304

面談 ： 合否なし　　面接 ： 合否あり　書類選考：合否あり

福岡県京都郡苅田町鳥越町10-5　ほか http://www.e-ryowa.com

・下関支店・山口支店・宇部支店・周南支店
・北九州支店・福岡支店　のいずれか

サリア　／アミュプラザ小倉店
ラトカーレ／アミュプラザ小倉店　イオンモール八幡東店

※各支店と相談の上、調整


