
令和3年度　春季インターンシップ参加企業一覧（No.1～22）

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 アイギスセキュリティ(同) サービス業
施設警備（常駐・巡回）・私服保安警備・交通誘導警備（一般道・高速道）・雑
踏警備・駐車場管理・道路保安資機材のレンタル・リース・販売・防犯用設備
機器のレンタル・リース・販売及び施工

806-0021
北九州市八幡西区黒崎3-1-3
菅原第一ビルディング5階E号室 https://aigis-security.co.jp/

3月18日（金）～20（日）
※上記以外の期間 相談可

3日 3名 なし 〇 N1認定 なし

2 i6TG㈱ 専門サービス業
・人事ソリューション事業：お客様企業の人事業務（給与計算、社会保険手続
き、採用、他）に対するソリューション企画及びアウトソーシング（業務受託）
・人事組織コンサルティング　・人材紹介

802-0001
北九州市小倉北区浅野3-9-30
北九州国際会議場内8階 https://www.tg-hr.co.jp/ 2月8日（火）～11日（金） 4日 5～8名 なし 〇 N1認定 なし

3 ㈱あいはら 電気設備業
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2-3-4 https://recruit.aihara.jp/ 3月7日（月）～11日（金） 5日 4名 なし 〇 × なし

4 アイム電機工業㈱ はん用機械製造業 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 806-0004 北九州市八幡西区黒崎城石3-4  ほか http://www.eimpump.co.jp 1月24日（月）～3月11日（金）
左記期間内で
5日または10日

各日程2名
合計6名

なし 〇 N2認定
理系学部生は基本2週間、
内容は別途協議

5 旭倉庫㈱ サービス業
日本最大級の遊技場、キッチン・カフェなどの飲食事業、クリーニング＆コイン
ランドリー店の運営、コインパーキングなどの不動産業
多角的に事業を展開

804-0054 福岡県北九州市戸畑区牧山新町1-21 http://asahi-souko.com/ 3月10日（木）～12日（土） 3日 10名 なし 〇 日常会話 最小実施人数5名

6 ㈱アトル 卸売業
医療用医薬品の販売、　臨床検査薬の販売
医療機器の販売

806-0046 北九州市八幡西区森下町26-96 https://www.atol-com.co.jp/ 2月8日（火） 1日 2名 なし 〇 × なし

7 ㈱アンサー倶楽部 総合不動産
北九州市とその近郊を中心に、賃貸、管理、売買、リフォーム、相続相談など
を手掛ける総合不動産企業

802-0001 北九州市小倉北区浅野2丁目15-46-2F https://answerclub.co.jp 2月14日（月）～16日（水） 3日 20名 なし 〇 × なし

8 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/
①2月10日（木）
②2月17日（木）

1日
各日程2～3名
合計4～6名

なし 〇 × なし

9 ㈱池間組 建築・土木 陸上・港湾土木の現場にて施工管理を行う 808-0073 北九州市若松区赤島町9-15　ほか http://ikema-gumi.com/ 2月16日（水）～18日（金） 3日 3名 なし 〇 × 理系学部

10 上田建設工業㈱ 総合建設業
北九州市等から公共工事の受注、さらに市内大手メーカーの事業所内常駐
業者として土木建築工事を受注。現場監督・施工管理の会社。

805-0009 北九州市八幡東区宮田町7-6 http://www.ueda01456952.shop/index.html
①3月2日（水）～4日（金）
②3月2日（水）

①3日
②1日

合計1～2名 なし 〇 ×
技術職（現場監督）か事務職
の希望を明記してください

11 (一社)ＵＢＵＮＴＵ　ＦＳプロモーション エンターテインメント プロフットサルクラブ運営事業 807-0821
北九州市八幡西区陣原3-23-9
（※株式会社グローバルマーケット内）

https://www.borkbulletkitakyushu.com/ 2月14日（月）～18日（金） 5日 2名 なし 〇 日常会話 なし

12 ㈱エイブル 不動産業 不動産賃貸仲介業、不動産管理業 804-0061
北九州市戸畑区中本町8-14
ＦＡＲＯ戸畑駅前ビル1Ｆ https://www.able.co.jp/ 春季休暇中　応相談 1日 8名 なし 〇 × なし

13 (医)かん養生クリニック 医業・介護事業
診療所（内科・精神科・心療内科）、重度認知症患者デイケア、精神科デイケ
ア、居宅介護支援事業所、デイサービス、グループホーム、小規模多機能型
居宅介護施設

800-0256 北九州市小倉南区湯川新町3-7-1　ほか http://kanclinic.jp 春季休暇中　応相談
5日

（応相談）
各日程1～2名 面接 〇 ×

介護・福祉・医療に興味のあ
る方

14 北九州ダイハツ販売㈱ 卸売業
ダイハツ工業株式会社が生産する車両販売をメインに、自動車整備・自動車
関連商品を販売

803-0823 北九州市小倉北区菜園場1-12-1 http://www.kitakyusyu-daihatsu.com/
①2月9日（水）　　②2月10日（木）
③2月16日（水）　 ④2月17日（木）

1日
各日程2名
合計8名

なし 〇 × なし

15 北九州中央海産市場㈱ 水産物卸売業
卸業者（大卸）として、出荷者から水産物を集荷し、市場の卸売場でせり・相対
取引などを行い、主に仲卸業者や売買参加者に販売

803-0801
北九州小倉北区西港町94-9
北九州市公設地方卸売市場内 ｈｔｔｐ://kitakai.co.jp/

2月7日（月）～3月30日（水）
※上記期間にて応相談

3～4日
応相談

1～3名 なし 〇 × なし

16 吉南㈱ 物流業 倉庫業・運送業・製造請負業・梱包資材販売業・人材派遣業 https://www.kichinan.co.jp
①2月15日（火）
②2月24日（木）～25日（金）

①1日
②2日

各日程5名
合計10名

なし 〇 N1認定 なし

17 九州スズキ販売㈱ 小売業
スズキ四輪車の販売・中古車の販売・電動車いすの販売・部品用品の販売
自動車整備（点検、車検、修理）　損害保険代理店業　スズキハウス

812-0004 福岡市博多区榎田1-1-4 https://www.suzuki.co.jp/dealer/kyusyu-suzuki/
①2月19日（土）
②2月26日（土）

1日
各日程5名
合計10名

なし 〇 × なし

18 ㈱木輪 パンの製造及び販売 パンの製造及び販売 807-0856 北九州市八幡西区八枝3-10-1 https://www.pan-kirin.com/
①3月2日（水）～4日（金）
②3月9日（水）～11日（金）

3日
各日程2名
合計4名

なし 〇 × なし

807-0821 北九州市八幡西区陣原3-23-9
①2月8日（火）、②2月15日（火）、③2月17日（木）、
④2月22日（火）、⑤3月8日（火）

1日
各日程2名
合計10名

なし 〇 × なし

①2月11日（金）、②2月16日（水）、③2月18日（金）、
④2月19日（土）、⑤2月25日（金）、⑥2月26日（土）、
⑦3月4日（金）、⑧3月5日（土）、⑨3月11日（金）、
⑩3月12日（土）

1日
各日程2名
合計20名

なし 〇 × なし

20 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
化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

807-0821 北九州市八幡西区陣原1-8-3 http://www.keisokukensa.co.jp/ 2月16日（水）～17日（木） 2日 1～2名 面談 〇 × なし

国際興業グループ事業協同組合
【タクシー部門】

802-0083 北九州市小倉北区江南町5-29
①3月8日（火）～9日（水）
②3月15日（火）～16日（水）

2日
各日程2名
合計4名

面談 〇 ×
将来、第二種運転免許や運行
管理者等、資格の取得に興
味・関心のある方

国際興業グループ事業協同組合
【ビジネスホテル事業部門】

802-0004 北九州市小倉北区鍛治町1-5-13 2月14日（月）～16日（水） 3日 1名 面談 〇 ×
将来、宿泊業に関する資格の
取得に興味・関心のある方

22 小倉運送㈱ 物流業
多くの国内大手企業様と取引をし、多様な輸送手段を通して物流サービスを
提供 http://kokuraunsou.co.jp/ 2月9日（水） 1日 5名 書類選考 〇 ×

PCより参加
申込者が2人未満の場合は実
施不可

19

21

㈱グローバルマーケット 総合不動産業 不動産の売買・賃貸の仲介や賃貸物件の管理業務 https://www.global-market.co.jp/

オンライン（Web）

運輸、不動産、
宿泊、介護事業等

タクシー事業　不動産賃貸・管理業　ビジネスホテル　介護事業
地域交通事業　自動車整備業　オートガススタンド

面談 ： 合否なし　　面接 ： 合否あり　書類選考：合否あり

オンライン（Web）

http://www.kokusai-g.jp/

オンライン（Web）

https://www.tg-hr.co.jp/
http://www.kokusai-g.jp/


令和3年度　春季インターンシップ参加企業一覧（No.23～46）

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

23 小林青果㈱ 青果仲卸業 野菜・果実の卸売り　店舗での小売り 803-0801 北九州市小倉北区西港町86-8 http://www.kobayashi-seika.com/ 2月8日（火） 1日 5名 書類選考 〇 × 最少実施人数3名

24 ㈱サンキュードラッグ 小売業 ドラッグストアと調剤薬局の経営
①805-0062 ①北九州市八幡東区平野3-1-3

　サンキュードラッグ平野薬局
②小倉駅近隣会場予定

https://www.drug39.co.jp/
①1月22日（土）
②2月4日（金）

1日
各日程3名
合計6名

なし 〇 N1認定 なし

25 ㈱三立鑑定 損害保険鑑定 損害保険に関わる損害鑑定業務、調査業務、評価業務など http://sanrizkj.co.jp/
①2月15日（火）～16日（水）
②2月24日（木）～25日（金）

2日
各日程4～6名
合計8～12名

なし 〇 ×
3名以下の場合は日程調整を
お願いする可能性あり

26 ㈱ジェイコム九州　北九州局 放送、通信等 ケーブルテレビ、インターネット、電話、電力小売りなどのプラットフォーム事業 805-0071 北九州市八幡東区東田1-6-7 https://group-companies.jcom.co.jp/group/kyushu/about.html#anc-67044 2月7日（月）～3月18日（金）
左記期間内で

一週間
（5日）

各日程1～2名
合計3～4名

なし 〇 日常会話 なし

27 ㈱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 https://shirakai.jp 春季休暇中　応相談 3日予定 2～3名 なし 〇 × なし

28 ㈱新大倉 建設業 産業用設備の電気・計装・制御工事や、その保全 803-0844 北九州市小倉北区真鶴2-5-16 http://www.shinohkura.co.jp/ 春季休暇中　応相談 5日 3名 なし 〇 × なし

29 新日本非破壊検査㈱ 技術サービス業
・非破壊検査全般
・非破壊検査ロボット、特殊センサーの開発・製造 https://www.shk-k.co.jp/ 春季休暇中　応相談 1日 3名 なし 〇 × なし

30 ㈱スズキ自販福岡 小売業
新車・中古車・セニアカー・部品用品の販売自動車整備及び修理、
自動車保険代理店業務

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-fukuoka/recruit/
①2月1日（火）～2日（水）
②2月17日（木）～18日（金）

2日
各日程2名
合計4名

なし 〇 N1認定 なし

31 第一交通産業㈱ 陸運・不動産業
旅客自動車運送業（タクシー、バス、ハイヤー　等）
不動産事業（分譲マンション・戸建住宅の企画営業　等） http://www.daiichi-koutsu.co.jp/ 2月中旬～下旬 1日 6名 なし 〇 × なし

32 大榮㈱ 建設業 インフラ等構造物の補修をメインとした工事現場の施工管理 803-0801 北九州市小倉北区西港町61-13 http://www.daiei-eng.co.jp/ 2月28日（月）～3月11日（金）
左記期間内で

5日
1～2名 なし 〇 × なし

33 T.E.M.サービス㈱ サービス業
船舶救命設備検査
海難事故通訳

801-0883 北九州市門司区大久保1-6-13 - 2月14日（月）～2月18日（金） 5日 5名 なし 〇 ×
英文科
英語に興味を抱いている方

34 ㈱テクノステート
輸送用機器製造業

（自動車部品）
自動車用小物精密プレス部品（エンジン・ミッション・ターボ・電子機器等）の製
造。精密金型の設計・製作。

828-0033 福岡県豊前市大字六郎135-2 http://www.techno-state.co.jp/
①2月14日（月）～18日（金）
②3月7日（月）～11日（金）

左記期間内で
3～5日

各日程2名
合計4名

なし 〇 × なし

35 ㈱ドーワテクノス 卸売業
鉄鋼・化学・電機等のものづくりの生産現場に電気、機械機具を販売。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 2月24日（木）～25日（金） 2日 2名 書類選考 〇 N1認定
新型コロナの状況により日程
変更、中止の可能性もあり

36 中川食品㈱ 製造業
ところてん製造で創業。こんにゃく、めかぶなど日々の食卓に欠かせない「和」
の食材を製造販売。

800-0241 北九州市小倉南区長野本町4-11-1 http://www.konnyakuya.com/ 3月15日（火）～17日（木） 3日 3名
書類選考

面談
〇 × なし

37 ㈱中柴工務店 建設業
大型マンションの大規模修繕や大規模改修、小・中学校の外壁改修や橋梁塗
装など様々な現場の（主に）元請として施工管理を行う

805-0059 北九州市八幡東区尾倉3-3-10 http://www.nakashiba.co.jp/ 春季休暇中　応相談 1日 1～2名 なし 〇 × なし

38 ㈱中島ターレット 製造業
各種精密機械部品の製造
1．半導体製造装置部品　　　　2．ロボット部品
3．特殊モータ関連部品　　 　　4．航空機関連部品

811-4222 遠賀郡岡垣町戸切379-1 http://www.turret.co.jp/ 春季休暇中　応相談 5日 3名 なし 〇 × なし

39 ㈱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 春季休暇中　応相談
1～5日
応相談

各日程1名
合計2名

面談 〇 N2認定 なし

40 ㈱ナフコ 小売業
総合的な住まいのクリエイターとして、『資材・ＤＩＹ・園芸用品』『生活用品』『家
具・ホームファッション』を３つの柱に、地域に合わせた商売に取り組んでいる http://www.nafco.tv 2月7日（月）～28日（月）

左記期間内で
1日

各日程10名 なし 〇 日常会話 なし

41 ㈱西日本シティ銀行　北九州総本部 金融業 銀行業 802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町1-5-1 https://www.ncbank.co.jp/
①3月9日（水）～10日（木）
②3月16日（水）～17日（木）

2日
各日程10名
合計20名

なし 〇 日常会話 なし

42 日本生命保険相互会社 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-saiyo.com/

未定
※詳細は12月頃決定予定

未定 5名 なし 〇 日常会話
※新型コロナウイルス感染拡
大状況によりオンライン開催
に切り替わる可能性あり

43 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（ａ
ｕ） ⑧各種保険販売 ⑨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 https://www.hellonetz.com/ 春季休暇中　応相談 1日
各日程4名
合計8名

書類選考 〇 × なし

44 能丸政孝税理士事務所 士業（サービス業）
税理士業務
北九州市内外の中小企業へ監査・決算作業を行う

805-0061 北九州市八幡東区西本町４丁目14-14-101 https://noumaru-nac.tkcnf.com/ 2月8日（火）～10日（木） 3日 3名
書類選考

面接
〇 N1認定 なし

45 ㈱ハローデイ 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/ 2月11日（金） 1日 6名 なし 〇 × なし

46 ㈲ファイン 建設業
賃貸住宅の退去後の原状回復工事、一般住宅・アパートの設計施工、
自社不動産の管理・運営、土地・建物の有効活用と売買等

807-0815
北九州市八幡西区本城東1丁目11-27
ＴＳＳプラザ１Ｆ http://www.fine-tss.com

①2月14日（月）～18日（金）
②3月7日（月）～11日（金）

5日
各日程1名
合計2名

面接 〇 × なし

オンライン（Web）

オンライン（Web）

オンライン（Web）

オンライン（Web）

面談 ： 合否なし　　面接 ： 合否あり　書類選考：合否あり

オンライン（Web）

オンライン（Web）

https://shirakai.jp/
https://www.shk-k.co.jp/
http://www.nafco.tv/


令和3年度　春季インターンシップ参加企業一覧（No.47～58）

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

47 ㈱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など不動産総合サービス

802-0072 北九州市小倉北区東篠崎1-3-13 http://www.demand.co.jp/
①2月5日（土）
②2月12日（土）

1日
各日程2名
合計4名

なし 〇 N1認定 なし

48 松本工業㈱ 製造業
・輸送用機器製造業　・化成品・縫製品製造業　・建築金物製造業
・情報システム開発・販売　等

828-0022 福岡県豊前市宇島 76-22 http://www.matsumoto-kk.co.jp/ 春季期間中　応相談 5日 2名 書類選考 〇 N2認定
安全靴、作業着を持参
(帽子、安全眼鏡あれば尚可)

49 丸栄産業㈱ 建設業
大型プラント・橋梁等 鋼構造物、 コンクリ－ト構造物、 建築物（ビル・マンショ
ン）のメンテナンス（改修）工事 http://www.marueisangyou.jp/ 春季期間中　応相談

1日または2日
応相談

各日程2～3名 なし 〇 ×
オンラインのみの実施（1日目
の内容）でも対応可

802-0081 北九州市小倉北区紺屋町12-4 春季休暇中　応相談 1日

各日程10名
※新型コロナウイ
ルス感染拡大状

況による

なし 〇 × 最少実施人数5名

春季休暇中　応相談 1日 各日程10名 なし 〇 × 最少実施人数5名

807-0811 北九州市八幡西区洞北町1-1 2月21日（月）・22日（火）・24日（木） 3日 4名 なし 〇 ×
理系学部（学科・専攻は問い
ません）

2月14日（月）・15日（火）・17日（木） 3日 4名 なし 〇 × なし

810-0004
【福岡会場】
福岡市中央区渡辺通3-6-15
ＮＭＦ天神南ビル７階

2月8日（火） 1日 20名

802-0081
【北九州会場】
北九州市小倉北区紺屋町9-1
明治安田生命小倉ビル4F

①2月8日（火）
②2月10日（木）
③2月15日（火）

1日
各日程20名
合計60名

53 吉川工業㈱ 製造業
鉄鋼事業・エレクトロニクス事業・エンジニアリング事業・ICT事業・表面処理事
業

805-8501 北九州市八幡東区尾倉2-1-2 https://www.ykc.co.jp/ 2月14日（月）～3月31日（木）
左記期間内で

1日
各日程6名 なし 〇 N2認定 なし

㈱芳野ケアサポート
リハビリステーション おあしす弐号館

808-0101 北九州市若松区西天神町1-30 春季休暇中　応相談 5日 2名 なし 〇 日常会話

㈱芳野ケアサポート
デイサービス くきのはま

808-0034
北九州市若松区本町2-17-1
ベイサイドプラザ若松別館3階

春季休暇中　応相談 5日 2名 なし 〇 日常会話

55 ㈱リード 小売業
携帯電話事業（auショップ）
メガネ事業（オンデーズ）

802-0003
北九州市小倉北区米町2-2-1
新小倉ビル本館4階 https://www.lead-gr.com/

①2月4日（金）
②2月17日（木）

1日 各日程5名 なし 〇 × なし

802-0077 北九州市小倉北区馬借1-3-22 2月1日（火）～3月31日（木）
左記期間内で

2日
20名 面接 〇 × なし

①2月18日（金）
②3月11日（金）

1日 各日程10名 書類選考 〇 × なし

57 ㈱レディスハトヤ 小売業
salire（サリア）　 LATO*CALLE(ラトカーレ)
レディスファッションの販売・企画 http://www.hatoya-inc.co.jp

①2月14日（月）～16日（水）
②2月28日（月）～3月2日（水）

3日
各店舗1名×3店

合計6名
なし 〇 ×

服装はブランドイメージに合う
私服で。応募の際に店舗を指
定してください。

58 ㈱ワークス 製造業 精密微細加工の製造 811-4343 遠賀郡遠賀町虫生津1445-1 https://wks-co.com/ 春季休暇中　応相談 5日
各日程2名
合計4名

面談 〇 × なし

52

面談 ： 合否なし　　面接 ： 合否あり　書類選考：合否あり

産業用振動モータ、産業用ブレーキ等の製造・販売

オンライン（Web）＋対面
803-0185　北九州市小倉南区大字石原町130番地12

51

56

50

54 介護事業
通所介護（デイサービス）6カ所／訪問介護／居宅介護支援／放課後等デイ
サービス

㈱ルネ 総合アパレルメーカー
婦人服・小物（バッグ、アクセサリー、靴）の企画・製造・販売（小売・卸売・EC
サイト）

㈱ミクニ 総合不動産業
不動産買取再生、賃貸斡旋・管理、不動産仲介、宅地開発、マンション分譲、
販売代理

明治安田生命保険相互会社 金融業
・個人および企業向け各種生命保険・年金商品などの金融商品の販売。契約
保全サービスなどの生命保険業務および関連業務
・貸付、有価証券投資、不動産投資などの資産運用

㈱村上精機工作所 製造業

https://www.yoshino-care.com/
状況により延期・中止になる
場合があります。

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

オンライン（Web）

https://www.rene.ne.jp

〇 ×

新型コロナウイルスの状況に
よっては、Web開催に変更とな
る可能性あり
事前に企業のインターンシッ
プサイトより、マイページ登録
が必要

https://www.meijiyasuda.co.jp/ なし

オンライン（Web）

http://www.murakami-seiki.co.jp/

オンライン（Web）

https://mknw.co.jp/

http://www.matsumoto-kk.co.jp/
https://www.rene.ne.jp/

