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卒業予定学
生対象

夏インターンシップの前に、とやまの企業を知ろう！

インターンシップ
説明会
インターンシップ
説明会

5月19日土  10：00～16：00
《午前の部》10：00～12：30（受付9：30～）　
《午後の部》13：30～16：00（受付13：00～）

会場：とやま自遊館ホール

参加企業・団体

90社
（午前・午後各45社）

参加企業・団体名は
裏面をご覧ください

夏の夏の

単位認定型

参加にあたっての流れ
■「夏のインターンシップ説明会 参加申込フォーム」から事前申込み 
　　※事前申し込みの〆切は5月18日（金）正午まで
　　※当日参加もＯＫ

■当日会場で配布する「訪問カード」を企業ブースに提出
　※企業への正式申し込みには、別途「INTERNSHIP NAVI とやま」のホームページから学生登録が必要です

■企業とのマッチング・選考後、実習先が決定

参加申込フォーム
はこちら↓
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共催：富山県インターンシップ推進センター主催：富山労働局・富山県・ヤングジョブとやま

インターンシップとやま

富山県インターンシップ
推進センター
富山市湊入船町9-1　とやま自遊館2階
TEL.076-482-3420ヤングジョブとやま

（富山県若者就業支援センター）
富山市湊入船町9-1　とやま自遊館2階
TEL.076-445-1996

【お問合せ】



平成30年5月11日現在

企業名 業種 企業名 業種

1 アイシン軽金属株式会社 輸送用機械製造業 1 安達建設株式会社 建設業

2 株式会社アイザック その他サービス業 2 株式会社大阪屋ショップ 卸売・小売業

3 リバーリトリート雅楽倶（㈱アイザックオール） ホテル・旅行・飲食業 3 株式会社開進堂 設備工事業

4 アイシン新和株式会社 輸送用機械製造業 4 株式会社カツヤマ　介護保険指定事業所りらいあんす 医療・福祉業

5 株式会社アイペック その他サービス業 5 キタムラ機械株式会社 一般機械製造業

6 朝日印刷株式会社 放送・出版・印刷業 6 黒田化学株式会社 プラスチック製造業

7 アルコット株式会社 その他サービス業 7 黒部市役所 公務・団体

8 アルスホーム株式会社 建設業 8 三英工業株式会社 一般機械製造業

9 アルビス株式会社 卸売・小売業 9 三協立山株式会社 アルミ・金属製造業

10 株式会社今井機業場 その他製造業 10 株式会社三楽園 ホテル・旅行・飲食業

11 株式会社大谷工業富山工場 金属製造業 11 株式会社スギノマシン 一般機械製造業

12 株式会社オレンジマート 卸売・小売業 12 有限会社西部トラベル ホテル・旅行・飲食業

13 コンチネンタル株式会社 一般機械製造業 13 センダン電子株式会社 電子・電気・機械製造業

14 株式会社シーアール その他製造業 14 立山化成株式会社 医薬品・化学工業

15 住澤塗装工業株式会社 建設業 15 株式会社谷口美装 その他サービス業

16 タカノホーム株式会社 建設業 16 山辺事務機株式会社 卸売・小売業

17 立山電化工業株式会社 金属製造業 17 道路技術サービス株式会社 建設業

18 東亜薬品株式会社 医薬品・化学工業 18 得能建設工業株式会社 建設業

19 株式会社トーキン富山事業所 電子・電気・機械製造業 19 株式会社富山育英センター 教育・学習支援業

20 株式会社富冷 卸売・小売業 20 富山県企業局 公務・団体

21 富山いすゞ自動車株式会社 卸売・小売業 21 富山県総合デザインセンター 公務・団体

22 一般社団法人富山県経営者協会 公務・団体 22 株式会社富山第一銀行 金融・保険・証券・不動産

23 富山県生活協同組合 卸売・小売業 23 富山トヨタ自動車株式会社 卸売・小売業

24 富山石油株式会社 卸売・小売業 24 富山労働局 公務・団体

25 富山日産自動車株式会社 卸売・小売業 25 株式会社日産サティオ富山 卸売・小売業

26 株式会社富山村田製作所 電子・電気・機械製造業 26 ネッツトヨタノヴェルとやま株式会社 卸売・小売業

27 トヨタカローラ富山株式会社 卸売・小売業 27 ネッツトヨタ富山株式会社 卸売・小売業

28 西川産業株式会社 その他製造業 28 株式会社野上緑化 その他サービス業

29 日本カーボンエンジニアリング株式会社 一般機械製造業 29 株式会社ハイテックス 情報通信業

30 日本海綿業株式会社 その他サービス業 30 BBSジャパン株式会社 その他製造業

31 野原建設株式会社 建設業 31 株式会社ピューマ 卸売・小売業

32 株式会社林土木 建設業 32 北星ゴム工業株式会社 その他製造業

33 ファインネクス株式会社 電子・電気・機械製造業 33 北陸コカ・コーラボトリング株式会社 卸売・小売業

34 株式会社藤木自動車商会 卸売・小売業 34 北陸興和産業株式会社 建設業

35 株式会社プレステージ・インターナショナル富山BPOタウン その他サービス業 35 北陸コカ・コーラプロダクツ株式会社　砺波工場 食品製造業

36 北銀ソフトウエア株式会社 情報通信業 36 株式会社北陸読売IS 放送・出版・印刷

37 北陸コンピュータ・サービス株式会社 情報通信業 37 株式会社ホライズン・ホテルズ　富山ホテル事業所 ホテル・旅行・飲食業

38 松下電建株式会社　富山本店 設備工事業 38 ホワイト食品工業株式会社 食品製造業

39 株式会社三田商会 卸売・小売業 39 株式会社牧田組 建設業

40 宮越工芸株式会社 金属製造業 40 株式会社松村精型 一般機械製造業

41 名鉄観光サービス株式会社富山支店 ホテル・旅行・飲食業 41 丸新志鷹建設株式会社 建設業

42 山岡石材工業株式会社 その他製造業 42 株式会社MINAMI 情報通信業

43 株式会社リッチェル プラスチック製造業 43 南電気工事株式会社 設備工事業

44 株式会社ワシントン靴店 卸売・小売業 44 株式会社源 食品製造業

45 株式会社ヤングドライ その他サービス業

午前の部　参加企業 午後の部　参加企業

夏のインターンシップ説明会　参加企業一覧


	インターンシップ説明会チラシ2
	180519_kigyouichiran
	ＰＤＦ用


