企業名

平岩建設㈱

社会福祉法人平野
の里

社会福祉法人えがり
て 特別養護老人
ホーム吹上苑

社会福祉法人
吉祥福寿会

業種名

建設業

福祉

福祉・介護

医療・福祉

郵便番号

359-1188

田部井建設㈱

おもてなし業

総合建設業

埼玉県所沢市南住吉8-19

340-0141 埼玉県幸手市平野920番地

369-0113 埼玉県鴻巣市下忍4461

349-0133 埼玉県蓮田市閏戸1885

生活協同組合コープ
生活協同組合 336-8526
みらい

アークリエイト

住所

埼玉県さいたま市南区根岸1-4-13

355-0018 埼玉県東松山市松山町3-5-59

360-0217 埼玉県熊谷市上根102番地

事業内容

建築一式工事・土木一式工事・躯体専門工事を主とする総合建設業

★事業内容★
知的に障がいのある方の、自立促進と社会経済活動への参加に対する援助 と、 個性に
応じて必要な支援を行うことを目的とし、個別支援計画に沿って 利用者の方の主体性・
個性を尊重した支援サービスを提供します。
私たちは埼玉県幸手市で、職員みんなで創った「一人一人を思いやり、笑顔あふれるあた
たかい施設～しあわせ育むあやめの手～」を合言葉に、携わる皆さんがホッと温まるような
雰囲気、笑顔が絶えない福祉法人として皆様に愛されています。
★★働きやすい職場を目指して…埼玉県の「多様な働き方実践企業」 ゴールド認定さ
れました!!★★

インターンシップ内容

弊社の工事作業所で、“生の”施工管理の仕事を体験していただ
きます。「施工管理の仕事は知っているけど、現場の経験がないか
3日～5日より選択
ら不安…」という方に現場の雰囲気や、実際の仕事の様子などを
知っていただける機会になると思います！
★体験できるインターンシップの主な内容★
・障がい児・者の生活支援 ・余暇活動支援 ・施設行事の準備
運営
①生活支援員 日常体験コース
②生活支援員 土日余暇体験コース
⓷生活支援員 夜勤体験コース
④あやめイベントでの体験

有給/無給

介護業界をより多くの学生に知ってもらい、興味を持ってもらうことを
目的としたインターンシップを考えています。その中でも、サービスを
当法人は、埼玉県蓮田市を拠点として以下の事業を運営している社会福祉法人です。 利用されるお客様と最もコミュニケーションを取りやすい、通所介護
特別養護老人ホーム、ケアハウス、短期入所、通所介護、訪問介護、居宅介護支援事 （デイサービス）での体験を３日間予定しています。時間帯は、
業の他、地域包括支援センター（蓮田市委託事業）等の老人福祉・介護事業。
９時～15時で休憩１時間を予定。
【午前】お茶出し、入浴後のドライヤー、昼食の準備
【午後】レクリエーションの補助、おやつの準備
生協の事業がわかる3daysインターンシップ
コープみらいは、消費者・組合員への貢献をめざして、東京都・千葉県・埼玉県の3つの ・事前オリエンテーション
生協が合併して2013年3月21日に誕生した“日本最大”の生協です。理念である
生協やコープみらいについての理解、実習注意事項・実習概要
「CO・OP ともに はぐくむ くらしと未来」のもと、地域社会や組合員・消費者の一つひと の説明、体験実習の目的設定
つの願いを実現するため、私たちは日々の取り組みをすすめています。コープデリ宅配事業 ・「宅配センター」or「店舗」にて現場体験実習
（個人宅配・グループ配達）や店舗事業だけでなく、共済・保険、福祉・介護、チケッ
【宅配】希望日で1日トラック同乗して地域担当の仕事を体験
ト、カルチャーなど、様々な事業を展開しています。
【店舗】研修店舗で販売体験
・振り返りとまとめ
「フォロワーが沢山いても、本音で悩みを打ち明けられる人がいな
い」と言われる孤独社会の時代。企業はどのような社会的貢献が
できるのか？を実際の業務を通して体験できます。また、企業を規
〇 写真撮影事業（一般向け撮影（森の写真スタジオ♪）、法人・業界向け撮影） 模や知名度、数字で測る画一的な尺度ではなく、違う観点から
〇 ウエディング事業（ヘアメイク、着付け、司会、フラワー、撮影、花嫁様のカウンセリン 「自分にフィットした会社」を見つける方法を、大企業を辞めて多文
グ）
化共生のベンチャーを立ち上げたアークリエイト代表みずからが学生
〇 きものレンタル事業
さんと双方向にディスカッションします。”他人の価値観や、ありきたり
〇 フード事業（森のトマトジュース屋さん♪）
な常識など気にせずに、あなたが本当にやりたい仕事の本質を見つ
〇 国際交流事業（翻訳、外国人お助け）
けよう！” ベンチャーだから面白い！ 今まで見えなかった視点に
〇 スマートフォン決済普及促進事業
気づき、視野が広がり、自分新発見をして、今後の就活に必ずや
役立つことでしょう。手作りのほかほかお昼ごはん付きです。元気に
お会いできるのを楽しみにしております。”あなたらしく“ お越しくださ
い！
工事関係書類の作成補助・現場管理の補助的業務・測量補
助・工事写真の撮影・CADの実習 等

朝霞伸管工業㈱

株式会社岡部新電
元

不動産賃貸業 351-0011

製造業

埼玉県朝霞市本町1-8-7綿谷ビル4Ｆ

369-0214 埼玉県深谷市本郷３４２－１

輸送用機械器具製造及び販売

ができます。
当社の主要製品は新電元グループのキーテクノロジー（パワー半
導体／回路・制御／実装）が結集された電装製品です。業界
トップレベルの技術力を体験できます。
オートバイや自動車用の電装製品の「ものづくり」に関する生産技
術や新製品開発、品質保証など、技術職全般について実習して
いただきます。

インターンシップを紹介し
ているサイトＵＲＬ

電話番号

https://job.rikunabi
.com/2020/compan
04-2923-2221
y/r871600045/inter
nship/

http://www.hirai
wa.co.jp/

3日～5日

無給

https://job.rikunabi
.com/2020/compan
https://www.shie y/r554561062/inter
nshisetsuayame.j nship/
0480-48-1271
p/
https://www.saitam
a-internship.jp/

3日

無給（交通費
有）

http://www.egari https://www.saitam
048-548-8801
te.or.jp/
a-internship.jp/

3日

3日

5日
日程は相談により決定

3～5日

無給
http://www.kissyou
http://www.kissy
※交通費・昼食に
.or.jp/outline/saiyo 048-766-4165
ou.or.jp/
ついては補助あり
u.html

無給

5日

３日以上

https://job.mynavi.j
http://mirai.coop p/20/pc/search/cor
048-839-1595
net.or.jp/
p70726/is.html

全5日間：交通
費支給＋手作りお
昼ごはん付き。
http://aうち後半3日間は
create.net/corp/
業務研修として時
給900円を付加
支給。

http://acreate.net/corp/

0493-53-4134

無給
http://www.tabei. https://www.saitam
(交通費支給)
048-588-1551
co.jp/
a-internship.jp/
(昼食一部補助)

2017年11月からの新規事業である、北欧ガーデニング事業を

⑴北欧ガーデニング事業:スウェーデンから輸入を行うガーデニングアイテムのオンラインショップの展開
題材にワークショップ型のインターンシップを行います。事業立ち上げ
⑵不動産賃貸事業:埼玉県朝霞市，新座市を中心に15000坪の土地を所有及び運用
準備の際に行われている顧客のターゲティングから、集客方法の企
⑶ベンチャーキャピタル事業:起業家への投資，コラボ事業の展開
画，立案を行います。実務に伴ったマーケティングや企画を学ぶこと
⑷レーシングカート事業:イタリアから輸入したカート車体，部品の販売

ホームページ
ＵＲＬ

無給

①～③は3日～5日推奨(日程はご相談に応じられます）

従来型（50）、ユニット型（48）2つの異なるタイプの特養と併設ショートステイ
老人介護福祉に興味のある学生向けに、当法人の特色である看
（36）があります。吹上苑3大介護として、看取り看護、福祉用具を活用した看護、認
取り看護、福祉用具を活用した看護、認知症ケアマッピングに実
知症ケアマッピングに取り組み、最近では実践が認められ雑誌などに掲載されるようになり
際に触れて頂きます。交通費1日3,000円支給。
ました。

国土交通省をはじめ官公庁を主な取引先に、土木・建築工事を施工。関東地方整備
局長から優良工事表彰、安全管理優良受注者表彰を受賞しています。

インターンシップ日数

無給

https://job.rikunabi
http://www.asak .com/2020/compan
048-461-1115
ashinkan.co.jp/
y/r833712022/inter
nship/

無給（交通費は http://osd.shinde https://www.saitam
048-585-5846
支給あり）
ngen.co.jp/
a-internship.jp/

企業名

業種名

日本電鍍工業株式
会社

製造業

坂東電線株式会社

製造業

小山企業株式会社

社会福祉法人
寧幸会

株式会社 カタヤマ

株式会社ファイブイズ
ホーム

㈱東洋

郵便番号

331-0823

総合建設業

住宅

埼玉県さいたま市北区日進町1-137

351-0014 埼玉県朝霞市膝折町4－20－16

倉庫物流業 335-0027

福祉

住所

335-0001

埼玉県戸田市氷川町１－９－９

埼玉県蕨市北町５－１２－５

338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀8丁目21番35号

361-0056

サービス業 364-0013

事業内容

インターンシップ内容

インターンシップ日数

生産部の検査係、表面処理課に3日間、生産ラインに入ってもら
めっき、その他表面処理加工を行っております。時計・楽器・医療・宝飾・電子部品等、
い「ものづくり」の現場を体験してもらいます。
様々な業種のお客様と取引をしており、試作品などの小ロットから、量産の大ロットまで多
3日
インターシップ期間は9月12(水)～14日(金)の3日間、8時30分
岐にわたり対応しています。
～17時30分となります。
電子機器において電気信号を送るための仕組み及び電線・ケーブ
電線業界中位の企業。付加価値の高いケーブル等を主力商品に自社製品の開発・製
ルの構造、材料等について学んでいただきます。機械用電線製造
造に注力してきました。中国、タイにも進出しており、『ものづくり』に真摯に向き合う人材が
に関わる設備操作、機械用電線の測定・検査装置操作等製造
多く働いている企業です。工場の自動化、電気自動車の普及等今後の事業展開を見
部門での業務を体験していただきます。理科系のみならず文系の
込んでおります。無限のウォンツに応える多様な技術領域と製品群を要しています。
皆様も製造部門の体験が将来役立つと思います。
私達は「商品にとっての一流ホテルを目指す」総合物流会社です。昭和40年8月より創
業、埼玉県戸田市を中心に営業拠点を拡大、皆様の生活に密着したサービスを心掛
け、物流を通して社会に貢献して参りました。
お客様にとって最適な物流サービスをご提案します。入荷・流通加工・出荷・納品までより
早く、より安全に、より正確に、出荷・配送する体制を整えております。総合物流会社とし
ての「保管」「流通加工」「配送」に加えて、物流アドバイザーとして半世紀の実績と経験を
もとに、お客様にとってベストな保管方法・輸送手段・最適なトータルコストの提案を行って
おります。

倉庫物流業は生産と消費を結び、私達の生活の基盤を支えるラ
イフラインとしての役割りがあります。荷主から寄託を受けた商品を
保管し、輸送は消費者や企業にとって不可欠なサービスとして、物
流全体を受託するビジネスを展開しています。インターンシップで
は、現場見学やグループワークを通して倉庫業の特徴や面白さを
理解していただきます。物流業界やモノの流れに興味のある方、是
非エントリーをお待ちしています。
インターンシップ期間は1日型～5日型を用意しております。

有給/無給

ホームページ
ＵＲＬ

インターンシップを紹介し
ているサイトＵＲＬ

電話番号

無給

https://www.niho https://www.saitam
048-665-8135
ndento.com
a-internship.jp/

5日

有給

http://www.bew.
co.jp/

同左

049－280-6411

3日～5日

無給

http://www.kym.
co.jp/

-

048-441-2240

無給

http://www.neiko http://www.neikouk
048-441-9598
ukai.or.jp
ai.or.jp

施設利用高齢者の身の回りのお世話や日常生活の補助、準備
５～７日間
作業及びふれあいを通して介護の業務を知ってもらう
当社が施工している工事作業所、土木・建築施工管理業務の見
さいたま市を中心に、スポーツ施設・上下水道・道路・建築など幅広い工事を施工してい 学や作業補助を行って頂いたり、PC（Excel・Word）を使用し
る総合建設業です。アットホームな社風で。社員同士仲良く日々業務に取り組んでいま て工事に必要な書類の作成補助を行って頂きます。また、建設資
3日以上
す。
機材工場見学を実習内容に組み入れているため、業界に対する
理解を深めることが出来ます。
特別養護老人ホーム 老人デイサービスセンター 居宅介護支援事業所の運営

埼玉県行田市持田3-2-17

実際の建築現場で、住宅がどうやって建築されるのかを学んでいた
地域密着型のハウスメーカーで、土地から建物の施工・販売までを一貫しててがけておりま
だきます。期間は1日～5日の間で選べます。報酬はなしになりま 1日～5日
す。
す。1,2年生も対象です。

埼玉県北本市中丸9-211

世界一のギネス記録を持つクレーンゲーム専門店を運営する創業32年目の会 エブリデイにてバイヤー職として商品の選定、イベント企画運営職に
社です。クレーンゲームミュージアムの開館や、クレーンゲームの検定制度 おいてイベント企画、アドバイザーとしてクレーンゲーム機の設定な
3日
などの独自のサービスにより、クレーンゲームを通して人々に笑顔を提供し ど、5日間で様々な職をワークショップを通して経験して頂きます。イ
ンターンを通して企画力やマネジメント力の育成を目指します。
ています。

http://www.katay http://www.kataya
無給
ama5000.co.jp/in ma5000.co.jp/recru
（交通費支給）
dex.html
iting/recruiting.html

無給

無給（予定）

048-852-5000

https://job.rikunabi
https://www.fivei .com/2020/compan
048-553-2272
shome.jp/
y/r171581080/inter
nship/
http://evtoyo.com/

-

048-593-0999

