2022 インターンシップフェア
◇紹介企業一覧
職種

営業系

営業系

営業系

企業名

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

会場

大分トヨタ自動車株式会社

当社のインターンシップはとにかく「現場体験中心」
。初日
オリエンテーション後は、先輩スタッフに付いて過ごして
いただきます。質疑応答はインターンシップ先の先輩に随
時お尋ねください。
「仕事を体験する」
「現場の雰囲気を実
際に体感する」ことで自動車営業の仕事というものを知っ
ていただくことが当社のインターンシップの最たる目的で
す。またグループ会社の強みを活かし、大分トヨタ・ネッ
ツトヨタ東九州の二社のインターンシップを一度にご体験
いただけるのも大きな特徴です。

「誠実・感謝・奉仕」の社是
を根底に「お客様第一主義」
を掲げ、多くのお客様から
１３号教室
「選ばれる販売店」
「選ばれ
る店舗」「選ばれるスタッ
フ」を目指しています。

Ｅ

株式会社佐伯建設

・施工現場を支える様々な仕事を紹介することにより、チ
ームが連携してプロジェクトの成功に向けて取り組んでい
る様子を体感できる。
・若手の先輩社員に質問をする時間を設け、仕事選びの指
針や、社会人生活についてアドバイスがもらえる。
・
「ICT 施工」や「働き方改革」等、建設業の最近の取り組
みを知ることができる。

創業 105 年。
「九州で一番信
頼される建設会社」を目指
し、
「ものがたりのある、も
のづくり」に挑戦していま
す。

２７号教室

Ｍ

建設業界理解、卸売業理解（流通業）
、営業職理解につなが
るインターンシップ

・ライフラインを支える仕
事。
・地元大分県で活躍できま
す。
・多くの若手が活躍中。平均
年齢３７歳
・パナソニックグループ
（連結子会社）

１４号教室

Ｆ

株式会社デンザイ東亜
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職種

企業名

営業系

株式会社 TOPHOME

『自分の考えをまとめ、うまく伝えられる様になったら、
、 ”住まい”づくりは”人”づ
きっと面白い！』 （営業体験）
くり！

１３号教室

Ｅ

株式会社豊後企画ホールディ
ングス

セミナー型・受講型ではなく、実際に体験することで 仕事
内容や会社・社員の雰囲気が分かるインターンシップにな
っています。不動産業に興味がある方はもちろん、旅行業・
創業 44 年 ベンチャースピ
教育事業と多角事業化に興味がある様々なことが知りたい
リットを持った多角化企業
方、成長した自分に出会いたい方にとっては充実した日を
過ごせます！オンラインのインターンシップもご用意して
います！！

１３号教室

Ｅ

株式会社別大興産

・別大興産だけでなく、業界全体の情報やトレンドが分か
る業界研究コンテンツを準備
・営業の疑似体験やお部屋の内覧体験など座学だけでない
コンテンツ
・時期によっては自己分析のサポートも行います

人と人との信頼コミュニケ
ーション 別大興産

１３号教室

Ｅ

柳井電機工業株式会社

弊社では、営業部門・エンジニアリング部門・メンテナン
ス部門・研究開発部門のそれぞれの部門においてインター
ンシップを行っていただきます。
・営業部門では、お客様の抱える課題を対話により見つけ
出す、ソリューション営業を実際にグループワークで行い
ます。
・エンジニアリング部門では、現場見学の他に電気工事士
の実習を社員のサポートの元、行います。
・メンテナンス部門では、空調設備やポンプ等の修理体験
を行います。
・研究開発分野では、ドローンを使った実習や３D プリン
タを使った設計体験を行います。

現場力×IT×エンジニアリ
ング力で社会をもっと楽に
する

１４号教室

Ｆ

株式会社オーシー

５日間を通じて、各部の基本業務を学びます。PC の操作や、 +OC〔プラスオーシー〕そし
座学だけではなく、実際に営業社員と同行して加盟店訪問 て未来へ（５０周年キャッ
をするなど本当の業務を肌で感じることが出来ます。また チフレーズ）

２４号教室

Ｊ

営業系

営業系

営業系

企画・マー
ケッティン
グ系

インターンシップの特徴
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キャッチフレーズ

会場

職種

企業名

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

会場

グループワークを通じて新商品の開発シュミレーションを
するなど参加型のインターンシップとなっています。

企画・マー
ケッティン
グ系

企画・マー
ケッティン
グ系

企画・マー
ケッティン
グ系

企画・マー
ケッティン
グ系

大分バス株式会社

「地域の公共交通を支える仕事を体験する」をテーマに、
バスの運行にはどのような人が関わり、どのような仕事が
あるのか等をイメージしていただく予定です。担当部署の
社員も参加して、業務を説明してもらいます。また、先輩
社員との交流の時間も設けています。

「人と街をつなぎ、ときめき
を未来へ」
創業以来「奉仕」
「人間尊重」
の経営理念のもと、地域の
皆様から必要とされる公共 ２４号教室
交通機関の担い手として、
お客様から親しまれ信頼さ
れる企業を目指していま
す。

Ｊ

株式会社佐伯建設

・施工現場を支える様々な仕事を紹介することにより、チ
ームが連携してプロジェクトの成功に向けて取り組んでい
る様子を体感できる。
・若手の先輩社員に質問をする時間を設け、仕事選びの指
針や、社会人生活についてアドバイスがもらえる。
・
「ICT 施工」や「働き方改革」等、建設業の最近の取り組
みを知ることができる。

創業 105 年。
「九州で一番信
頼される建設会社」を目指
し、
「ものがたりのある、も
のづくり」に挑戦していま
す。

２７号教室

Ｍ

株式会社地域科学研究所

暮らし続けたいまちづくり、地域活性化、空き家の利活用、
遊休施設のリノベーションなど、新しい価値、取り組みや システム＆コンサルで安心
仕組みづくりを実際に現地に行きヒアリング（同行）や、 安全なまちづくりをサポー
社内の打ち合わせを通じて、創生デザイナーとして必要な ト
視点を体感できるプログラムです。

４２号教室

Ｖ

近代工業技術と伝統工芸ア
ートが生み出す新たな製品
を、世界中のスタッフと共
に発信するワンチャー

２４号教室

Ｊ

株式会社ワンチャー

製品制作から販売までを一貫して見ることができる。そし
て、英語中心で進行するグローバルな仕事を体験できる。
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職種

事務・管理
系

事務・管理
系

事務・管理
系

事務・管理
系

事務・管理
系

企業名

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

大分県

２日間と短い日程ですが、
普段はあまり見ることのない
“県
庁のシゴト”を間近で感じることができます。都道府県行
政の役割や仕事へのやりがい、また家庭や仕事との両立な
ど、公務員のホンネを知る機会です。多くの学生からのお
申込みをお待ちしています！

日本一のおんせん県おおい
た 味力も満載

共用演習室
３－２

Ｓ

大分市役所

市役所の業務やその目的についての基本研修や関連施設の
見学のほか、配属された部署での職場実習を通して、市役
所の仕事の理解を深めることができます。

『笑顔が輝き 夢と魅力あ
ふれる 未来創造都市』を
新たな都市像として掲げ、
実現に向け、幅広い施策に
取り組んでいます。

共用演習室
３－１

Ｒ

株式会社佐伯建設

・施工現場を支える様々な仕事を紹介することにより、チ
ームが連携してプロジェクトの成功に向けて取り組んでい
る様子を体感できる。
・若手の先輩社員に質問をする時間を設け、仕事選びの指
針や、社会人生活についてアドバイスがもらえる。
・
「ICT 施工」や「働き方改革」等、建設業の最近の取り組
みを知ることができる。

創業 105 年。
「九州で一番信
頼される建設会社」を目指
し、
「ものがたりのある、も
のづくり」に挑戦していま
す。

２７号教室

Ｍ

株式会社デンザイ東亜

建設業界理解、卸売業理解（流通業）
、につながるインター
ンシップ

・ライフラインを支える仕
事。
・地元大分県で活躍できま
す。
・多くの若手が活躍中。平均
年齢３７歳
・パナソニックグループ
（連結子会社）

１４号教室

Ｆ

株式会社別大興産

・別大興産だけでなく、業界全体の情報やトレンドが分か
る業界研究コンテンツを準備
・営業の疑似体験やお部屋の内覧体験など座学だけでない
コンテンツ

人と人との信頼コミュニケ
ーション 別大興産

１３号教室

Ｅ
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会場

職種

企業名

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

会場

・総務部社員との座談会
・時期によっては自己分析のサポートも行います
IT 系

IT 系

IT 系

IT 系

株式会社アーネット

実際の開発を手伝って頂きますので、世の中に送り出すも
のの開発に携わることが出来ます。

すべてのお客様に喜びと安
心を

４１号教室

Ｕ

株式会社エイビス

オンラインとリアルの両方を開催します。
（コロナウイルス
感染拡大の状況によります。
）
リアル型では採用担当と関わった社員による一人一人のフ
ィードバックも行うので就活に役立てることができると思
います。

大分から“安心・安全”な地
球未来に貢献

４２号教室

Ｖ

大分交通株式会社

今夏の当社が開催するインターンシップは、情報システム
営業部にて、システムエンジニア職のインターンシップを
募集します。
少人数での受付とさせて頂いてますので、
個々
のペースに合った内容にて進めることができます。

４１号教室

Ｕ

４２号教室

Ｖ

大分部品株式会社

ソフトウェア開発プロセスの一端を体験することが出来ま
す。
ソフトウェアで実現してほしいこと（ソフトウェア仕様）
をお題として提示しますので、それの要求分析、ロジック
設計、コーディング、実機確認を、教育を交えて実践して
いただきます。
弊社のインターンシップを通して、仕様通りにソフトウ
ェアが動作したときの感動を味わってください。

5

公共交通事業を核に地域に
根ざした事業を展開！様々
な分野で大分を支えます！

大分県佐伯市という地方に
いながら、新車発売される
自動車に搭載するソフトウ
ェア開発業務に携わること
ができます。
“家は大分市、仕事は自然
あふれる開放的な佐伯市
で”という働き方の社員が
増加中です。
海の幸・山の幸に恵まれ、食
べ物がおいしい佐伯市か
ら、日本だけでなく世界を
走る自動車に搭載されるソ

職種

企業名

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

会場

フトウェアを一緒に開発し
ましょう。

IT 系

株式会社ザイナス

自社ビル内のコワーキングスペース「OWNSPACE」に実施
実施予定。
（オンライン開催も有）
・ IT 業界に少しでも興味のある方
・ システムエンジニアやプログラマー等の職
種に興味がある方
・ 就職活動を始めたばかりの方
・ キャリア選択に関して悩みをお持ちの方
※文系・理系に問わず参加をお待ちしております。
■ 実施内容（予定）
ザイナスという社名は「人
●ドローン体験
材を育成して財を成し、社
簡単なプログラミングを活用したドローン操
会に貢献する」が由来。
縦体験
「大分から世界へ・世界一の
●AI 体験講座
技術者集団」を目指してザ
AI を使用した画像分析にチャレンジしていた
イナスが開発するシステム
だきます。
に関わる
●IT 業界分析
すべての人たちが大きく成
身近な実例等を紹介しながら、IT 業界へ理解
長できる、そんな会社つく
を深めていただきます。
っていきます。
●IT 業界 職種分析
IT 業界にはどのような職種があるのかを紹
介。
●エンジニアとは
IT エンジニアって何？どんなことををする
の？という方必見！
社員の実例をもとに仕事内容・流れも説明し
ます！
●会社説明会
株式会社ザイナスの事業内容や文化、魅力を
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４２号教室

Ｖ

職種

企業名

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

会場

最大限お伝えいたします。
質疑応答の時間も設けておりますので、何で
も気軽にご質問ください！
●社内見学
自社ビルや弊社オフィスを余すところなくお
見せいたします。
●自己分析ワーク
今後の就職活動に活かしていける、他者・自己
分析ワークを準備しております。
なかなか 1 人では難しい自己分析を、短時間
で一気に進めることができます！
●人事担当への就活相談
弊社若手人事担当者に就職活動の疑問点や不
安を個別相談できます！
※プログラムの内容は変更する場合があります
※受入人数には限りがございます。
※参加の決定した方へ、開催日前に仕事体験の詳細につい
てご連絡致します。
※新型コロナウイルス感染症の影響によっては中止する場
合もございますので、予めご了承ください。

IT 系

株式会社地域科学研究所

生産・製造・
品質管理系 株式会社ＡＫシステム

暮らし続けたいまちづくり、地域活性化、空き家の利活
用、遊休施設のリノベーションなど、新しい価値、取り組
みや仕組みづくりを実際に現地に行きヒアリング（同行）
や、社内の打ち合わせを通じて、創生デザイナーとして必
要な視点を体感できるプログラムです。

システム＆コンサルで安心
安全なまちづくりをサポー
ト

４２号教室

Ｖ

設計実習では、CAD を使用した電気制御回路の作図や簡単
技術をチカラに想いをカタ
なシーケンスプログラムの設計等を行います。製造実習で
チに
は、手持ち工具を使った電線加工や配線・組立を行います。

２３号教室

Ｉ
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職種

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

生産・製造・
有限会社東栄工業所
品質管理系

ラック製作に関わる色々な工程を体験していただきます。
立体自動倉庫の製造を専門に行っているのは九州では我が
社オンリーワンです。

便利な世の中を陰から支え
る会社
「ラックを作るメンバーは
ユニークだが出来上がる製
品は均一」を目指す

多目的室１

Ｃ

生産・製造・
ニシジマ精機株式会社
品質管理系

製缶・加工・組立・メンテナンス の各部署を経験しても
らい適正を判断し一人が一人の職人についてもらい話をし
ながら学んでもらいます。

九州一の物づくり会社へ

多目的室１

Ｃ

研究・開発・
株式会社ＡＫシステム
設計系

設計実習では、CAD を使用した電気制御回路の作図や簡単
技術をチカラに想いをカ
なシーケンスプログラムの設計等を行います。製造実習で
タチに
は、手持ち工具を使った電線加工や配線・組立を行います。

２３号教室

Ｉ

研究・開発・
株式会社デンケン
設計系

実際に工場や現場に来て貰い、従業員との交流の中で様々
な仕事を体験して頂く予定としています。
参加者全員にフィードバックを行います。得手・不得手な
ど、当社にて気付いた部分は全てお伝えするようにしてい
ます。その中から、ご自分の課題を見つけて取り組んで頂
けたらと考えています。

挑戦！【何事にも恐れずに
チャレンジ！】

２３号教室

Ｉ

建築・土木
設計系

大分県

２日間と短い日程ですが、
普段はあまり見ることのない
“県
庁のシゴト”を間近で感じることができます。都道府県行
政の役割や仕事へのやりがい、また家庭や仕事との両立な
ど、公務員のホンネを知る機会です。多くの学生からのお
申込みをお待ちしています！

日本一のおんせん県おおい
た 味力も満載

共用演習室
３－２

Ｓ

協栄工業株式会社

建築現場の実務が経験できます。実際の新入社員の入社か
ら半年までの期間に行っている現場研修と同じプログラム
で実施します。建築現場に赴き、施工管理業務を行うとと
もに、お客様や職人さんともコミュニケーションをとって
もらいます。職業体験に留まらない実践的なインターンシ
ップが特徴です。

おいしい水ときれいな空気
で快適な住環境を創造する
建築設備施工管理のプロフ
ェッショナル

２７号教室

Ｍ

建築・土木
設計系

企業名
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会場

職種

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

株式会社佐伯建設

・施工現場を支える様々な仕事を紹介することにより、チ
ームが連携してプロジェクトの成功に向けて取り組んでい
る様子を体感できる。
・若手の先輩社員に質問をする時間を設け、仕事選びの指
針や、社会人生活についてアドバイスがもらえる。
・
「ICT 施工」や「働き方改革」等、建設業の最近の取り組
みを知ることができる。

創業 105 年。
「九州で一番信
頼される建設会社」を目指
し、
「ものがたりのある、も
のづくり」に挑戦していま
す。

２７号教室

Ｍ

株式会社⼤有設計

各設計業務について実際の設計案件のトレースや実際の業
務のお⼿伝いをすることにより、業務を体感してもらいま
す。また、実際に働く空間でインターンシップを⾏うこと
により、会社の雰囲気を感じることができます。さらに若
⼿社員との懇談も⾏っていますので、些細な疑問や質問を
することができます。
（現在内容検討中のため、変更の可能
性もあります）

⽇本⼀、社員のストレスの
ない会社造りと九州ナンバ
ーワンの設計事務所を⽬指
します。

２７号教室

Ｍ

金融系

株式会社大分銀行

「感動を、シェアしたい。」
当行のブランドスローガン
です。お客さまと夢を共に
分かち合い、厳しさを共に
業界研究や自社の紹介だけでなく、ＳＰＩのフィードバッ 実感し、何としてもお役に
クを通じた自己分析など、金融を志望していなくても役立 立ちたいという情熱を持っ
つカリキュラムを計画しています。
昨年度の参加者からも、 て業務に取り組むこと。そ ２２号教室
本インターンシップを通じて、銀行業務への知識や自己理 して地域の皆さまやお客さ
解が深まったなど、好評をいただいております。
まと、その発展や成功を喜
び、「当行を選んでよかっ
た」と感動していただくこ
とを目標に、業務に取り組
んでいます。

Ｈ

金融系

大分みらい信用金庫

信用金庫の仕事への理解が深まり、社会的な存在意義を感
じることが出来ます。

Ｈ

建築・土木
設計系

建築・土木
設計系

企業名
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For the
ん Can！

Smile

しんき

会場

２２号教室

職種

企業名

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

会場

株式会社トキハ

３日間と１日間のプログラムを予定しています。
ふるさと大分に関わる人の
＜３日間プログラム＞ 講義（１日）と 販売実習（２・ 「豊かな暮らし」と「文化の
３日）
向上」に貢献できるお仕事
業界についてや接客のマナー・言葉づかいを学んでいただ です。
いた後に、店舗にて接客及び陳列などの仕事を体験して頂 大分に貢献したい、人と関
きます。
わる仕事がしたいと考えて
＜１日間プログラム＞
いるみなさん。ぜひ株式会
３日間プログラムの講義内容を実施し、百貨店の仕事につ 社トキハのインターンシッ
いてお伝えします。
プにご参加ください。

３２号教室

Ｐ

株式会社フレイン

オンラインでの 1day 自己分析型と、大分市内にある店舗
での 1day 実地体験型の、2 つのインターンシップコースを
設けています。

「地域密着型の食品スーパ
ーマーケット」を目指す仕
組みづくりを一緒にしよ
う！

３２号教室

Ｐ

イデア総研税理士法人

先輩社員に同行して、実際の監査を見ることができます。
日常生活ではなかなか体験できない経営者とのお話や、月
次決算書を使った数字報告のやり方など、本物の現場をぜ
ひ肌で感じて下さい。

税務会計だけじゃない！経
営コンサルを通じて会社の
繁栄をサポートするプロ集
団

２１号教室

Ｇ

専門・スペ
シャリスト
系（弁護士・ イデア総研税理士法人
会計士・税
理士）

普段の仕事で実際に使っている会計ソフトで入力体験をメ
インに行います。実際の仕訳では簿記では出てこない勘定
科目も多くあり、簿記の知識と実務での違いをリアルに体
感することができます。

税務会計だけじゃない！
経営コンサルを通じて会社
の繁栄をサポートするプロ
集団

２１号教室

Ｇ

専門・スペ
シャリスト
系

大分県警

普段体験できないような警察ならではのインターンシップ
です。

県民とともに歩む力強い警
察

２１号教室

Ｇ

専門・スペ
シャリスト
系

社会福祉法人新友会．

法人内に複数の事業所がありますので、期間中に複数の事
業所の実習が可能です。障害の程度によって各事業所の雰
囲気の違いを感じることが出来るかと思います。

社会福祉法人新友会は、
「親
亡き後」をテーマに保護者
が集まって設立された法人

２１号教室

Ｇ

サービス・
販売系

サービス・
販売系

専門・スペ
シャリスト
系（コンサ
ルタント）
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職種

企業名

インターンシップの特徴

キャッチフレーズ

会場

です。保護者がいなくなっ
た将来も、障がい者の方が
安心して生活できる施設を
自分たちの手で創り上げる
想いを胸に、懸命に奮闘し
て 38 年以上が過ぎました。
福祉の資格や経験がなくて
も、障がい者の方と一緒に
歩みながら、共に成長でき
ることを喜びに感じられる
方、私たちと一緒に働いて
みませんか？
専門・スペ
シャリスト
系

社会福祉法人博愛会

法人内で活躍している先輩から、生の声を直接聞く事がで
きます。様々な働き方を見る事ができます。福祉の仕事の
手厚い福利厚生の内容について知ることができます。

11

・
「やさしさ日本一」の社会
福祉法人
・人の喜ぶ顔を見てよろこ
びなさい

２１号教室

Ｇ

