
2019年夏季　インターンシップ受入企業一覧

NO 企業名 業種 業務内容 実習先所在地
短期

コース

中期

コース

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

コース

1日体験型企業

研修コース

6月8日(土)

実習説明会

有限会社ロッシュジャパン（実習先：デイサービス

憩々）
デイサービス運営 甲賀市水口町 D（3日）

有限会社ロッシュジャパン（実習先：デイサービス

楽々）
デイサービス運営 甲賀市信楽町 I（2日）

有限会社ロッシュジャパン（実習先：デイサービス

祭々）
デイサービス運営 蒲生郡日野町 H（2日）

2 ＡＵＣグループ  ((株)ＡＵＣ、(株)ライトパス) 不動産・建築
官公庁土木工事を主に、造園・舗装・管工事を始め、積算、調査・測量、設計、施工

管理、登記、開発申請等の業務を対応。不動産・建築等へ事業拡大している
東近江市 ○ A（2日）

3 ダイトロン株式会社 製造
電子部品、電子機器、電源機器、半導体製造装置 及び各種検査機器の開

発・製造・販売
栗東市伊勢 ○

4 岡安ゴム株式会社 製造 工業用ゴム製品および一般向けゴム製品の企画・開発・製造・販売 草津市山寺町 ○ ○

5 株式会社ピアライフ 不動産・建築
不動産の売買仲介、賃貸仲介、賃貸管理、建築・リフォーム、損害保険代理

店業
大津市衣川 ○ 参加

6 栗東総合産業株式会社 サービス
廃棄物処理、廃水処理施設メンテナンス、FC事業（タックルベリー、かつや、

TGAL）、一般貨物運送、海外事業（ベトナム・ホーチミン市）
栗東市十里 ○ ○ F　(2日)

7 株式会社タオ 情報・通信 教育ソフトの企画開発と販売 草津市大路 ○

8 株式会社平田自工　ホンダカーズ土山 卸・小売 新車中古車販売　自動車整備　保険業務　レンタカーなど 甲賀市土山町 ○ ○ 参加

9 株式会社キムラテック 製造 セラミック製品の製造・加工・販売 蒲生郡日野町 ○

10 社会福祉法人近江和順会 医療・福祉 特別養護老人ホーム等での介護サービス 湖南市針 ○

11 株式会社市金工業社 製造 高分子化学工業用機械製造販売 草津市野村 ○

12 喜楽鉱業株式会社 製造
再生重油の製造・販売、産業廃棄物処理、地下タンク等の気密検査、

設備メンテナンス　他
湖南市石部口 ○ 参加

13 公益財団法人大津市公園緑地協会 その他 公園緑地及び運動施設の管理運営 大津市御陵町 ○ I（3日）

14 株式会社オーケーエム 製造 バルブ製品の開発・製造・販売 蒲生郡日野町 ○ J（3日）

15 社会福祉法人青い鳥会 医療・福祉 障がい福祉サービス 彦根市高宮町 ○ ○ H（3日） 参加

16 株式会社和気滋賀工場 製造 印刷紙器（パッケージ）の製造 甲賀市甲賀町 ○ 参加

17 株式会社デジタルガーデンシステム 情報・通信
物流システム等業務ソフト受託開発・販売　例：自動認識装置や搬送設備の業務シ

ステム、訪問診療支援業者向け関連システム、会計ソフトや勤怠管理ソフトの販売等
大津市浜大津 ○

18 株式会社國華荘　びわ湖花街道 宿泊 旅館業 大津市雄琴 ○ 参加

19 社会福祉法人大石福祉会 医療・福祉 特別養護老人ホームにおける高齢者の介護 大津市大石中 ○ 参加

20 株式会社ひょうたんや サービス ホール業務、キッチン業務、通販業務等 近江八幡市鷹飼町 ○ 参加

21 株式会社メイコン 運送 倉庫事業・貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業・損害保険代理業　等 蒲生郡日野町 ○ 参加

22 株式会社ジョーニシ 製造
農業用機械器具の設計・製造・販売、ホームセンター向け什器の設計･製造・

販売、建設機械用製缶部品の製造、機械式駐車場用部品の製造
甲賀市水口町 ○ 参加

23 ワボウ電子株式会社 製造 プリント基板の試作・実装量産、各種電子機器の製造、各種電子部品の製造 長浜市平方町 E（2日） 参加

24 扶桑工業株式会社 製造
建設機械用（主にパワーショベル）油圧ポンプ部品製造、ディーゼルエンジン部

品加工
長浜市大戌亥町 ○ ○

25 西村建設株式会社 不動産・建築 土木工事、建築工事における施工管理業務 湖南市中央 ○ ○

26 利高工業株式会社　滋賀工場 製造 住宅外装部材(玄関ドア・バルコニー等)開発・製造 滋賀県米原市 C（2日）

27 株式会社テリオス 不動産・建築 施工管理 大津市本堅田 ○

28 滋賀中央信用金庫 金融・保険
１.預金、定期積金の受入　　２.会員に対する資金の貸付　　３.為替業務

４.関連した付随業務
彦根市中央町 ○ 参加

29 社会福祉法人八起会 医療・福祉 高齢者福祉サービス 湖南市丸山 D（2日） ○ 参加

サンメディカル株式会社（実習：総務）
歯科材料その他医療用具（矯正用ワイヤー、歯冠フロス等）も製造、販売及

び輸出入。
守山市古高町 ○

サンメディカル株式会社（実習：研究開発）
歯科材料その他医療用具（矯正用ワイヤー、歯冠フロス等）も製造、販売及

び輸出入。
守山市古高町 ○

サンメディカル株式会社（実習：国内営業）
歯科材料その他医療用具（矯正用ワイヤー、歯冠フロス等）も製造、販売及

び輸出入。
守山市古高町 ○

31 大塚産業マテリアル株式会社 製造
自動車内装品製造販売、鉄道車両シート製造販売、事務用椅子カバー製造

販売、その他成形品製造販売
長浜市八幡中山町 ○ ○ E（3日）

32 大塚産業ソーイン株式会社 製造
・自動車シート製造・販売

主メーカはトヨタ車がメインで、その他三菱車なども生産しております。
長浜市八幡中山町 ○ ○ J（2日）

33 岡本エンジニアリング株式会社 その他 制御設計 大津市粟津町 ○ 参加

34 株式会社フレックスコンピュータシステム 情報・通信 業務用クラウドシステムの開発・販売＆サポート 栗東市林 ○

35 株式会社三東工業社 不動産・建築 土木・建築請負工事業 甲賀市信楽町 ○ 参加

36 高島鉱建株式会社 不動産・建築 総合建設業　砕石製造販売業 高島市今津町 ○ ○ 参加

37 株式会社シンコーメタリコン 製造
各種金属・セラミックス・サーメットの溶射施工並びにこれらに付帯関連する一切

の業務
湖南市吉永 ○ 参加

38 有限会社林工業所 製造 ステンレス・アルミ・銅・鉄、その他金属製品の最終表面仕上げ、研磨加工 彦根市服部町 ○ 参加

39 田中シビルテック株式会社 その他
ドローンを活用した橋梁などの空撮、3次元データーの編集、各現場での施工管

理の補助
長浜市木之本町 ○

40 アーステック株式会社 その他 測量、土木設計コンサルタント 長浜市川崎町 ○

41 株式会社ユニテツク　滋賀事業所 その他 機械設計の請負・派遣業務 東近江市八日市 ○ 参加

42 三和精機株式会社　滋賀製作所 製造 工作機械のオーバーホール・レトロフィット 守山市勝部 ○ ○ G（2日） 参加

43 株式会社向茂組 不動産・建築
総合建設業・不動産業・骨材販売・骨材運搬・資材リース・車輌（重機）メン

テナンス
東近江市蛇溝町 ○ ○ A（3日） ○ 参加

44 株式会社清水合金製作所 製造
上下水道用各種バルブ製造・製鉄プラント用耐熱コントロール弁製造・環境事

業(水処理関連)
彦根市東沼波町 B（2日） ○ 参加

45 三恵工業株式会社 製造 自動車足回り(ステアリング・サスペンションパーツ)補修用製品の製造・販売 栗東市高野 ○

46 株式会社昭和電業社（ドコモショップイオンモール草津） 卸・小売 自動車電装部品の専業店への卸売・ドコモ製品の販売 草津市新浜 ○ ○ 参加

47 夏原工業株式会社 製造 精密機械の設計・製造、環境計量証明事業 彦根市高宮町 ○ 参加

48 株式会社京南エレクス 製造 各種産業機械の電気設計・制御盤製作、電装 彦根市平田町 B（3日） ○ 参加

49 株式会社イマック 製造 画像処理用LED照明・電源・検査装置・医療機器の開発、製造、販売 守山市幸津川町 ○ 参加

50 株式会社秋村組 不動産・建築 土木工事、建築工事の施工管理、設計監理 近江八幡市 ○ ○

51 株式会社ほくつう　関西支店 情報・通信

電話交換設備・IPネットワークシステム・自動火災報知機設備・非常包装設

備・ナースコールシステム・防犯カメラシステム・テレビ会議システム・各種無線設

備・遠隔コントロールシステム・サーバPC及び周辺システム・アプリケーション開発

大津市瀬田 ○ G（3日）

52 近江OFT株式会社 製造
・工業用ファスナー(ばね・ねじ等)の製造販売

・金型、治工具等の製造販売
野洲市吉地 ○

53 社会福祉法人びわこ学園 医療・福祉 重度の障害児・者の生活支援 野洲市北桜 ○ 参加

54 湖北工業株式会社 製造 アルミ電解コンデンサー用リード線端子と光部品・デバイスの製造販売 長浜市高月町 ○ 参加

55 株式会社丸屋建設 不動産・建築
建築工事、土木工事、設計、建築とデジタルを融合した機器の研究開発及び

販売
栗東市辻 ○ 参加

56 基建設株式会社 不動産・建築 建築土木全般 栗東市御園 ○ ○ F　(3日) ○ 参加

57 大洋産業株式会社 製造 プラント配管工事、一般機械器具製造、水処理設備 彦根市芹川 ○ C（3日）
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