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番号 研修地

観光コンテンツの企画開発を学ぶイン
ターン

業務体験型 IIOプロデュース株式会社 サービス業 ① 坂井市 8/16 ～8/28

屋外施設の運営を学ぶ 業務体験型 一般財団法人休暇村協会　休暇村越前三国
宿泊業，飲食サービ
ス業 ① 坂井市 8/8 ～8/21

本格スクラム開発インターン！チーム
でWebアプリをつくる10days

業務体験型 株式会社永和システムマネジメント 情報通信業 ① 福井市 8/18 ～8/31

SEの仕事！IT企業の雰囲気を体験！
体感！実践型インターン

業務体験型 株式会社江守情報 情報通信業 ① 坂井市 8/22 ～ 9/2

農村での仕事と暮らしを実体験する10
日間

業務体験型 有限会社かみなか農楽舎 農業，林業 ① 若狭町 8/29 ～ 9/7

【サマーインターンシップ】先輩と感じる
モノづくりの面白さ

課題解決型 株式会社鯖江村田製作所 製造業 ① 鯖江市 8/29 ～ 9/9

業務を体験して、仕事のおもしろさ＆
やりがいをみつけよう！

業務体験型 株式会社サンワコン
学術研究，専門・技
術サービス業 ① 福井市 9/5 ～9/16

田中建設 2weekインターンシップ 業務体験型 田中建設株式会社 建設業 ① 越前市 8/22 ～ 9/2

10日間で「土木業界全体」＋「自分の
性格・強み」が分かるインターン

業界・地域研究型 株式会社辻広組 建設業 ① 福井市 9/5 ～9/16

橋づくりのプロの仕事がじっくり体感で
きる2Weeks!

業務体験型 株式会社日本ピーエス 建設業 ① 敦賀市 8/29 ～ 9/9

飲食店開拓コース 課題解決型 福井精米株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 8/8 ～8/22

先輩社員と米屋の盛り上がりが体感
できる2週間

業務体験型 福井精米株式会社 卸売業，小売業 ② 福井市 9/1 ～9/14

福井村田製作所　2weekインターン
シップ

業務体験型 株式会社福井村田製作所 製造業 ① 越前市 8/22 ～ 9/2

世界最大のアイウエア企業の業務の
ディ―プラーニング

業務体験型 福井めがね工業株式会社 製造業 ① 鯖江市 8/29 ～ 9/9

『福井駅前再開発事業』を担う会社で大規模
建築の設計施工が学べる10日間

業務体験型 村中建設株式会社 建設業 ① 福井市 8/22 ～ 9/2

小浜の企業まるわかり
インターンシップA

業界・地域研究型 小浜の企業まるわかりインターンシップA
地域・業界・職種
研究 ① 小浜市 8/22 ～8/26

小浜の企業まるわかり
インターンシップB

業界・地域研究型 小浜の企業まるわかりインターンシップB
地域・業界・職種
研究 ② 小浜市 8/29 ～ 9/2

小浜の企業まるわかり
インターンシップC

業界・地域研究型 小浜の企業まるわかりインターンシップC
地域・業界・職種
研究 ③ 小浜市 9/5 ～ 9/9

ふくいU・Iターンサマーキャンプ2022 業界・地域研究型 福井市大学生U・Iターン就職促進事業実行委員会
地域・業界・職種
研究 ① 福井市 8/22 ～8/26

職種探求型
「事務企画系を知る」コース

職種探求型 事務企画系の仕事を知るコース
地域・業界・職種
研究 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

職種探求型
「システムエンジニアを知る」コース

職種探求型 システムエンジニアを知るコース
地域・業界・職種
研究 ② 福井市 8/29 ～ 9/2

職種探求型
「営業系職種を知る」コース

職種探求型 営業系職種の仕事を知るコース
地域・業界・職種
研究 ③ 福井市 8/29 ～ 9/2

職種探求型
「製造・設計職を知る」コース

職種探求型 製造・設計の仕事を知るコース
地域・業界・職種
研究 ④ 福井市 8/29 ～ 9/2

職種探求型
「建設・土木・コンサルを知る」コース

職種探求型 建設・土木・コンサルを知るコース　福井Ver
地域・業界・職種
研究 ⑤ 福井市 8/8 ～8/13

都市圏体験型　「東京で建設・コンサ
ル業界、資材メーカーを学ぶ」

都市圏体験型 建設・土木・コンサルを知るコース　東京Ver
地域・業界・職種
研究 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

都市圏体験型　「東京で福井発企業を
徹底リサーチ」

都市圏体験型 福井発企業を徹底リサーチコース　東京Ver
地域・業界・職種
研究 ② 福井市 9/5 ～ 9/9

IT業界を知る！プログラマ職体験イン
ターンシップ

業務体験型 株式会社アートテクノロジー(アートグループ) 情報通信業 ① 鯖江市 8/22 ～8/26

クルマ業界とエネルギー業界について
学べる5日間！

業務体験型 AOIホールディングス株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

消防設備のメンテナンス体験 業務体験型 暁産業株式会社
学術研究，専門・技
術サービス業 ① 福井市 8/22 ～8/26

製造工程から店舗での販売までを体
感できる5日間

業務体験型 株式会社秋吉グループ本部
宿泊業，飲食サービ
ス業 ① 福井市 9/1 ～ 9/6

Zero to One  ～ゼロから生み出す力
～

業務体験型 アクサ損害保険株式会社 金融業，保険業 ① 福井市 8/22 ～8/26

２０２２年　ふくいインターンシップ　受入企業・団体一覧

研修期間

長期コース（原則２週間のプログラム）

一般コース（業界・地域研究型・職種探求型・都市圏体験型）

※2022年4月18日現在のもので変更となる場合があります。また、企業（団体）によっては、別日程を設けている場合もあります。

   詳細は、「２９１JOBS」HPのふくいインターンシップ検索ページで、研修期間・研修内容・研修地・受入定員・募集学部などについて、必ずご確認ください。
50音順

一般コース（原則５日間のプログラム）



研修テーマ（タイトル） 研修分類 企業名 業種
プログラム

番号 研修地

密着！電気工事　～暮らしを支える送
配電工事～

業務体験型 旭電設株式会社 建設業 ① 福井市 8/22 ～8/26

【5days】建材商社の役割とは・・？建
築・住宅業界徹底調査！

業界・地域研究型 アロック・サンワ株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

業界No.３の商社、メーカーの魅力を感
じてもらう5dayお仕事体験

業務体験型 株式会社イガラシ 卸売業，小売業 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

創業明治26年！歴史ある石黒建設を
見てみませんか？

業務体験型 石黒建設株式会社 建設業 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

営業・設計・施工管理の仕事が分かる
5dayインターンシップ

業務体験型 石友ホーム株式会社（石友ホームグループ） 建設業 ① 福井市 8/19 ～8/25

電気業界の見方が変わる5日間 業務体験型 株式会社伊藤電機 建設業 ① 福井市 8/25 ～8/31

【理系学生向け】
技術系（実務・体験型）仕事体験！

業務体験型 井上商事株式会社 製造業 ① 坂井市 8/29 ～ 9/2

切削工具を知ろう！ものづくりの基本
を理解

業務体験型 株式会社ウノコーポレーション 製造業 ① 越前市 9/5 ～ 9/9

来たれ！未来のエンジニア！～モノづ
くり企業で学ぶ仕事体験～

業務体験型 株式会社エイチアンドエフ 製造業 ① あわら市 9/5 ～ 9/9

公民館活動を通じて地域とのつながり
を体験

業務体験型 越前市役所 公務 ① 越前市 9/5 ～ 9/7

「越前市サマーフェスティバル」事業体
験

業務体験型 越前市役所 公務 ② 越前市 8/12 ～8/16

都市計画課での体験業務 業務体験型 越前市役所 公務 ③ 越前市 9/5 ～ 9/9

広報紙作成を体験 業務体験型 越前市役所 公務 ④ 越前市 9/12 ～9/16

スポーツ課業務を体験 業務体験型 越前市役所 公務 ⑤ 越前市 9/12 ～9/16

市民協働事業などを学ぶ 業務体験型 越前市役所 公務 ⑥ 越前市 9/12 ～9/16

自治体型政策提案による地域力向上 課題解決型 越前町役場 公務 ① 越前町 9/12 ～9/16

仕事の起点となる「お客様」を知る、ペ
ルソナ作成インターンシップ

業務体験型 OOKABE GLASS 株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

救護施設とは？興味をお持ちの方は
未経験でも大丈夫！

業務体験型 社会福祉法人大野福祉会 医療，福祉 ① 大野市 8/29 ～ 9/2

ディスカッション型授業を通じ、実践的
にマーケティングを学ぶ

課題解決型 株式会社大津屋 卸売業，小売業 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

鉄骨業界を知り最新CADを操作しよう！ 業務体験型 オカモト鐵工株式会社 製造業 ① 福井市 8/22 ～8/26

生産・開発・営業・店舗販売・事務管理
のメーカーのすべてを体験する５日間

業務体験型 小野谷機工株式会社 製造業 ① 越前市 8/22 ～8/26

モビリティ業界の業務体験型インター
ンシップ

業務体験型 株式会社カーボ 卸売業，小売業 ① 福井市 9/8 ～9/12

体験しませんか！工事だけではない、
商品販売の柿本商会。

業務体験型 株式会社柿本商会　福井支店 建設業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9
どの設備工事が貴方の進む道か？総
合設備会社『柿本商会』で決めません
か？

業務体験型 株式会社柿本商会　福井支店 建設業 ② 福井市 8/29 ～ 9/2

カーテンの柄をデザインしてみよう！
開発職体験インターン

業務体験型 株式会社カズマ 製造業 ① 福井市 9/12 ～9/16

生産技術のやりがいとは？現場改善
のノウハウを学ぶ5日間！

課題解決型 株式会社カズマ 製造業 ② 福井市 9/12 ～9/16

勝山市役所職場体験 業務体験型 勝山市 公務 ① 勝山市 8/22 ～8/26

「学校×総合職」 業務体験型 学校法人金井学園 教育，学習支援業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

農村での仕事と暮らしを実体験する5
日間

業務体験型 有限会社かみなか農楽舎 農業，林業 ① 若狭町 8/22 ～8/26

自分×建築マッチング「ゼネコンの仕
事が分かる夏期インターンシップ」

業務体験型 技建工業株式会社 建設業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

北陸トップ企業で「働く」を学ぶ5日間
（仕事体験・社員交流あり）

業務体験型 北川瀝青工業株式会社福井支店 建設業 ① 福井市 9/12 ～9/16

夢の想像力、街の創造力　鉄骨の設
計、加工、建方工事まで学ぼう

業務体験型 木下工業株式会社 製造業 ① 坂井市 9/12 ～9/16

This is Kimicon！建設コンサルタント
の仕事を実際に体験！

業務体験型 株式会社キミコン
学術研究，専門・技
術サービス業 ① 鯖江市 8/22 ～8/26

業務体験を通して学ぶITエンジニア研
修！

業務体験型 共同コンピュータ株式会社 情報通信業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

実体験！プラスチック異形押出 業務体験型 キョーセー株式会社 製造業 ① 越前市 9/5 ～ 9/9

研修期間

一般コース（原則５日間のプログラム）
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めっき加工に関連した体験ができる5
日間コース

業務体験型 清川メッキ工業株式会社 製造業 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

旅館の魅力を知るお仕事体験 業務体験型 株式会社グランディア芳泉
宿泊業，飲食サービ
ス業 ① あわら市 8/22 ～8/26

施工管理とは？自然エネルギー事業
とは？

業務体験型 株式会社グリーンシェルター 建設業 ① 坂井市 9/12 ～9/14

高齢者の方々とふれあい、介護・福祉
への理解を深めるインターンシップ

業務体験型 社会福祉法人敬仁会 医療，福祉 ① 敦賀市 8/22 ～8/26

プロフェッショナル！リハビリ介護の仕
事のリアルを感じる5日間！

業務体験型 医療法人健康会 医療，福祉 ① 福井市 8/15 ～8/19

ITで地元貢献を考える5day！！ 課題解決型 株式会社K2アドバンスト 情報通信業 ① 勝山市 9/5 ～ 9/9

「建設コンサルタント」とは？建設コン
サルタントの業務を体験！

業務体験型 京福コンサルタント株式会社
学術研究，専門・技
術サービス業 ① 小浜市 8/22 ～8/26

京福電鉄グループとは？＜地域交通だけに
収まらない多角的な事業について＞

業界・地域研究型 京福電気鉄道株式会社 運輸業，郵便業 ① 福井市 8/22 ～8/26

ものづくりから販売までがわかる、お
仕事体験

業務体験型 有限会社幸伸食品 製造業 ① 福井市 8/8 ～8/12

開発エンジニアの仕事を知って、明日の自
分のデザイン設計してみませんか

業務体験型 光生アルミニューム工業株式会社 製造業 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

メーカーでの様々な事務業務を体験し、現
場で必要とされる人材を考えます。

業務体験型 光生アルミニューム工業株式会社 製造業 ② 福井市 9/5 ～ 9/9

労働行政の使命と役割を学んで、社
会に役立つ人になろう！

業界・地域研究型 厚生労働省福井労働局 公務 ① 福井市 8/22 ～8/26

会計事務所の醍醐味を感じてもらう5
日間

業務体験型 税理士法人合同経営会計事務所
学術研究，専門・技
術サービス業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

食品製造機械メーカーで食品製造体
験、パンや菓子を作ってみましょう！

業務体験型 株式会社コバード 製造業 ① 坂井市 8/22 ～8/26

製造から営業まで4つの部署を体験で
きる　老舗みそ屋の働き方体験5日間

業務体験型 株式会社米五 製造業 ① 福井市 8/24 ～8/30

サービス業のやりがいとは？飲食店
が楽しくなる5日間！

業務体験型 株式会社 五目亭
宿泊業，飲食サービ
ス業 ① 福井市 8/22 ～8/26

染色加工技術が体験できるインターン
シップ

業務体験型 サカイオーベックス株式会社 製造業 ① 福井市 8/22 ～8/26

日常生活に密着した製品づくり！　モ
ノの見方が変わる５日間！

業務体験型 酒井化学工業株式会社 製造業 ① 鯖江市 8/23 ～8/29

坂井市役所職場体験 業務体験型 坂井市役所 公務 ① 坂井市 8/8 ～8/12

土木・建築施工に興味のある方！建
設現場を実際に体感しませんか？

業務体験型 坂川建設株式会社 建設業 ① 福井市 8/22 ～8/26

生産システムの制作体験 業務体験型 サカセ化学工業株式会社 製造業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

お菓子が大好きなあなたへ　福井でが
んばっている企業で体験しよう

業務体験型 株式会社五月ヶ瀬 製造業 ① 坂井市 8/22 ～8/26

めがねのまちさばえのSDGs 業務体験型 鯖江市役所 公務 ① 鯖江市 8/22 ～8/26

あなたの手で、未来を創る体験をしよう！業務体験型 鯖江精機株式会社 製造業 ① 越前町 8/22 ～8/26

業務を体験して、仕事のおもしろさ＆
やりがいをみつけよう！

業務体験型 株式会社サンワコン
学術研究，専門・技
術サービス業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

システム開発を類似体験できる！
5dayプログラム

業務体験型 株式会社ジークス 情報通信業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

一緒に家について知る・話す・考える5
日間。トーク力が身に付きます！

業務体験型 柴田商事株式会社 建設業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

課題を見つけ改善案や企画を提案 業務体験型 ＪＡＦ　一般社団法人日本自動車連盟　福井支部 サービス業 ① 福井市 8/18 ～8/24

ロードサービス現場体験 業務体験型 ＪＡＦ　一般社団法人日本自動車連盟　福井支部 サービス業 ② 福井市 8/29 ～ 9/2

シャルマンの技術がわかるインターン
シップ

業務体験型 株式会社シャルマン 製造業 ① 鯖江市 9/5 ～ 9/9

エンジニアのリアルな職業体験を通し学生で
は感じられない仕事の魅力を体感

業務体験型 株式会社ジャロック 製造業 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

生産現場での作業体験 業務体験型 株式会社SHINDO 製造業 ① あわら市 8/29 ～ 9/2

「ものづくり」の魅力とやりがいを学び
ませんか？

業務体験型 株式会社関組・Chell Living株式会社 建設業 ① 越前市 9/5 ～ 9/9

体験してみよう！科学的介護 業務体験型 社会福祉法人双和会 医療，福祉 ① 坂井市 8/22 ～8/26

管工事がつなぐ生活 業務体験型 第一設備工業株式会社 建設業 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

研修期間

一般コース（原則５日間のプログラム）



研修テーマ（タイトル） 研修分類 企業名 業種
プログラム

番号 研修地

紙の流通を体験 業務体験型 株式会社ダイゲンコーポレーション 卸売業，小売業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

商社とは？エンジニアリングとは？電気の仕
事を通じて両方体験できます！

業務体験型 大電産業株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 8/22 ～8/26

総合建設業の仕事内容体験 業務体験型 大和建設株式会社 建設業 ① 越前市 8/22 ～8/26

地域の未来を創る！建設業会の現状
と現場の最先端を知る

業界・地域研究型 株式会社高野組 建設業 ① 越前市 9/12 ～9/16

ものづくりに興味のある学生募集。
働くイメージがつかめる４日間

業務体験型 株式会社武田機械 製造業 ① 福井市 8/23 ～8/26

”越前そばの里”での接客就業体験 業務体験型 株式会社武生製麺 製造業 ① 越前市 9/7 ～9/11

「TAS」の仕事がよくわかる！
参加型インターンシップ

業務体験型 株式会社TAS
学術研究，専門・技
術サービス業 ① 敦賀市 9/5 ～ 9/9

田中建設 1weekインターンシップ 業務体験型 田中建設株式会社 建設業 ① 越前市 8/29 ～ 9/2

小浜の地から全国へ 業務体験型 有限会社田中商会（Honda Cars 小浜 小浜店） 卸売業，小売業 ① 小浜市 8/23 ～8/27

眼鏡の企画から販売されている所を
見てみよう

業務体験型 タナカフォーサイト株式会社 製造業 ① 鯖江市 9/2 ～ 9/8

5日間で土木業界の全てが分かる！
魅力とやりがいを学ぶインターン

業界・地域研究型 株式会社辻広組 建設業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

コンサルタントの仕事を体験！ 課題解決型 社会保険労務士法人坪川事務所
学術研究，専門・技
術サービス業 ① 福井市 8/22 ～8/26

敦賀港の役割が学べる５日間（物流
業務体験）

業務体験型 敦賀海陸運輸株式会社 運輸業，郵便業 ① 敦賀市 8/22 ～8/26

【文理不問】施工管理の全てがわか
る！１Ｗｅｅｋインターンシップ

業務体験型 テラオライテック㈱ 建設業 ① 越前市 9/5 ～ 9/9

実は見たことのある「あの商品」を作っ
ている会社で開発職業体験

業務体験型 株式会社TOKO 製造業 ① 鯖江市 8/18 ～8/24

東洋染工の技術を学び体験する５日
間

業務体験型 東洋染工株式会社 製造業 ① 坂井市 8/29 ～ 9/2

ものづくりの現場とは？見て、感じる5
日間！

業務体験型 株式会社時岡組 建設業 ① おおい町 9/12 ～9/16

プチ社会人体験　～技術者として働く
リアルを味わおう～

業務体験型 株式会社TOP 製造業 ① 越前市 9/5 ～ 9/9

自分自身を売る 業務体験型 トヨタカローラ福井株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 9/7 ～9/11

歯科医院の受付と歯科助手業務の２
刀流

業界・地域研究型 中村歯科クリニック 医療，福祉 ① 永平寺町 9/5 ～9/10

「つくること」「考えること」の楽しさを体
感しよう！

業務体験型 永森建設株式会社 建設業 ① 福井市 8/22 ～8/27

建設現場の司令塔！現場監督を体験
～未来の街をつくっていく～

業務体験型 西田建設株式会社 建設業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

建設業界にふれるインターンシップ 業務体験型 株式会社西村組 建設業 ① 永平寺町 8/22 ～8/26

地域密着！新聞記者の仕事インターン 業務体験型 日刊県民福井 情報通信業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

繊維ってすごい？！モノづくりの業務
体験・課題解決ができる研修！

業務体験型 株式会社ニットク 製造業 ① 勝山市 8/22 ～8/26

協働ロボットの基本プログラミング習
得と実装・実践からものづくりを体験

業務体験型 株式会社日本エー・エム・シー 製造業 ① 永平寺町 8/8 ～8/12

コンサルティングを体感せよ！内なるコンサ
ルの徹底解析。地域貢献者必見！

課題解決型 税理士法人日本綜研
学術研究，専門・技
術サービス業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

未来のエネルギーをＩＴで支える☆業
務体験＆システム見学

業務体験型 株式会社NESI　敦賀事務所 情報通信業 ① 敦賀市 8/23 ～8/26

自動車販売会社ってなに!?「ネッツ福
井」を体験しよう！

業務体験型 ネッツトヨタ福井株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 8/23 ～8/27

教育系ベンチャー企業の現場とは？
放課後等デイサービスでの5日間！

業務体験型 有限会社 ハーヴェスト　(進学塾ダーウィン・マザーズ) 医療，福祉 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

プロのおもてなしを学び、接客スキル
を身に着けよう！

業務体験型 はいや松風園株式会社
宿泊業，飲食サービ
ス業 ① あわら市 8/25 ～8/29

工業用ミシンを使って製品を作ってみ
よう！

業務体験型 株式会社ヒットユニオン武生 製造業 ① 越前市 8/22 ～8/26

ビジネスパーソンに必要な提案書・見積書
作成、商談スキルを習得する5日間

業務体験型 福井キヤノン事務機株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 9/12 ～9/16

銀行の真の役割を体感！バンカーの
イメージが180℃変わります！

業務体験型 株式会社福井銀行 金融業，保険業 ① 福井市 8/18 ～8/19

銀行の真の役割を体感！バンカーの
イメージが180℃変わります！

業務体験型 株式会社福井銀行 金融業，保険業 ② 福井市 9/13 ～9/14

研修期間

一般コース（原則５日間のプログラム）



研修テーマ（タイトル） 研修分類 企業名 業種
プログラム

番号 研修地

自然豊かな六呂師高原で酪農畜産を
体験してみませんか

業務体験型 福井県奥越高原牧場 公務 ① 勝山市 8/22 ～8/26

海の生きものと人とのふれあいを楽し
みながら海の魅力を伝える５日間

業務体験型 福井県海浜自然センター 公務 ① 若狭町 8/8 ～8/12

公設試験研究機関の研究や試験を体
験しよう！

業界・地域研究型 福井県工業技術センター 公務 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

生協の介護職の特徴を知る5日間！
10の基本ケアって何！？

業務体験型 福井県民生活協同組合 複合サービス事業 ① 福井市 8/29 ～ 9/2

接遇マナーの教育と業務の正確さの
重要性を学ぶ

業務体験型 公益財団法人福井県予防医学協会 医療，福祉 ① 福井市 8/22 ～8/25

市民に寄り添う仕事　実感できる５日間 業務体験型 福井市役所 公務 ① 福井市 8/22 ～8/26

福井市の園芸農家を支援するお仕事
です。

業務体験型 福井市役所　園芸センター 公務 ① 福井市 8/22 ～8/26

ここにもあるよ！　チャレンジ大歓迎！　公共の仕事・教育の仕事業務体験型 福井市立桜木図書館 公務 ① 福井市 8/8 ～8/12

新聞社や記者の「いま」を知る５日間 業務体験型 株式会社福井新聞社 情報通信業 ① 福井市 8/22 ～8/26

お米屋さんの仕事がまるっとわかる
仕事体験コース

業務体験型 福井精米株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 8/8 ～8/12

経済を支える倉庫業を知る 業務体験型 福井倉庫株式会社 運輸業，郵便業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

【地域密着】生活者カーライフサポート
の楽しさがわかるプログラム

業界・地域研究型 福井ダイハツ販売株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 8/23 ～8/27

一緒に体験！福井テレビの仕事が分
かる5日間

業務体験型 福井テレビジョン放送株式会社 情報通信業 ① 福井市 8/22 ～8/26

都市ガス事業のやりがい体験できる５
日間

業務体験型 福井都市ガス株式会社
電気・ガス・熱供給・
水道業 ① 福井市 8/22 ～8/26

カーディーラーの”働く”リアルを知る
極上の5日間

業務体験型 福井トヨタ自動車株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 8/31 ～ 9/4

クルマの営業-お客様に「永く寄り添う
仕事」そのやりがいを知ろう

業務体験型 福井トヨペット株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 9/7 ～9/11

FBC福井放送の番組制作・放送現場
を体感する５days

業務体験型 福井放送株式会社 情報通信業 ① 福井市 8/23 ～8/27

オペレーション拠点にて世界最大のア
イウエア企業の業務理解・仕事体感

業務体験型 福井めがね工業株式会社 製造業 ① 鯖江市 8/29 ～ 9/2

３つの職種を体験して自分に合った仕
事を見つける5日間

業務体験型 福日機電株式会社 建設業 ① 福井市 8/22 ～8/26

「福邦銀行に出来ない営業はない！」 業務体験型 株式会社福邦銀行 金融業，保険業 ① 福井市 8/29 ～8/30

地域密着型食品スーパー「ハニー」の
今! ★★仕事体験見学付き★★

業務体験型 株式会社富士屋 卸売業，小売業 ① 鯖江市 8/22 ～8/26

商社ルート営業・業務体験 業務体験型 株式会社 ホクシン 卸売業，小売業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

各分野で課題解決できる設計・開発の
体験（エニジニアのやりがいとは！）

業務体験型 株式会社 ホクシン 卸売業，小売業 ② 福井市 9/5 ～ 9/9

県内唯一の枝肉捌きを体験 業務体験型 ホクチク株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 8/22 ～8/27

通信インフラ　業務体験インターンシッ
プ　５DAYS

業務体験型 株式会社ほくつう　福井支社 建設業 ① 福井市 8/22 ～8/26

「電気を作る・送る・届ける」電力会社
の仕事を学ぶ５日間

業務体験型 北陸電力株式会社
電気・ガス・熱供給・
水道業 ① 福井市 8/22 ～8/26

北陸電力の仕事を学ぶインターンシッ
プ

業務体験型 北陸電力株式会社
電気・ガス・熱供給・
水道業 ② 福井市 9/5 ～ 9/9

自動車ディーラーでの仕事を体験しよ
う！

業務体験型 株式会社北陸マツダ 卸売業，小売業 ① 福井市 8/25 ～8/29

社会インフラを支えるものづくりを体験
できる5日間！

業務体験型 前田工繊株式会社 製造業 ① 坂井市 8/29 ～ 9/2

証券会社の仕事について学ぶ5日間 業務体験型 ますも証券株式会社 金融業，保険業 ① 福井市 8/15 ～8/19

工作機械の設計業務を体験！技術職
5Daysコース

業務体験型 株式会社松浦機械製作所 製造業 ① 福井市 8/15 ～8/19

営業・製造・事務・配送・リサイクルま
で丸分かり、実務型インターンシップ

業務体験型 松原産業株式会社 製造業 ① 越前市 9/5 ～ 9/9

暮らしを守る！マルツ電波の現場体
験型インターンシップ

業務体験型 株式会社マルツ電波 建設業 ① 福井市 8/22 ～8/26

医療系の営業を体感できる1day仕事
体験

業務体験型 株式会社ミタス 卸売業，小売業 ① 福井市 8/8 ～8/12

営業の現場がリアルに実体験でき、働くこと
の意味も学べる充実の５日間！！

業務体験型 みのる産業株式会社 卸売業，小売業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

研修期間

一般コース（原則５日間のプログラム）



研修テーマ（タイトル） 研修分類 企業名 業種
プログラム

番号 研修地

オフィスワーク実務がリアルに体験で
き、ビジネスマナーも学べる5日間！

業務体験型 みのる産業株式会社 卸売業，小売業 ② 福井市 9/12 ～9/16

『福井駅前再開発事業』を担う会社で大規模
建築の設計施工が学べる５日間！

業務体験型 村中建設株式会社 建設業 ① 福井市 8/22 ～8/26

即戦力へ　5日間で経験値をアップさ
せよう！

業務体験型 明和工業株式会社 建設業 ① 福井市 9/12 ～9/16

ソフトウェア開発の基礎を体験してみ
よう！

業務体験型 株式会社メディカルジャパン 情報通信業 ① 福井市 8/22 ～8/26

不動産会社で働くとは？知って体験す
る５日間！

業務体験型 森川不動産株式会社
不動産業，物品賃
貸業 ① 福井市 9/1 ～ 9/5

自由な社風の下、北陸No.1企業を共
に創りあげよう！

課題解決型 株式会社　山岸 卸売業，小売業 ① 加賀市 8/8 ～8/28

「山金工業」を知ろう！【製造・営業体
験】

業務体験型 山金工業株式会社 製造業 ① 福井市 8/22 ～8/26

建設現場の管理とコンクリートの製造を体験
★他には無い欲張り５日間コース

業務体験型 株式会社山田組 建設業 ① 越前市 9/5 ～ 9/9

5日間で納得！『ワイプラ』の裏側を知
る！

業務体験型 株式会社ヤスサキ 卸売業，小売業 ① 福井市 8/23 ～8/27

INTERSECTION　～やりたいことを見
つける５日間～

業務体験型 横田建設株式会社 建設業 ① 大野市 8/22 ～8/26

国内も国際も。いろんな物流がここ一
か所で学べる充実の5日間。

業務体験型 ラニイ福井貨物株式会社 運輸業，郵便業 ① 福井市 9/5 ～ 9/9

【敦賀・介護福祉】自分が働くイメージ
をさらに鮮明にできる仕事体験

業務体験型 株式会社リハぷらす 医療，福祉 ① 敦賀市 8/22 ～8/26

世界にひとつのオーダーメイドの機械
ルネッサのテクノロジーを体験！

業務体験型 株式会社ルネッサ 製造業 ① 坂井市 9/5 ～ 9/9

世界にひとつのオーダーメイドの機械
ルネッサのテクノロジーを体験！

業務体験型 株式会社ルネッサ 製造業 ② 坂井市 8/22 ～8/26

あなたがやりたい「福祉のしごと」を見
つける５日間

業務体験型 社会福祉法人若狭町社会福祉協議会 医療，福祉 ① 若狭町 8/15 ～8/19

★オンライン合同企業ガイダンス参加企業　７０社
   企業名が赤文字は、オンライン合同企業説明会に参加します
　 ＊オンライン合同企業ガイダンス追加　大南建設工業（株）、福井労働局

研修期間

一般コース（原則５日間のプログラム）

★ふくいインターンシップ参加企業
　□長期コース　１５社（　１６コース）
　□一般コース１５２社（１７５コース）
　 ＊一般コース追加　大南建設工業㈱、㈱サカイエルコム、ユアーズホテル、（福）敬仁会、福井労働局


