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あいちU I Jターン支援センター

インターンシッププログラム目次 （第一回）

TEL

FAX

MAIL

052-308-4859 （月～土 10:00 ～ 19:00）

052-307-6487

info@uij-aichi.jp

すべてオンラインで開催します！

第一回
9月開催

第二回
10月開催

第三回
11,12月開催

あいち UIJ ターン支援センターでは、 大学１年生～３年生向けに

インターンシップを開催します。

オンラインでの開催となりますので、 お気軽にご参加ください！

お申し込みは、 あいち UIJ ターン支援センターの WEB ページ

にて受け付けています （右記参照）。

インターンシッププログラムの詳細は、 中面及び裏表紙にて

ご確認ください。 ※当日のプログラムは変更になる場合がございます。

全10社の企業が参加！

あいち UIJ ターン支援センターは、
株式会社イープラネットが愛知県より受託し運営しています。

愛知で
働こう!

綜合警備保障株式会社 （ALSOK）

プールス株式会社

シグマロジスティクス株式会社

株式会社グッドスピード

株式会社マクシスエンジニアリング

株式会社フカデン

株式会社二友組

恒川建設株式会社

株式会社幸建

株式会社エイジェック

警備職、 営業職、 技術職

総務人事 ・ 営業

自販機オペレーション

営業、 販売

CAD 設計（理系）、 ロボットプログラム作成（理系）

プログラム開発 （理系）

施工管理

施工管理業務、 現場監督

基礎工事及び外構工事の施工管理

採用 ・ 教育

9月21日 （火） 09：00～12：00

9月22日 （水） 14：00～16：00

9月23日 （木） 09：00～12：00

9月25日 （土） 10：00～13：00

9月27日 （月） 13：00～16：00

9月21日 （火） 14：00～16：00

9月22日 （水） 11：00～15：30

9月24日 （金） 14：00～16：00

9月29日 （水） 13：00～16：00

9月28日 （火） 10：00～17：00

あいち UIJターン
支援センター
WEB ページ

申し込み方法

右の QR コードから参加

したいインターンシップに

お申込み下さい。

追ってご連絡いたします。

警備業

卸売業

運輸業等

商社

メーカー

建設業

建設関連

建設業

建設業

人材サービス

業種 企業名 職種

インターンシッププログラムの詳細は内面をご覧ください

開催時間

プログラム内容

プログラム内容

プログラム内容

プログラム内容

建設関連

株式会社二友組

職種：施工管理 【施工管理業務（内業）】の初歩研修

安定したネットワーク環境、 

WEBカメラ付パソコン推奨

（スマホも可） 

※資料を画面共有するので、

　ディスプレイが大きい端末を

　お勧めします

※Zoomで行います

必要なもの

文系・理系を問いません！施工管理業務の内業（事務処理）の一部を体験して

いただく事で業務のイメージ造りにお役に立てればと考えております！

【タイムスケジュール】

・11：00 ～ 12：00　ガイダンス・会社案内

・12：00 ～ 13：00　安全衛生教育

・13：00 ～ 14：00　工事写真帳作成実演

                          （デキスパート使用）

・14：00 ～ 15：00　CAD図面作成実演

                          （ドラフトサイト使用）

・15：00 ～ 15：30　質疑応答

開催日時： 9月22日(水)11:00～15:30

文系 理系✓ ✓
企業概要

本社住所 愛知県名古屋市名東区亀の井三丁目１７７番地

3,300万円

単体330名　グループ600名

単体106億円、グループ160億(2021年6月)

総合建設業： 主に上下水道工事業・舗装工事業・

土木工事業・測量業・建築工事業・機械設置工事業・

遺跡発掘工事業

資本金

従業員数

売上高

事業内容

建設業

恒川建設株式会社

職種：施工管理業務、現場監督(文理問わず)

ネットワーク環境、パソコン、

カメラ、 マイク

※Zoomで行います

必要なもの

学科や専攻、文系理系は問いません。

社会基盤業界や建設業へ興味がある方誰でも大歓迎です。

・転勤なし ・アフター５充実 ・自分の采配で仕事を進めたい ・仕事にはやりがいが欲しい

・地図に残る仕事がしたい ・社会貢献に携わりたい ・地元の小さな会社勤めでも構わない

など一つでも当てはまった方は一度聞きに来てください。

まだまだここでは語りつくせません。奥が深い仕事です。

【タイムテーブル】

14：00～15：00　会社説明、仕事紹介

15：00～16：00　現場管理体験、質疑応答

【服装について】

担当者も作業着で参加するので私服で参加

してください。どんな服装でも大丈夫です。

開催日時： 9月24日（金）14:00～16:00

文系 理系✓ ✓
企業概要

本社住所 愛知県名古屋市中川区服部1-1404

2,000万

12名

2億8000万円(2020年9月期)

土木工事、上下水道工事、上下水道管更生工事、

護岸補修・改良工事等

資本金

従業員数

売上高

事業内容

建設業

株式会社幸建

職種：基礎工事及び外構工事の施工管理 あなたの夢は何ですか。それはハッキリ見えていますか。

株式会社幸建には今、自身の夢に向かって着実に歩んでいます。

学部、学年は問いません。施工管理だけではなく事務を希望する方も対象です。

■13:00～13:15　ガイダンス/ワーク説明

■13:15～13:45　業界を取り巻く会社環境

■13:45～14:30　幸建の得意分野の６つのフィールド

■14:30～14:45　休憩

■14:45～15:30　5年間一貫教育システムと独立支援制度

■15:30～16:00　まとめ　質疑応答

開催日時： 9月29日（水）　13：00～16：00

文系 理系✓ ✓
企業概要

本社住所 愛知県春日井市上田楽町2738-3

1,000万円

26名

8億9,400万円(2020年7月)

基礎工事及び外構工事の施工管理

資本金

従業員数

売上高

事業内容

人材サービス

株式会社エイジェック

職種：採用・教育（文理問わず） ■10:00～12:00　業界研究・会社説明

■12:00～13:00　Lunch

■13:00～14:00　先輩社員インタビュー

■14:00～16:00　模擬面接（面接官役・学生役）

⇒面接官の立場に立って、深堀りや適性を判断する体験をしていただきます

■16：00～16：30　フィードバック

■16：30～17：00　質疑応答、アンケート

開催日時： 9月28日（火）10：00～17：00

文系 理系✓ ✓
企業概要

本社住所 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1

JPタワー名古屋7F 

1,000万円

グループ全体：17,600名　単体：14,200名

769億円（2020年9月）

人材の総合サービス企業

資本金

従業員数

売上高

事業内容

ネットワーク環境、 パソコン、 Microsoft Office Excel/Word

カメラ、 マイク　※Zoomで行います

資料（事前に配布、もしくはチャットにて共有）

必要なもの

ネットワーク環境、 パソコン、 カメラ、 マイク　※Zoomで行います

必要なもの



プログラム内容
プログラム内容

プログラム内容

プログラム内容

プログラム内容

プログラム内容

警備業

綜合警備保障株式会社（ALSOK）

職種：警備職、営業職、技術職

筆記用具、 ネットワーク環境、 パソコン、 カメラ、 マイク

※teamsで行います

必要なもの

ネットワーク環境、 パソコン、 Microsoft Office Excel/Word、

カメラ、 マイク　※Zoomで行います

必要なもの

ネットワーク環境、 パソコン（カメラ・マイク機能必要）

※Zoomで行います

必要なもの

ネットワーク環境、 パソコン（スマートフォンでも参加いただけますが

パソコンを推奨致します）、 ヘッドセット（もしくはマイク＆スピーカー）

WEBカメラ　　※Zoomで行います

必要なもの

■09：00～09：05　オリエンテーション

■09：05～10：20　ガイダンス（セキュリティ業界の役割・ALSOKが

　　　　　　　　　　　　　　 提供するサービス・ALSOKの仕事と働き方）

■10：20～10：30　休憩

■10：30～11：30　個別実習プログラム

　　　　　　　　　　　　　　機械警備システムの実機を用いて仕組みを模擬体験

　　　　　　　　　　　　　　していただきます。

　　　　　　　　　　　　　　人生のさまざまなチャンスは自己紹介からはじまる

　　　　　　　　　　　　　　《 社会人として役立つ「自己紹介」を学ぼう 》

■11：30～11：45　フィードバック

■11：45～12：00　質疑応答、アンケート

開催日時：9月21日（火） 9:00～12:00

文系 理系✓ ✓
企業概要

本社住所 東京都港区元赤坂1-6-6

186億7,500万円

43,926名（グループ全体）・12,696名（単体）

4,699億円（2021年3月期）

警備業（機械警備、常駐警備、警備輸送）、

綜合管理防災、介護

資本金

従業員数

売上高

事業内容

商社（自動車関連・輸送用機器）

株式会社グッドスピード

職種：営業、販売

ネットワーク環境、 パソコン、 

Microsoft Office Excel/Word、 

カメラ、 マイク

※Zoomで行います

必要なもの

【1DAY】WEB／日本一を目指す会社の成長戦略とは？！

業界大研究＆自己分析徹底コース

10：00～会社説明

10：30～業界研究＆販売企画体験

11：00～理解度チェック

11：30～自己分析

12：00～フィードバック＆質問会

13：00　終了

2003年の会社設立以降、急速に成長を続け、2019年には東証マザーズ上場

を果たしたグッドスピードが自動車販売業界に与えている影響とは？！

成長戦略を交えてお伝えする満足度200％の業界大研究セミナーです♪

また、徹底した自己分析のノウハウもお伝えします！本当の自分を知り、今後の就職活動

を有利に進めるチャンスになること間違いなし！！！！

就職活動での新たな目標を見つけましょう♪

自分では気づけなかった能力を、ここで発見して新たな自分に出会うきっかけになれば

幸いです。自己分析の結果をみながら私たちが人生設計をサポートします♪

★車に興味がある・ないは関係ありません！皆様のご参加、お待ちしております！

開催日時：9月25日(土) 10：00～13：00

文系 理系✓ ✓
企業概要

本社住所 愛知県名古屋市東区泉2-28-23
高岳KANAMEビル8F

4億3,733万円（2019年5月）

連結：479名（2021年３月）
単体：455名（2021年３月）

337億円（2020年9月実績）

●中古車の販売　●自動車部品・用品の販売

●自動車カスタム　●自動車の車検・整備

●自動車品質管理（自動車のボディコーティング等）

●損害保険代理店（あいおいニッセイ同和損害保険

HGA認定代理店、損保ジャパン日本興亜、三井住友海上）

●自動車の板金修理（保険会社指定修理工場）

●レンタカー

資本金

従業員数

売上高

事業内容

メーカー（自動車・機械・ロボット・環境用プラント設備）

株式会社マクシスエンジニアリング

■13:00～14:00　会社説明、業界研究（グループワーク）

会社概要やワークの説明。

技術職の立場となり、業界動向、自社技術をふまえてモノづくりの未来について考える。

実際に工場で活躍する機械の動画や、当社で開発したけん玉ロボットの動画を見ながら、

モノづくりへのイメージを深めていただきます。

けん玉ロボットは、昨年末に惜しまれながら解散した、あの国民的5人組アイドルグループ

ともけん玉対決をしており、その対決裏話も教えます。

■14：00～15：00　　技術者との座談会

技術者と一緒に実際の業務を確認しましょう。モノづくり業界のやりがいや、

楽しさは勿論の事、働く為の心構えや、事前に準備しておいた方がいい事など、

WEBを通じて一緒に学んでいただきます。

■15：00～16：00　　質疑応答、まとめ（フィードバック）

開催日時：9月27日(月) 13：00～16：00

文系 理系✓
企業概要

本社住所 愛知県名古屋市中区栄三丁目6番1号
栄三丁目ビルディング

7,000万円

580人

53億9000万円（2021年3月）

①産業用メカトロ装置の開発及び設計、製作　

②自動車・航空機・家電などの設計　

③環境プラント装置の設計・施工　

④自動車用プラスチック・ゴム部品の金型設計・製作　

⑤画像処理ソフト・ロボットプログラム開発

資本金

従業員数

売上高

事業内容

卸売業

プールス株式会社

職種：営業（自動おしぼり機）
■14：00～14：30　会社概要、業界ポジション

■14：30～15：00　１．グループワークの説明

　　　　　　　　　　　　　　２．当社若手による営業実演（自動おしぼり機関連）

　　　　　　　　　　　　　　学生をお客様に見立てて

■15：00～15：30　営業実演から営業企画・販売促進策を学生に議論

　　　　　　　　　　　　　　してもらう。

                          ・ターゲット、売り方、エリア等など（私ならこう売る）

■15：30～16：00　まとめ・質疑応答

開催日時：９月２２日（水） １４：００～１６：００

文系 理系✓ ✓
企業概要

本社住所 愛知県豊橋市下地町字天神34番地２

1億8,450万円

40名

13億7,000万円

自動おしぼり機の製造・販売

資本金

従業員数

売上高

事業内容

運輸業・道路貨物運送業・倉庫業

シグマロジスティクス株式会社

職種： １．自動販売機オペレーション配送業務

　　　  ２．店舗配送ルート業務

職種： 機械設計（自動車、FA、ロボット、プラント設備など）

        回路設計（電気・電子）

ネットワーク環境、 パソコン、 Microsoft Office Excel/Word、

カメラ、 マイク

※Zoomで行います

必要なもの

建設業（電気工事業）

株式会社フカデン

時間 14：00～16：00  （適度に休憩を入れさせていただきます。）

①会社概要説明

②事業内容説明、具体的な仕事内容

③福利厚生、人材育成

④求める人材

⑤弊社の今後

⑥設計者インタビュー（ビデオ）

⑦ドローンについて

⑧採用情報、スケジュール

⑨質疑応答  

開催日時：9月21日(火) 14：00～16：00

文系 理系✓
企業概要

本社住所 愛知県豊田市深田町1-19-3

1,000万円

40名

7億円

ソフトウェア開発

資本金

従業員数

売上高

事業内容

職種： プログラム開発

■物流業界セミナー

物流ってどんな業界？を詳しく解説！物流業界の社会での重要性・将来性を知る。

■会社説明/仕事内容説明

シグマってどんな会社？グループとシグマロジスティクスについてお伝え致します。

シグマで働く社員の仕事についても説明、魅力を伝えます。

■グループワーク

ワークの説明

１．『世界に一つだけ！もっとも売れる自動販売機を作り出せ！』

２．『消費者の購買意欲を高めるワザを学ぶ！クロスマーチャンダイジング』

３．人事からのフィードバック

このワークに参加すれば、飲料物流の魅力を知れるかも！

そして、マーケティング力が身につくかも！？

インターンシップで学んだことを理解へ繋げよう！

物流の基本から、裏側のリアルな世界まで知っていただける内容となっております。

ぜひ業界研究・仕事理解にお役立てください！

■質疑応答

開催日時：９月２3日（木） 9:00～12:00

文系 理系✓ ✓
企業概要

本社住所 東京都品川区上大崎2-25-2

4,800万円

2,800名（物流社合計）
シグマロジスティクス：2,300名

120億円（2020年12月期）

・物流サービス事業（製造・輸送・倉庫・配送） 

・一般労働者派遣、紹介予定派遣（派13-050158）

・有料職業紹介事業（13-ユ-050158）

資本金

従業員数

売上高

事業内容


