
【合同企業説明会】参加企業一覧

１日目：７月２０日（水）

企業名（五十音順） タイトル インターンシップの概要 受入人数 留学生受入 ホームページ

昱機電株式会社

【建設業】

マルチインターンシップ　【施工管理】と【人

事・採用企画】の業務を経験してみよう！

１．当社の施工管理業務や施工現場を見学し、建設業への理解を深

めます。

２．人事部門の仕事である採用企画業務を経験し、採用目標を達成

するための企画立案・ツール選定を行います。

６名 http://www.akirakiden.co.jp/

特定非営利活動法人　あなたの

街の三河やさん

【サービス業（福祉）】

福祉を子供の憧れの職業に！！NPOとして、どの

ように、起業し、事業拡張をしてきたのか実際に

体験しよう！

理事長、施設長に同行2日、利用者との仕事体験2日、最終日は振り

返り。
３名

可

(日本語・

英語とも可)

http://mikawaya.sakura.ne.jp/

インクレイブ株式会社

【インターネットサービス業】

サブスク型ホームページサービス「ivalue」な

ど、独創的なITプロダクトを開発する現場で「も

のづくり」を体験してみよう。

IT製品の企画設計から図面づくりはもちろん、実際の「ものづく

り」や実地テストまでを、擬似的に学べる独自カリキュラムをご用

意しています。ITに詳しくない方や他業界への就職を目指している

方でも、誰にでも楽しく体験していただけます。

１０名
可

(日本語のみ)
https://incrave.co.jp

株式会社epi&company

【サービス業】

【未経験可︕仙台のモデル事務所でのインターン

シップ】

華やかな世界の裏側。多岐にわたる事業・職種の

中から選択し経験できるインターンシップ

創立7年目のモデル事務所で、SNSマーケティングやモデルを影で支

えるモデルマネージャーなど興味のある分野を学んでもらうイン

ターンシップです。

実際に撮影に同行して芸能の世界を生で感じたり、Z世代ならではの

感性を生かしたSNSマーケティングなど知識だけでない力を養うこ

とができます。

地方だからと言って諦めない、貴重な経験を一緒にしましょう。

～５名 https://epi-c.co.jp/

株式会社オーナー

【教育支援業】

仙台発・教育ベンチャーの社長と学ぶ実践型イン

ターン

5日間のうち2日間は社長の企業訪問や取材に同行。残り2~3日で高

校生向けの「探究」という新しい必修科目の教材づくりにチャレン

ジしていただきます。高校の授業見学ができる機会も調整します。

高校生向けの教材を開発しているため、高校生と年齢が近い学生イ

ンターンがすでに複数名活動しています。新聞記者、民間企業、起

業と多様な経験を持つ社長がサポートするのでぜひお越しくださ

い。

２名 https://ownerjapan.co.jp/

株式会社ザメディアジョン

【広告業】

【圧倒的成長を実現】ザメディアジョン イン

ターンシップ 3選！

■営業・マーケティング・人材業界がわかる★LC-camp★

グループワーク、自己分析、自己PRプレゼン、GD徹底対策を通じ

て、《社会人として必要な力》を身に着けるための実践型インター

ンシップ！圧倒的に成長したい、後悔しない企業探しがしたい、自

分を変えたい！など熱い思いをもつ学生さんはぜひ参加してくださ

い。プログラムは全部で3日間、複数クール開催がありますのでお好

きなクールにお申込ください！

■あなたのアイデアが未来を変える★ブランディングマスターコー

ス★

「出版×広告×人材×マーケティング」を1日で体験できるインター

ンシップ！ザメディアジョンが発行する就活ガイドブック「D’

companies」のマーケティングを実践していただきます。企画立案

から、ターゲティング、編集に関する仕事が体験できます。出版、

メディア、広告、マーケティング、コンサルティング、人材の仕事

に興味がある、いろんな企業を見てみたいなどなど少しでも興味が

ある方はぜひご参加ください！

■オープンスペース就活サロン★【SUT!】★

先輩の就活体験から自身のキャリアを創作する 1DAYインターン

シップ！就活を終えたばかりの4年生からリアルな体験談を聞くこと

でどんなことを心がければいいかが明確になります！これから就活

を始める方は是非お気軽にご参加ください！

２０名 https://www.mediasion.co.jp/hr/

仙台市市民局（地域政策課）

【地方公共団体】
「地域」を五感で感じる一週間

地域政策課では、市民の皆様が地域社会で心豊かに生活できるよう

に、地域の課題解決や活性化等に繋がる様々な事業に関して総合的

な企画及び調整を行っています。

本インターンシップでは、主として以下のプログラムを予定してい

ます。

・町内会応援プロジェクトへの参画

・地域施設・地域コミュニティ関連事業の視察

・町内会活性化講座の運営補助　など

２名
可

(日本語のみ)

https://www.city.sendai.jp/soshikikan

ri/shise/gaiyo/soshiki/043/045.html

東北黒沢建設工業株式会社

【建設業】

新規事業　全天候型バーベキュー場の運営事業の

経営企画を経験してみよう

5日間のうちの4日間で実際に来年度オープン予定のバーベキュー場

の運営を行うための会議に参加していただき、意見をだしてもら

い、実際に体験してもらいながら、意見交換をしてもらいます。最

終日には振り返りの予定です。

３～４名
可

(日本語のみ)
https://kurosawa-kaitai.com/

東北ノーミ株式会社

【建設業(消防施設工事業・電気通信工

事業)】

💑目の前の人命を預かる仕事👀♥
①身近な消防設備および業務内容についての説明　②消防設備点検

(自社内)　③消防訓練(デモ練習)　等を予定しています。
１０名

可

(日本語のみ)
http://www.t-nohmi.co.jp/

株式会社VISIT東北

【地域活性コンサルティング】
東北から、はじめよう。

株式会社VISIT東北は、企業理念「志を持つ人と人でハッピーな未来

を創る」を実現するべく、これまで東北地方創生を推進するプロ

ジェクトを多数実施して参りました。インターンシップではプロ

ジェクト推進の入り口である、ビジョン策定や事業計画策定を研

修・ワークを通して学びを深めていただくプログラムを実施する予

定です。

２名
可

(日本語のみ)
https://visittohoku.com/

一般社団法人 宮城県情報サー

ビス産業協会

【情報通信業、ソフトウェア業】

IT業界を体験する「ソフトウェア開発体験」と

「コンサルティング営業体験」の2つのコースを

用意

情報系・理系学生を対象とする「ソフトウェア開発体験コース」

と、文理不問の「IT業界コンサルティング営業体験コース」という2

つのコースを用意した5日間（40時間）のIT業界団体主催の夏期イン

ターンシップ。現場で活躍するエンジニアや経営者が講師を務めま

す。実施方法はフルリモートの予定です。

５０名
可

(日本語のみ)
https://date.ict.miyagi.jp/
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２日目：７月２１日（木）

企業名（五十音順） タイトル インターンシップの概要 受入人数 留学生受入 ホームページ

アイアンドエス税理士法人

【コンサルタント業・税理士業】

数字の強さ、簿記資格が活かせる会計事務所で、

地元の中小企業を元気にするコンサルタントにな

りたい！

会計資料の整理、入力、スキャンから試算表の作成、チェックを行

います。

中小企業の経営者への面談、コンサルティングの現場への同席を行

います（タイミングが合えば）。

２名 https://www.is-tax.or.jp/

アンデックス株式会社

【情報通信業】

これまでもインターシップを実施し多数の学生を

受け入れています。貴方もアンデックスで楽しく

インターシップをしませんか！

メンターを数名つけてのシステム開発を体験いただきます。設計・

製造・テストの工程を体験いただき最終的には成果発表会を実施い

ただきます。

５名
可

(日本語のみ)
https://and-ex.co.jp

SKグループ（サイコー、SKト

レーディング、ステップスナイ

ン、SKホールディングス）

【サービス業】

SKグループの営業職を体感する5日間

営業職社員の同行や他の参加者とのディスカッションを通して、

SKグループや環境ビジネス、営業職への理解を深めることができる

インターンシップです。

１名 https://sk-g.co.jp/

有限会社奥州秋保温泉蘭亭

【宿泊業】

総合宿泊施設の中身を見てみよう！旅館の裏側

や、おもてなしのための準備、広報活動などを知

ろう

5日間のうち、3日間は現場の仕事を経験してもらいます。宿泊施設

がどのようにして回っているのか、２～５部署で色々な経験をして

もらいます。

残り2日間のうち、1日はSNSマーケティングとして広報発信をして

もらいます。YouTube、インスタなどターゲットにささる投稿を皆

で企画実行します。最終日はインターンシップの振り返りの予定で

す。

５名 https://www.akiu-rantei.com/

株式会社office PLAN B

【広報業】

仙台・東北を世界に発信　広報やプロモーション

発信サポートを学びましょう

仙台や東北はまだまだ世界での知名度が高くありません。日本国内

外に向けて魅力を「伝える」ことが私たちの仕事です。「伝える」

ためにウェブサイト、動画、印刷物、SNS運営をしています。メイ

ンのターゲット国は欧米豪NZ、アジア（特に台湾、香港、タイ）と

なりますので、自国に向けての発信をしてみたい方や英語や中国語

（繁体字）、タイ語を活かしたい方、ぜひインターンシップに参加

しませんか？

１～２名

可

(日本語・

英語とも可)

https://www.office-plan-b.jp

株式会社亀山鉄工所

【金属製品製造業】

創業133年！ノウハウの詰まった亀山鉄工所の設

計技術を体験してみよう！

地元仙台で金属製品からプラント設備の設計など、約一週間の間に

設計の基本から応用までご体験いただけます。
１名

https://www.kameyamag.co.jp/index.

html

弘進ゴム株式会社

【製造業】

ものづくりを通して働く人々やものをささえる仕

事に挑戦してみませんか？

工場の製造業務補助体験(樹脂製長靴製造ラインの仕上げ工程）で製

造機械での生産と,ゴム製長靴の作製実習で、手作りによるものづく

り体験実習を行っていただく予定です。

３名 https://www.kohshin-grp.co.jp

株式会社こだま

【菓子製造販売業】
現役経営者から学ぶ社長の仕事

製造から販売に至るまで。老舗和菓子屋の現状を知るどら焼き社長

がガイドするまるわかりツアー
５名

可

(日本語のみ)
http://www.kodama-dorayaki.co.jp

仙台市市民局（自転車交通安全

課）

【地方公共団体】

「交通安全について知り、考え、提案しよう！」

・昨年発生した県内の交通事故の約50％、自転車事故の約70％が仙

台市内で発生しています。「そのような現状を解決するために仙台

市ができることは？」をテーマに、交通事故を減らして安全・安心

に暮らすためには何が必要かとの視点で課題を設定し、交通安全活

動の担い手（交通指導隊員など）に直に話を聞いたり、交通ルール

に関する情報の収集などを行い、交通安全に関する新しい提案をし

ていただきます。

・インターンシップを通じて、社会課題解決のための課題発見力・

提案力を身に付けましょう！

３名
http://www.city.sendai.jp/soshikikanri

/shise/gaiyo/soshiki/043/049.html

仙台市市民局（市民協働推進

課）

【地方公共団体】

「若者が活躍するまち」の実現に向けて新たな施

策を考えよう！

市民協働推進課では、「若者が活躍するまち」の実現を目指して、

若者の主体的なチャレンジを応援し、若者の発想を活かしたまちづ

くりを推進するための取り組みを進めてます。

インターンシップでは、現在市で取り組んでいる事業の課題等を踏

まえつつ、実際にまちづくりに取り組んでいる若者にヒアリングし

ながら、まちづくりに参画する若者を増やすための新たな施策の提

案を行ってもらいます。

インターンシップを通し、事業の企画・提案力を身に付けましょ

う。

３名 https://www.city.sendai.jp/

富士通Japan株式会社

【情報通信業】

あなたの考えが実現するかも！現場社員と創造す

るDXビジネス構想

社内で構想している地域課題解決の検討メンバーとして参加しても

らい、打ち合わせ・提案資料の作成などを現場社員と共に行いま

す。

「ICT」、「DXビジネス」というキーワードに興味はあるが、実際

に企業がどういった取組をしているか分からないという方に対し

て、現場を体験することで理解を深められるプログラムとなってい

ます。

３名
可

(日本語のみ)
https://www.fujitsu.com/jp/group/fjj/

株式会社ユーメディア

【広告・印刷・プロモーション支援

業】

地域活性化を考える企画営業体験

○会社・各事業説明

○グループワーク

○グループごとのプレゼンテーション実習　

※全て現時点での予定です。

２名
可

(日本語のみ)
https://www.u-media.jp/


