
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅野市労務対策協議会 会員企業 

インターンシップ実施企業一覧 

【五十音順】 

2020年 10月 1日時点 

※お問い合わせは各企業へ直接お願いいたします。 
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株式会社オーク製作所 

所在地 391-0011 長野県茅野市玉川 4896 

インターンシップ実施場所 長野県茅野市玉川 4896 

電話番号 0266-73-1611 

担当者 総務・副主事 名取 高広  

メールアドレス admi-suwa@orc.co.jp 

会社ホームページ http://orc.co.jp 

事業内容 産業用ランプ、各種露光装置、光応用装置、光計測・検査機器の製造販売 

業種 製造業 

職種 技術職 

インターンシップ実施内容 モノづくり体験（産業用ランプの生産、大型機械装置の組立） 

実施方法 現地で実施 

参加申込み方法 希望者はメール（admi-suwa@orc.co.jp）または電話（0266-73-1611）でご相談ください。 

感染症対策 就業体験前の体調、県外への往来履歴確認をさせていただきます。 

受入期間 3～5 日 

宿泊施設 あり 

アクセス 自家用車, 駐車場利用可能 

その他 
当社の技術・製品は日本国内でもとても珍しいものになりますので、このチャンスを活用して社会経験を積んでいただければ幸い

です。 
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株式会社オギノ 

所在地 400-0047 山梨県甲府市徳行 1-2-18 

インターンシップ実施場所 山梨県甲府市徳行 1-2-18 

電話番号 055-227-7111 

担当者 人事部 採用担当 網倉 友里恵  

メールアドレス saiyou@ogino.co.jp 

会社ホームページ http://www.ogino.co.jp/ 

事業内容 衣料・食品・住居関連商品の総合小売業 

業種 小売業 

職種 店舗運営スタッフ 

インターンシップ実施内容 小売業について・オギノマーケティング戦略について・店舗見学など詳細は予約ページをご覧ください。 

実施方法 現地またはオンラインで実施 

参加申込み方法 マイナビ 2022 よりエントリー・予約をお願いします。 

感染症対策 マスク着用・手洗いの徹底・消毒液の設置など、感染症対策のもと実施します。 

受入期間 1～2 日 

宿泊施設 なし 

アクセス 自家用車, 駐車場利用可能 

その他  
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株式会社三社電機イースタン 

所在地 391-0213 長野県茅野市豊平 5335 

インターンシップ実施場所 長野県茅野市豊平 5335 

電話番号 82-6600 

担当者 総務部長 小山 裕男 総務課須藤 鮎美 

メールアドレス info@est.sansha.co.jp 

会社ホームページ http://www.est.sansha.co.jp/ 

事業内容 電源装置の開発・設計・製造 

業種 製造業 

職種 電源装置の開発・設計（技術職） 

インターンシップ実施内容 

テーマは多数ご用意しています。※理工系学科を対象としています。 

1.デジタル制御/波形計測とプログラム調整体験 

2.マイコン制御/電子部品組立・プログラム実習・動作確認 

3.非接触通信の原理と測定・評価体験 

4.回路マッチング検証/回路定数による動作の測定検証 

5.回路シュミレーション体験/シュミレーションと実機比較検証 

6.コイル等の設計や試作・実験/試作品を使った実験や性能評価 

7.製品提案プロセス体験 

8.設計 CAD 体験/2D/3D/パターン設計 CAD 

実施方法 現地で実施 

参加申込み方法 マイナビ 2022 からエントリーまたは会社 HP エントリーフォームよりお申込みください。 

感染症対策 原則マスク着用、消毒液を各所に配置をしています。 

受入期間 1～2 日, 3～5 日 

宿泊施設 至近の宿泊所をご用意します。 

アクセス 自家用車, 駐車場利用可能, 駅からの送迎可 

その他 

当社の開発する電源装置は、銀行・病院・工場・データセンター等の様々な場面で、国内外を問わずに社会に貢献しています。 

皆さんには、当社の技術者がどのように製品開発を行っているか知ってもらえるような様々なテーマをご用意しました。 

ものづくりに興味のある方、大歓迎です。ぜひご参加ください。 
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自衛隊長野地方協力本部茅野地域事務所 

所在地 391-0002 長野県茅野市塚原 1-3-20 茅野商工会議所１階 

インターンシップ実施場所 茅野地域事務所及び松本駐屯地 

電話番号 0266-82-6785 

担当者 茅野地域事務所長 瀧本 和輝  

メールアドレス nagano.pco-chino@rct.gsdf.mod.go.jp 

会社ホームページ https://www.mod.go.jp/pco/nagano/ 

事業内容 国防・災害派遣・国際貢献等 

業種 特別国家公務員 

職種 防衛省自衛隊 

インターンシップ実施内容 隊内生活体験等 

実施方法 現地で実施 

参加申込み方法 nagano.pro-chino@rct.gsdf.mod.go.jp にメールで連絡いただくか、0266-82-6785 にお問い合わせください。 

感染症対策 手洗い、消毒液を徹底、対面時はアクリル板を置くなどして感染症対策を実施します。 

受入期間 1～2 日 

宿泊施設 なし 

アクセス 事務所から送迎 

その他  
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合資会社親湯温泉 

所在地 391-0216 長野県茅野市北山 4035 

インターンシップ実施場所 オンライン 

電話番号 0266-54-2020 

担当者 総務主任 田村  文香  

メールアドレス saiyo@shinyu-onsen.com 

会社ホームページ shinyu-onsen.com 

事業内容 旅館、ホテルの運営 

業種 宿泊業 

職種 サービス(フロント、飲食サービス)、清掃、調理 

インターンシップ実施内容 先輩社員のリアルな話が聞ける！オンライン座談会 

実施方法 オンラインで実施 

参加申込み方法 "リクナビ 2022  親湯温泉" で検索、お申し込みください。 

感染症対策 オンラインにて開催します。 

受入期間 1～2 日 

宿泊施設 なし 

アクセス  

その他 

2 月に 1day 仕事体験を予定しております。新型コロナウイルスの感染拡大状況によってはオンライン 1day 仕事体験に切り替える

可能性もございます。 

まずはオンライン座談会を開催予定ですので、そちらにご予約いただき、当社の事業内容・仕事内容について理解を深めてみてく

ださい。 
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株式会社ティー・ピー・エス 長野工場 

所在地 391-0012 長野県茅野市金沢 4410 

インターンシップ実施場所 長野県茅野市金沢 4410 

電話番号 0266-71-2888 

担当者 総務人事課係長 野明 純香 総務人事課 

メールアドレス soumu5@t-p-s.co.jp 

会社ホームページ https://www.t-p-s.co.jp 

事業内容 
金属プレス加工品製造・組立加工品製造・金属プレス金型製造 

(自動車、その他民生品精密部品） 

業種 製造業 

職種 機械・金型設計など 

インターンシップ実施内容 
機械や金型の設計に関する基礎的な知識と簡単な部品の加工 

順送プレス金型って？～金型ができるまでを簡単に楽しく？お教えします☆ 

実施方法 現地で実施 

参加申込み方法 https://www.t-p-s.co.jp から、または直接電話 0266-71-2888 までご連絡下さい。 

感染症対策 手洗い、マスクの着用、消毒液の設置、ソーシャルディスタンスの徹底 

受入期間 1～2 日, 3～5 日 

宿泊施設 なし 

アクセス 自家用車, 駐車場利用可能, 駅からの送迎可 

その他 

どんな事をやっている会社？と思ったらすぐにご連絡を！ 

百聞は一見に如かず、まずは、来て＆見て＆体験を(^^)/ 

雰囲気の良い会社で、お待ちしております。 
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東洋精機工業株式会社 

所在地 391-0013 長野県茅野市宮川２７１５ 

インターンシップ実施場所 長野県茅野市宮川２７１５ 

電話番号 0266-72-4135 

担当者  内山 範彦  

メールアドレス info@toyosk.com 

会社ホームページ https://www.toyosk.com 

事業内容 工作機械（マシニングセンタ・各種ＮＣ専用機）メーカー 

業種 製造業 

職種 開発設計職、技術営業職、製造職 

インターンシップ実施内容 ご希望の職種に添ったインターンシップ（開発設計／技術営業／製造） 

実施方法 現地で実施 

参加申込み方法 マイナビ 2022 からエントリー 

感染症対策 日々の検温および消毒液の使用をお願いしております。（検温機器は設置済み） 

受入期間 随時可能 

宿泊施設 あり 

アクセス 自家用車, 駐車場利用可能, 駅からの送迎可 

その他 
開発、営業、製造 それぞれ実務に添ったインターンシップを実施します。 

移動に係る交通費（公共交通機関）や宿泊費は全額お支払い致します。 

 

 

 

 

 

7 



南新電気工業株式会社 

所在地 391-0002 茅野市塚原 2-4-3 

インターンシップ実施場所 本社 

電話番号 0266-72-4158 

担当者 取締役・経理部長 金子 悦子  

メールアドレス etsuko@nanshin-denki.co.jp 

会社ホームページ http://www.nanshin-denki.co.jp 

事業内容 電気設備工事 

業種 建設業 

職種 電気技術者 

インターンシップ実施内容 配線体験・現場見学等 

実施方法 本社に於いて行う 

参加申込み方法 電話・メール 

感染症対策 マスク・手指消毒・体温測定 

受入期間 R2.10～R3.2 

宿泊施設 無し 

アクセス 茅野駅より徒歩 10 分 

その他  
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野村ユニソン株式会社 

所在地 391-0001 長野県茅野市ちの 650 

インターンシップ実施場所 長野県茅野市ちの 650 

電話番号 0266-72-6151 

担当者 総務人事部 課長 味澤 広明  

メールアドレス hiroaki_ajisawa@nomura-g.co.jp 

会社ホームページ http://www.nomura-g.co.jp/ 

事業内容 

・各種 FA 関連装置設計・製造 

・産業用ロボット製造 

・精密中空鍛造品 

・各種ダイカスト品 

・洋酒輸入卸販売 

業種 製造業 

職種 設計開発 

インターンシップ実施内容 

【部門】エンジニアリング事業部 製造管理統括部 ENG 設計課 

・産業用機械装置の設計及び部品加工、組立等 

 CAD を用いての機構設計・制御設計及び部品加工部門や組立部門までの 

 一連を体験して頂きます 

・ロボットシュミレーションによるレイアウト検証、ロボット実演 

実施方法 現地で実施 

参加申込み方法 信州産学官連携インターンシップ事業（マッチング）からの応募をお願い致します。 

感染症対策 
来社される全員に”検温””手指消毒”の実施、社内的には毎日の検温報告、手洗いうがいの励行、手指消毒の実施、出張の制限、プライベートの外出

の十分な検討など 

受入期間 3～5 日 

宿泊施設 なし 

アクセス 自家用車, 駐車場利用可能 

その他 

産業用ロボットを使用した製造の省力化を叶えるシステムについて、製造工程に必要な産業用ロボット用のチャックの設計、ロボットのオフライン

ティーチングソフト「OCTOPUZ（オクトパス）」を使用したシュミレーション及びロボット実機を用いての動作実演を経験して頂きます。 

製造業への就職を希望される工学系の学生の皆様のご応募をお待ちしております。 
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