インターンシップ受入企業一覧
アキタインターンシップセンター

県北エリア（５０社）
業

名

※

インターンシップを希望する学生は、必ずキャリアシート（エン
トリーシート）により当センターへ申込してください。

企

1

株式会社 青山精工

018-5337 鹿角市十和田末広字紀ノ国平42

メカトロ部品加工、省力機器設計・製 0186-35-3350
作

2

株式会社 浅利佐助商店

018-5201 鹿角市花輪字観音堂27-3

食料品製造(味噌、醤油、調味料)

0186-23-3127

3

株式会社 せせらぎ宿 湯瀬ホテル 018-5141 鹿角市八幡平字湯瀬湯端43番地

旅館業

0186-33-2311

こ

4

株式会社 タカヤ

018-5201

小売・ｻｰﾋﾞｽ業(ﾒｶﾞﾈ、ﾓﾊﾞｲﾙほか)

0186-30-0123

こ

5

(社福)花輪ふくし会（事務局）

018-5201 鹿角市花輪字案内６３－１

介護、対人援助事業

0186-23-3824

こ

6

株式会社 柳澤鉄工所

018-5201 鹿角市花輪字六月田28

製缶、ﾌﾟﾗﾝﾄ、ｺﾝﾍﾞｱｰ等の製作

0186-23-2233

こ

7

株式会社 わんぱくはうす

018-5201 鹿角市花輪字上花輪69

保育所

0186-23-8438

8

株式会社 カミテ

017-0204 鹿角郡小坂町荒谷字三ツ森62-1

プレス金型の設計製作・プレス加工

0186-29-2611

9

(社福)小坂ふくし会

017-0202

郵便番号

所

在

地

業

鹿角市花輪字八正寺1-2
タカヤ旭町オフィス２Ｆ

種

連 絡 先

こちゃけ
登 載

ＮＯ

こ

こ

鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平25- 老人福祉事業(老人ﾎｰﾑ、ｼｮ-ﾄｽﾃｨ 0186-29-2900
2
ほか)

10 有限会社 アグリ川田

017-0021 大館市雪沢字小雪沢118

米、大豆、枝豆の生産等農作業全
般

0186-50-2205

11 株式会社 石戸谷建設

017-0854 大館市赤石字屋布南２１－１

建設業(土木工事一式、鳶、舗装)

0186-49-5210

12 株式会社 伊藤羽州建設

017-0888 大館市水門前７５－４

総合建設業(設計施工・開発業務)

0186-42-1111

こ

13 株式会社 伊徳

017-0046 大館市清水4丁目4-15

小売業（スーパーマーケット）

0186-49-2254

こ

14 扇建設 株式会社

018-5731 大館市比内町笹館字小森山31-1

土木・建築工事一式、設備工事ほか 0186-55-0263

017-0845 大館市泉町9-19

各種介護支援業務ほか

0186-44-5300

こ

017-0012 大館市釈迦内字上袋6-6

電子部品製造(主に自動車用LＥＤ基 0186-59-7131
板組立)

こ

17 株式会社 木村食品工業大館工場 018-5751 大館市二井田字前田野37-28

食料品製造(ｶｯﾄﾌﾙｰﾂ、ｻﾗﾀﾞ、冷凍 0186-49-8650
ﾌﾙｰﾂ等)

こ

18 株式会社 さくら観光

旅客業（バス、タクシー）

こ

15

(社福)大館圏域ふくし会
泉町地域福祉センター

16 株式会社 小滝電機製作所

017-0012 大館市釈迦内字山神台１５－１

※ 「こ」は秋田県就活情報サイト「こっちゃけ」登載企業です。
サイト内検索

又は
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採用情報一覧 で検索してください。
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こ
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19 佐藤建設 株式会社

017-0878 大館市川口字横岩岱６３－１

建設業(土木、舗装、下水、合材、骨 0186-49-6560
材)

20 白川建設 株式会社

017-0005 大館市花岡町字大森山下67

建設業、産業廃棄物処理業

0186-46-1535

21 (社福) 成寿会

017-0012 大館市釈迦内字狼穴７９

老人介護事業

0186-48-4975

22 株式会社 タイセイ

017-0055 大館市字沼館道上82

一般・産業廃棄物処理業、建造物解 0186-42-5550
体処理業

23 株式会社 巽工業所

017-0045 大館市中道2-2-35

建築物の附帯する設備設計等

0186-42-2906

こ

24 東光ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｻｰﾋﾞｽ 株式会社

017-0044 大館市御成町四丁目8-74

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器販売、ｼｽﾃﾑ開発・導
入・保守

0186-49-2944

こ

25 東光鉄工 株式会社

017-0012 大館市釈迦内字稲荷山下19-1

各種産業機械・大型鋼構造物設計
製作

0186-48-6000

こ

26 藤和建設 株式会社

017-0876 大館市餅田字前田10-1

総合建設業

0186-49-6580

27 戸田精工 株式会社

018-5712 大館市比内町新館字野開73-42

各種治具、金型、自動機の設計製
作

0186-59-4955

こ

28 戸田鉄工 株式会社

017-0837 大館市餌釣字前田45

各種ﾌﾟﾗﾝﾄ、産業機械設計、製作施 0186-49-2525
工

こ

29 ニプロ 株式会社 大館工場

018-5751 大館市二井田字羽貫谷地8-7

医療機器及び医薬品の製造

0186-49-5111

こ

30 ニプロファーマ 株式会社 大館工場

018-5751 大館市二井田字前田野5-7

医療用医薬品の製造

0186-44-8650

こ

018-5701 大館市比内町扇田字中山川原56-7 介護保険事業

0186-55-0680

こ

32 丸山建設 株式会社

017-0044 大館市御成町二丁目12-30

建設業

0186-42-2150

こ

33 株式会社 ワールドプラン社

017-0864 大館市根下戸新町５番１２５号

写真業(写真・ﾋﾞﾃﾞｵ・総合映像)

0186-42-6719

018-4231 北秋田市上杉字金沢162-1

老人福祉施設

0186-78-5151

こ

35 秋田土建 株式会社

018-4301 北秋田市米内沢字倉ノ沢出口5-1

総合建設業

0186-72-3001

こ

36 技苑コンサル 株式会社

018-3301 北秋田市綴子字古関120-6

建設・測量・補償コンサルタント

0186-63-0066

37 (社福)北秋田市社会福祉協議会

018-3312 北秋田市花園町16-1

地域福祉、介護、傷害・子ども福祉
事業

0186-69-8025

38 指定障害者支援施設 森幸園

018-4515 北秋田市阿仁前田字菅ノ沢73

福祉施設事業(施設入所支援)

0186-75-2141

39 新東北メタル 株式会社

018-3301 北秋田市綴子字上合１２１－２

鉄鋼業(鋳鋼製造ほか)

0186-62-2381

31

34

（社福）比内ふくし会
扇寿苑指定介護事業所

(社福)秋田県民生協会
特老ﾎｰﾑ 永楽苑

－2－
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こ

こ
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北秋田市米内沢字長野岱１０２-１
40 株式会社 ニューテックス 秋田工場 018-4301
担当部署：本社総務部（埼玉県）

電線・ケーブル加工・製造業

049-2939811

41 三国商事 株式会社

018-3454 北秋田市脇神字高村岱142

小売業(燃料、ｶｰ用品販売)

0185-73-3311

こ

42 秋木製鋼 株式会社

016-0814 能代市中川原２６

機械器具製造、鋳鋼業鋼素材の生
産等

0185-52-6311

こ

43 大森建設 株式会社

016-0171 能代市河戸川字北西山４８－１

総合建設業、整備、船舶、貸ビル

0185-54-3358

こ

44 株式会社 セキト

016-0834 能代市字下内山崎63-13

食料品製造販売業(和菓子・洋菓
子)

0185-54-3132

こ

45 株式会社 綜合通信

016-0839 能代市東大瀬52-12

携帯電話販売・ｻｰﾋﾞｽ業務全般

0185-22-6868

こ

46 株式会社 ソウシン

018-3142 能代市二ツ井町字上野98-5

電力工事業(配電、配線工事ほか)

0185-73-4233

47 能代運輸 株式会社

016-0171 能代市河戸川字北西山144-2

一般貨物指導車運送業、一般港湾 0185-55-1222
運送事業

こ

精密小型ﾓｰﾀｰ用ﾀﾞｲｶｽﾄ部品の製
造

0185-58-2061

こ

信用、共済、購買、販売等

0185-87-4600

48 能代オリエンタルモーター 株式会社 016-0122 能代市扇田字扇渕4-9

49 秋田やまもと農業協同組合

018-2503

山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根
74-2

50 株式会社 松峰園

018-2501

山本郡八峰町峰浜水沢字下ｶﾂﾁｷ
介護事業
台41-58

※ 「こ」は秋田県就活情報サイト「こっちゃけ」登載企業です。
サイト内検索

又は
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採用情報一覧 で検索してください。

(0186-723511)

0185-88-8244

こ

こ

