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
アキタインターンシップセンター

県南エリア（６３社）
ＮＯ

企

業

名

郵便番号

※

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。

所

在

地

業

種

連 絡 先

こちゃけ
登 載

こ

195 東電化工業 株式会社

019-2401 大仙市協和船岡字善知鳥14番地1

製造業(電子部品、ﾌﾟﾘﾝﾄ基板等の
ﾒｯｷ加工)

018-892-3411

196 伊藤電気 株式会社

014-0047 大仙市大曲須和町二丁目2-15

電気工事業

0187-63-5511

197 株式会社 えがお

014-0053 大仙市大曲花園町２１－１９

介護事業

0187-86-3030

198 株式会社 さとう

014-1412 大仙市藤木字東八圭６８－５

総合建設業

0187-65-3232

199 株式会社 自然科学調査事務所

014-0044 大仙市戸蒔字谷地添１０２－１

地質・環境調査、測量、建設ｺﾝｻﾙﾀ 0187-63-3424
ﾝﾄ

200 株式会社 セーコン

019-1701 大仙市神宮寺字八石９０－１

製造業(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工業)

0187-72-2830

こ

201 株式会社 タカヤナギ

014-0066 大仙市川目字町東３３

スーパーマーケットチェーン

0187-63-5385

こ

202 東邦技術 株式会社

014-0041 大仙市大曲丸子町２－１３

土木設計調査

0187-62-3511

こ

203 有限会社 福寿

014-0114 大仙市福田字川原道下５５－１

認知症対応型共同生活介護ｸﾞﾙｰﾌﾟ 0187-69-2910
ﾎｰﾑほか

204 有限会社 BRAIN

019-1614 大仙市太田町東今泉字中村134

ＮＨＫ放送受信料の契約・収納

0187-88-8494

205 株式会社 宮原組

019-1701 大仙市神宮寺字家後18-2

建設業(一般土木、法面保護、舗
装、造園ほか)

0187-72-4545

206 八重寿銘醸 株式会社

014-0016 大仙市若竹町２６－１９

清酒ﾋﾞﾝ詰工場

0187-62-0226

207 インスペック 株式会社

014-0341 仙北市角館町雲然荒屋敷79-1

半導体、IT関連ﾃﾞﾊﾞｲｽ検査装置開
発・製造ほか

0187-54-1888

こ

208 株式会社 角館芝浦電子

014-0346 仙北市角館町川原羽黒堂60-2

電子部品製造業(ｻｰﾐｽﾀ温度ｾﾝｻ
製造)

0187-54-3210

こ

209 株式会社 瀧神巧業

014-0368 仙北市角館町中菅沢77番地7

総合建設業、各種水門設計・製作・ 0187-54-2311
施工

こ

210 佐藤建設 株式会社

014-1201

211 株式会社 わらび座

014-1192 仙北市田沢湖卒田字早稲田430

劇団興業、劇場・ﾎﾃﾙ・ﾚｽﾄﾗﾝ・浴場 0187-44-3311
の経営

こ

仙北郡美郷町本堂城回字新谷尻
202-3

建設業(造園、土木、ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ) 0187-85-3959
（インターンシップ実施：秋田市広面）

こ

212

有限会社 カントリーガーデン
（秋田本店）

019-1512

仙北市田沢湖生保内
字武蔵野117-255

建設業(主に土木工事)

※ 「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

－1－

採用情報一覧 で検索してください。

こ

こ

0187-43-1700

ＮＯ

企

業

名

郵便番号

所

在

地

業

種

213 (社福) 水交会

019-1234 仙北郡美郷町飯詰字東西法寺258 知的障害者入所・通所施設の運営

214 株式会社 ヤマダフーズ

019-1301

215 株式会社 アイ・クリエイト

仙北郡美郷町野荒町字街道の上
279

連 絡 先

こちゃけ
登 載

0187-83-2035

納豆、豆腐、豆乳、製造販売

0182-37-2246

こ

013-0046 横手市神明町５−２２

広告・印刷・ｗｅｂ制作、ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
開発ほか

0182-32-1150

こ

216 秋田渥美工業 株式会社

013-0811 横手市安本字下御所野1-11

製造業(自動車ｴﾝｼﾞﾝ部品切削加
工)

0182-33-1711

こ

217 秋田ふるさと農業協同組合

013-0036 横手市駅前町６番２２号

農業協同組合(信用、共済、購買、
販売等)

0182-35-2638

こ

218 株式会社 秋田ふるさと村

013-0064 横手市赤坂字富ケ沢62-46

秋田ふるさと村の企画運営、ｲﾍﾞﾝﾄ
企画ほか

0182-33-8800

219 朝日綜合 株式会社

013-0046 横手市神明町１－１

不動産業

0182-32-6263

220 有限会社 阿部組

013-0036 横手市駅前町５－４１

総合建設業(土木、建築工事一式)

0182-32-5098

221 伊藤建設工業 株式会社

013-0021 横手市大町5-19

建設業(土木、建築工事施工管理ほ 0182-32-3960
か)

222 河野光学ﾚﾝｽﾞ 株式会社秋田工場 019-0501 横手市十文字町腕越字山道端100 光学レンズ製造及び販売

注文住宅の販売・設計施工、住宅ﾘ
ﾌｫｰﾑ等

こ

0182-42-1486

223 株式会社 サンコーホーム

013-0064 横手市赤坂字館ノ下155

224 株式会社 サンテックス

013-0205

225 (特養)老人ホーム すこやか館合

013-0481 横手市雄物川町薄井字新城7-2

老人福祉事業

226 社会福祉法人 相和会

013-0821 横手市上境字谷地中139

老人福祉介護事業、児童福祉事業 0182-35-6021
(保育園)

こ

227 株式会社 高修興業

019-0205 湯沢市小野字小町100

総合土木建設業(公共工事が中心)

0183-52-2191

こ

228 株式会社 デジタル・ウント・メア

013-0043 横手市安田字向田２０２ ２F

ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｻｰﾊﾞｰ構築、Ｗｅｂｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝ開発等

0182-33-5060

こ

229 中村進学塾

013-0019 横手市ニ葉町９－５２

学習塾

0182-38-8535

こ

230 株式会社 半田工務店

013-0043 横手市安田字堰端９番地１

総合建設業

0182-33-0300

231 株式会社 Ｂａｓｅ Ｌｉｎｅ

013-0063 横手市婦気大堤字田久保下204-1 飲食業

232 株式会社 マルシメ

019-0505 横手市十文字町仁井田字東22-1

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ、仕出し、ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰ
ｹｯﾄほか

0182-42-2113

233 三又建設 株式会社

013-0041 横手市大沢字西野25

建設業、製材業

0182-32-4706

234 株式会社 宮腰ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼｽﾃﾑｽﾞ

013-0443 横手市大雄字高津野111番地

製造業(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ印刷機製造)

0182-52-3854

0182-35-4779

こ

横手市雄物川町今宿字出向272－ 電気工事業(配電工事、発変電所の 0182-22-5398
1
機器交換等)

－2－

0182-56-2800

0182-35-5539

こ

こ

ＮＯ

企

業

名

郵便番号

所

在

地

業

種

精密ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ射出成形・金型設計
製造

連 絡 先

こちゃけ
登 載

0182-52-3216

こ

235 睦特殊金属工業 株式会社

013-0498 横手市大雄字高津野175

236 株式会社 森井製作所

013-0102 横手市平鹿町醍醐字西ケ沢前森2 製造業(輸送用機器部品製造)

0182-24-3641

こ

237 株式会社 大和組

013-0035 横手市平和町10番30号

総合建設業(建築、土木)

0182-32-3434

こ

238 ヨコウン 株式会社

013-0072 横手市卸町8-14

物流業全般

0182-32-3670

こ

239 株式会社 横手開発興業

013-0036 横手市駅前町７－７

温泉､ホテル業

0182-32-7777

こ

240 横手建設 株式会社

013-0037 横手市前郷二番町7-13

総合建設業(建築・土木)、一級建築 0182-32-1697
士事務所

こ

介護事業

0182-45-3131

こ

こ

241

(社福) 横手福寿会
りんごの里福寿園

019-0703

横手市増田町増田吉野字梨木塚
100-1

242 よねや商事 株式会社

013-0061 横手市横手町字大関越80番地

食品ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ

0182-33-1155

243 有限会社 蕗月堂

019-0503 横手市十文字町西原1-74

菓子製造業

0182-42-0206

244 株式会社 渡敬

013-0072 横手市卸町2-2

ＯＡ機器、ｵﾌｨｽ家具、ｵﾌｨｽ構築、
土木ｿﾌﾄ

0182-32-7956

012-0845 湯沢市材木町２丁目２－１０

交通運輸事業

0182-32-4153

246 株式会社 佐々木組

012-0026 湯沢市字大島９９－１

建設業

0183-73-2408

247 株式会社 佐藤総業

012-0005 湯沢市金谷字樋口159-2

土木工事、林業

0183-73-6709

248 有限会社 佐藤養助商店

012-0107 湯沢市稲庭町字稲庭２２９

稲庭うどんの製造販売、飲食業

0183-43-2226

249 ＪＡこまち福祉センター

012-0015 湯沢市倉内字三ツ屋6-1

介護事業、訪問介護、福祉用具ﾚﾝﾀ
0183-78-2020
ﾙ

250 柴田工事調査 株式会社

012-0801 湯沢市岩崎字南五条６１－１

総合建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(設計、測量、補 0183-73-7171
償、調査)

012-0011 湯沢市森字大島34-1

有床診療所

0183-736-2711

252 (医療)仁恵会 老人保健施設「昭平苑」 012-0006 湯沢市柳田字中嶋227-1

介護老人保健施設

0183-72-1117

253 株式会社 高瀬電設

012-0801 湯沢市岩崎字壇ﾉ上8-8

電力向制御盤用板金、精密板金製 0183-79-5515
品製造ほか

254 株式会社 タカハシ

012-0855 湯沢市愛宕町4-5-56

ﾒﾝｽﾞ、ﾚﾃﾞｨｰｽ衣料、小物の小売業

255 (社福)湯沢保育会 深堀保育園

012-0051 湯沢市深堀字高屋敷５８－３

乳幼児保育施設、一時預り・学童保 0183-72-2512
育等

256 秋田指月 株式会社

012-1115 雄勝郡羽後町足田字南田35-2

レンズ製造

0183-62-1116

こ

257 (社福) 五輪坂秋峰会

012-1115 雄勝郡羽後町足田字古堤上21-2

障害福祉サービス事業

0183-55-8831

こ

245

251

羽後交通株式会社
湯沢自動車営業所

(医療)尚仁会
松田記念泌尿器科クリニック

－3－

こ

こ

こ

0183-73-8150

