
◇長期・短期インターンシップ受け入れ企業 ※企業名五十音順

業種 企業名 採用担当者名 電話番号 メールアドレス 企業webサイトURL 長期（5日～14日） 短期（1～4日）
富山県インターン

シップ推進協議会登録

1 障害者福祉 株式会社with One 浅井　千春 0766-50-8106 aim@cap.ocn.ne.jp https://workingwithone.com/ 随時 随時 ②いいえ

https://kigyonavi-
toyama.jp/search/detail/?corp_id=1057
5
https://www.youtube.com/channel/UC9
7w1Pn5_v9W5XKxtftfv6Q/videos?view
_as=subscriber

3 リサイクル設備

製造販売
株式会社エムダイヤ 森　友紀 0764-76-0062 y-mori@m-dia.jp https://www.m-dia.jp/ 2022年1月～2月 ①2021.10.16　②2021.11.6

③2021.12.11 ①はい

4 宿泊 株式会社延楽 濱田　賢 0765-62-1211 ueyama@enraku.com https://www.enraku.com/ 随時 随時 ①はい

5 食品製造 有限会社女傳商会 女川　弘 076-432-2107 kamaboko@onnaden.co.jp http://www.onnaden.co.jp/ 23卒随時 23卒随時 ②いいえ

6 製造業（製材・木材

製品）
岸田木材株式会社 岸田　真志 0766-91-0093 m.kishida@kishidamokuzai.co.jp https://kishidamokuzai.co.jp/ 22・23卒随時 22・23卒随時

7 電化製品小売

電気工事
株式会社ケィ・ディック 黒田　智子 076-425-8650 k-tomoko@k-dic.com http://www.k-dic.com/ 22・23卒随時 22・23卒随時 ①はい

8 宿泊 三楽園グループ 中陳　敏正 0763-82-1260 nakajin@sanrakuen.com http://www.sanrakuen.com/ 23卒（2021年10月～2022年3月） 23卒(2021年10月～2022年3月） ①はい

9 造園 株式会社シムラ 新村　博明 076-467-2244 info@k-simura.co.jp http://www.k-simura.co.jp/ 2021年10月・11月 2021年10月・11月 ②いいえ

10 広告写真 スタジオDUCK 内山　昭一 076-491-8788 duck@tym.fitweb.or.jp https://duck-uchiyama.com/ 随時 随時 ②いいえ

11 設備・電気工事 富山データー機器サービス株式会社 桑山　知子 076-435-5667 t.kuwayama-tde@ezweb.ne.jp http://www.toyama-data.co.jp/ 随時 随時 ③登録を検討している

12 総合鳶工事 株式会社中嶋組 中嶋　康太 076-462-8131 nakashimagumi@arrow.ocn.ne.jp http://nakashimagumi.info/ 随時 随時 ②いいえ

13 自動車小売 株式会社WFC 若林　宗弘 076-465-1133 wakabayashi@lcarshoptoyama.jp https://www.lcarshoptoyama.jp/ 随時 随時 ②いいえ

14 総合工事

（官公需中心）
砺波工業株式会社 橋本　昇 0763-32-3105 hasimoto@tonamikogyo.co.jp http://www.tonamikogyo.co.jp/ 日程調整中

（会社訪問は随時可）

日程調整中

（会社訪問は随時可）
①はい

15 設備・電気工事 株式会社ハマデン 浜松　都子 0764-92-7845 miyako@hamaden.net https://hamaden.net/ 随時 随時 ①はい

16 飲食・宿泊 株式会社ホテル黒部 中島　勝喜 090-8961-0756 saiyou_kurobe@hotelkurobe.co.jp http://www.hotelkurobe.co.jp/ 23卒随時 23卒随時 ②いいえ

17 総合工事

（官公需中心）
株式会社森組 森　進吾 0763-52-3443 recruit@kk-morigumi.co.jp https://www.kk-morigumi.co.jp/ 2021年7月~2021年9月 2021年12月~2021年3月 ①はい

https://e-nenkin.net/

https://www.lala-consulting.com/

◇長期インターンシップ受け入れ企業 ※企業名五十音順

業種 企業名 採用担当者名 電話番号 メールアドレス 企業webサイトURL 長期（5日～14日）
富山県インターン

シップ推進協議会登録

19 税理士業務 堺義洋税理士事務所 堺　義洋 0766-24-3282 sakai-yoshihiro@tkcnf.or.jp https://sakaikaikei.tkcnf.com/ 22・23卒随時 ②いいえ

◇短期インターンシップ受け入れ企業 ※企業名五十音順

業種 企業名 採用担当者名 電話番号 メールアドレス 企業webサイトURL 短期（1～4日）
富山県インターン

シップ推進協議会登録

20 総合工事

（官公需中心）
東工業株式会社 東　恵梨香 0766-91-2886 azuma.cojm@gmail.com https://azuma-kogyo.co/ 2021年7月～2021年10月 ③登録を検討している

21 総合工事

（民需中心）
株式会社ジュープラス 武田　茂揮 076-492-7062 info@ju-plus.co.jp https://www.ju-plus.co.jp/ 2021年5月～2021年11月 ②いいえ

22 印刷 相互企画印刷株式会社 柳澤　剣治 0766-24-8543 yanagizawa@so-u-go.co.jp https://www.so-u-go.co.jp/ 随時 ②いいえ

23 搬送機械設計・

製作・施工
株式会社高橋 大野　和範 076-434-1231 ohno@kk-takahashi.com http://www.kk-takahashi.com/ 23卒随時 ①はい

24 飲食・宿泊 有限会社桃源 石田　有紀 0765-62-1131 yuki@h-togen.com http://www.h-togen.com/ 22・23卒随時 ③登録を検討している

25 設備・電気工事 株式会社中西電気 中西　栄二 0765-54-5880 nak@nakanisi-denki.co.jp http://www.nakanisi-denki.co.jp/ 随時 ③登録を検討している

26 設備・電気工事 西森電気株式会社 西森　祐一 0766-24-2488 kyuujin@nishimori-denki.co.jp https://nishimori-denki.co.jp/company 2021年6月～2022年3月 ②いいえ

27 理美容商材卸売 株式会社モリタ 松澤　宏至 080-2951-4700 saiyou@b-morita.com https://b-morita.com/ 23卒随時 ③登録を検討している

28 オフィス機器販売 山辺事務機株式会社 山辺　知代 0766-25-1881 tomoyo96＠yamabe-jim.com https://www.yamabe-jim.com/ 2021年8月〜2021年12月 ①はい

18 ③登録を検討している23卒随時23卒随時roumu@lala-consulting.com
社会保険労務士

業務・

人材育成支援

社会保険労務士法人

LaLaコンサルティング
板本　優子 0766-50-8781

映像制作

（求人動画）
渋谷　秀樹2

富山県中小企業家同友会インターンシップ受け入れ企業アンケート集計結果リスト

①はい随時随時hs-style@mbp.nifty.com090-8702-3999有限会社hs style
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