
マイナビ2018　東京都市大学の採用実績のある企業インターンシップコースリスト（7月末〆切）
※2016年7月1日時点　調査当時と異なる場合があります。詳しくはサイト上で必ずご確認ください。

企業名 業種名 コースタイトル 応募締切日

エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)【NTTコムウェア】 情報処理 『Comware Internship 2016』新規ビジネス創造コース 2016/7/7
エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)【NTTコムウェア】 情報処理 『Comware Internship 2016』現場実践コース 2016/7/7
(株)東北システムズ・サポート ソフトウエア 若手ＳＥと会話して、システムエンジニアの実際を知ろう！� 2016/7/7
トランスコスモス(株)【東証一部上場】 情報処理 IT業界での5daysインターンシップ！（複数コースあり） 2016/7/7
東京センチュリーリース(株) リース・レンタル リース・ファイナンス営業現場を体感【実践型5daysインターン】 2016/7/8
清水建設(株) 建設 施工系インターンシップ 2016/7/8
戸田建設(株) 建設 施工管理職の仕事理解2dayｓインターンシップ 2016/7/8
ヤマトグループ（ヤマト運輸、ヤマトロジスティクス、ヤマトシステ
ム開発ほか６社）

陸運 KURONEKO Summer Internship 2016/7/8

(株)さくらケーシーエス 情報処理 「システムエンジニア」の仕事を実体験しよう！◆５day◆ 2016/7/8
(株)ジェイエスピー ソフトウエア 【要プログラミング経験】HEMS、IoTに興味ある方必見！ 2016/7/8
(株)ジェイエスピー ソフトウエア 【プログラミング未経験OK！】androidアプリの開発 2016/7/8
日本電産(株) 精密機器 【関西】1DAYインターンシップ 2016/7/8
大日本土木(株) 建設 大地に大きなモノづくり！土木施工管理体験コース 2016/7/10
大日本土木(株) 建設 人々に快適な暮らしを！建築施工管理体験コース 2016/7/10
シチズン時計(株)【CITIZEN】 精密機器 ＜技術系対象＞　CITIZENサマーインターンシップ　2weeks 2016/7/10
共同印刷(株) 印刷・印刷関連 実務実践型インターンシップ（営業系コース・技術系コース） 2016/7/10
第一電材(株) 商社（電子・電気機器） グローバルIS＠Asia　日中拠点を比較し海外ビジネスを体験する！ 2016/7/10
(株)DTS【東証一部上場】 ソフトウエア 【実務体験型】人型ロボットのアプリケーション開発（5日間） 2016/7/10
成田国際空港(株) 不動産（管理） NAAサマープログラム 【エアポートエンジニア】 2016/7/11
(株)エスピック ソフトウエア プログラミング体験Light◆未経験者のためのインターンシップ 2016/7/11
日本工営(株) 建設コンサルタント 建設コンサル・電力エンジニアリング 2weeksインターン 2016/7/11
日本工営(株) 建設コンサルタント 電力機器装置製造部門　製造工場2weeksインターン 2016/7/11
(株)AOKI 専門店（アパレル・ファッション関連） 満足度120％！問題解決力を身に付けるAOKIコース5days 2016/7/13
岩谷産業(株)【東証一部上場】 商社（化学・石油・ガス） ガス＆エネルギーで未来を拓く！イワタニを感じる5日間！ 2016/7/13
(株)ルネサスイーストン【東証一部上場】 商社（電子・電気機器） REC SUMMER FORUM「はばたき」 2016/7/13
(株)SCC ソフトウエア SEの仕事を体感する13日間プログラム 2016/7/13
(株)東急コミュニティー【東急不動産ホールディングスグループ】 不動産（管理） 【設備系総合職】インターンシップ 2016/7/14
(株)東急コミュニティー【東急不動産ホールディングスグループ】 不動産（管理） 【事務系総合職】インターンシップ 2016/7/14
日本電産(株) 精密機器 【関東】1DAYインターンシップ 2016/7/14
サンデンホールディングス(株)【東証一部上場】 機械 環境共生型工場でモノづくりを知る1dayインターンシップ 2016/7/15
大東建託(株)(いい部屋ネット)【東証・名証一部上場】 建設 大東建託インターンシップ～営業コース・技術コース～ 2016/7/15
日特建設(株)【東証一部上場】 建設 施工管理業務体験　～工事現場での1日を体験してみませんか？～ 2016/7/15
高松建設(株)【高松コンストラクショングループ】 建設 【施工管理職対象】インターンシップ10日コース 2016/7/15
高松建設(株)【高松コンストラクショングループ】 建設 【設計職対象】インターンシップ5日コース 2016/7/15
高松建設(株)【高松コンストラクショングループ】 建設 【全学部学科対象】インターンシップ2日コース 文系歓迎！ 2016/7/15
東京コンテナ工業(株) 紙・パルプ 海外事業2daysインターンシップ 2016/7/15
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 本社管理（業務プロセス管理）実務体験 2016/7/15
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 【理系】CVO事業室　マーケティング実務体験 2016/7/15
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 人事（人事・採用）実務体験 2016/7/15
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 コーポレートリサーチ（マーケット調査）実務体験 2016/7/15
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 【理系】ガソリンシステム/エンジニアリング実務体験 2016/7/15
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 【理系】シャシーシステム/エンジニアリング実務体験 2016/7/15
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 【理系】モーターサイクル/エンジニアリング実務体験 2016/7/15
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 新規プロジェクト（マーケティング業務）実務体験 2016/7/15
(株)アイネス【東証一部上場】 情報処理 【Bコース】SEの基本とリアルな就業体験（15days） 2016/7/15
(株)アイネス【東証一部上場】 情報処理 【Aコース】SEの仕事を疑似体験！（5days） 2016/7/15
ルネサス グループ 半導体・電子・電気機器 世界を舞台に活躍するエンジニアと学ぶ、最先端半導体技術コース 2016/7/15
池上通信機(株)【東証一部上場】 精密機器 Ikegamiのモノづくり体験プログラム 2016/7/15
セコム(株)【東証一部上場】 セキュリティ 社会人基礎力を磨く！ 1day インターンシップ 2016/7/15
セコム(株)【東証一部上場】 セキュリティ 課題解決能力を鍛える！ 2weeks インターンシップ 2016/7/15
(株)PFU コンピュータ・通信機器 開発エンジニアコース 2016/7/15
福井テレビジョン放送(株)【FTB】 放送 テレビ中継がわかる３daysインターンシップ 2016/7/15
NECネッツエスアイ(株)【東証一部上場】 情報処理 夏期インターンシップ 2016/7/15
(株)ハイマックス【東証一部上場】 ソフトウエア システム開発の上流工程を体験／ＳＥ　８月早期コース 2016/7/15
(株)ハイマックス【東証一部上場】 ソフトウエア システム開発の上流工程を体験／ＳＥ　８月終盤コース 2016/7/15
矢作建設工業(株)（矢作建設グループ）【東証・名証一部上場】 建設 建設現場を見に行こう！1dayインターンシップ/技術系対象コース 2016/7/15
タカラスタンダード(株) インテリア・住宅関連 タカラスタンダード５daysインターンシップ／生産コース 2016/7/15
グローリー(株) 機械 『BtoBメーカーの提案型営業』がわかる2DAYSインターンシップ　 2016/7/15
(株)エイチ・アイ・エス 旅行・観光 旅行事業からはじまる未来創造型企業でインターンシップ 2016/7/16
日鉄鉱業(株) 鉱業 鉱山エンジニア職を体験！！ 2016/7/17
(株)第一テクノ プラント・エンジニアリング 【5日間】社会を支える水・電気のインフラ設備の現場体験・見学 2016/7/17
関西電力(株) 電力 腕試し×限界超え　脱安定のインターンシップ”ＢＲＥＡＫ” 2016/7/18
(株)カケハシ スカイソリューションズ 広告 【名古屋】複数の営業職を1日で知ることができるインターン 2016/7/19
八千代エンジニヤリング(株) 建設コンサルタント 【事務職】事務系職種がわかるインターンシップ【8/22～8/26】 2016/7/19
八千代エンジニヤリング(株) 建設コンサルタント 【事務職】事務系職種がわかるインターンシップ【8/29～9/2】 2016/7/19
八千代エンジニヤリング(株) 建設コンサルタント 【技術職】建設コンサルタント2weekインターン【8/22～9/2】 2016/7/19
ダイサン・(株) 機械 複数の営業職を1日で知ることができるインターンシップ 2016/7/19
東武商事(株) 環境・リサイクル 成長リサイクル企業の３daysインターンシップ 2016/7/20
三井住友建設(株) 建設 土木系・建築系の施工管理体験コース 2016/7/20
(株)鶴見製作所【東証一部上場】 機械 1dayインターンシップ/京都工場見学会＆ポンプ設計仕事紹介 2016/7/20
スターツ証券(株) 証券 金融全般が体感できる！証券会社の１DAYインターンシップ 2016/7/20
(株)Donuts ゲームソフト 新規ビジネス立案”Think Business” 2016/7/20
(株)いまじん 放送 「2週間で番組制作が分かるインターンシップ」 2016/7/20
(株)宣伝会議 広告 地域活性化×マーケティング ２daysインターンシップ 2016/7/20
ブックオフコーポレーション(株)（BOOKOFF）【東証一部上場】 専門店（書籍・音楽・インテリア） BOOKOFFの仕事がわかる1dayインターンシップ 2016/7/20
(株)中萬学院 教育 教育の仕事を体感する１DAYインターンシップ 2016/7/20
明星工業(株)【東証一部上場】 プラント・エンジニアリング プラントの省エネルギー化がわかる1dayインターンシップ 2016/7/20
(株)東北システムズ・サポート ソフトウエア 現在のＩＴ業界を理解し、�将来のＩＴ業界を考えてみよう！ 2016/7/21
(株)ユアテック(東北電力企業グループ) 設備工事 平成28年度 夏期ユアテックインターンシップ（文・理共通） 2016/7/22
太陽誘電(株)【東証一部上場】 半導体・電子・電気機器 生産技術がわかる5daysインターンシップ／制御・画像処理設計 2016/7/22
太陽誘電(株)【東証一部上場】 半導体・電子・電気機器 生産技術がわかる5daysインターンシップ／機構設計と評価実習 2016/7/22
ミサワホームイング(株) 住宅（リフォーム） コンサルティングリフォームを体験！文理不問で募集中です。 2016/7/22
大塚商会グループ 情報処理 SE体感インターンシップ～CAD編～（5days） 2016/7/22
ソフトバンク(株) 通信・インフラ 【地方創生インターン～TURE-TECH～】 2016/7/22
(株)ティーネットジャパン【IT系エンジニア職】 ソフトウエア 【１Day】SE（システムエンジニア）特別体験プログラム 2016/7/22
(株)Donuts ゲームソフト 新規ゲーム企画立案プログラム ”Think　Game” 2016/7/22
(株)合人社計画研究所 不動産（管理） 1weekインターンシップ【東京・名古屋・大阪・広島・福岡】 2016/7/22
日本電産(株) 精密機器 【関西】2WEEKS インターンシップ 2016/7/24
日本電産(株) 精密機器 【関東】2WEEKSインターンシップ 2016/7/24
(株)安川電機 重電・産業用電気機器 長期インターンシップ／ 求む！即戦力メンバー!! 2016/7/24

～エントリー・詳細の確認はマイナビ2018から～      http://job.mynavi.jp/2018/
★マイナビ2018では多彩な検索条件から自分に合ったインターンシッププログラムが検索可能！1/2
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アニメイトグループ 専門店（その他小売） 2days／アニメイトをマネジメイト！（アニメイト） 2016/7/25
日本事務器(株) 情報処理 ITエンジニアを体験3daysインターンシップ【in東京】 2016/7/25
ダイキンエアテクノ(株) 設備工事 1dayインターン／空調設備提案プロジェクトを成功させよ！ 2016/7/27
(株)エスピック ソフトウエア 【1DAYインターン】 ものづくり体感(WEB企画)＆自己分析コース 2016/7/27
(株)ソルパック 情報処理 リアルなSE業務を通じて“IT業界で働く”を感じる２week 2016/7/27
JFEプラントエンジ(株)【旧社名：JFEメカニカル(株)】 機械 <機械系>ものづくりの現場でエンジニア業務を体感できる3日間 2016/7/28
フリュー(株) ゲーム・玩具・アミューズメント製品 【開発職】プリントシール機の開発が体験できるインターンシップ 2016/7/29
フリュー(株) ゲーム・玩具・アミューズメント製品 【企画職】キャラクタービジネスの体験ができるインターンシップ 2016/7/29
東急不動産(株) 不動産 ◆東急不動産１dayインターンシップ 2016/7/29
西松建設(株) 建設 施工現場を体験する1dayインターンシップ 2016/7/29
双信電機(株)【東証一部上場】 半導体・電子・電気機器 【技術職】1dayインターンシップ 2016/7/29
(株)エスピック ソフトウエア コンサルティング体験インターンシップ 2016/7/29
日本ユニシス(株) 情報処理 日本ユニシスインターンシップ（企画／提案） 2016/7/29
(株)アルプスツール【ALPS TOOL CO., LTD.】 金属製品 「設計開発」「ものづくり」を体感できるインターンシップ 2016/7/29
三栄ハイテックス(株) 半導体・電子・電気機器 2016年8月開催『組込みシステム』開発体験プログラム 2016/7/29
(株)本間組 建設 建設工事における施工管理管理体験～5DAYS～ 2016/7/30
JUKI(株) 機械 産業用機械の開発業務が体験できる夏季インターンシップ 2016/7/30
スターツグループ 不動産 新規事業立ち上げ企画＆業界研究の２Dayインターン！ 2016/7/30
(株)アーチ ソフトウエア 【SEのお仕事ってなにするの？】ＩＴ企業のお仕事体験５Days 2016/7/30
(株)松尾工務店 建設 施工過程を２つの現場体験から学ぶ１Dayインターンシップ 2016/7/30
すてきナイスグループ＜すてきナイスグループ(株)【東証一部上
場】、ナイス(株)＞

商社（インテリア・住宅関連） 建築資材事業＆住宅事業を展開！ナイスグループインターンシップ 2016/7/30

住友電工情報システム(株)　【住友電工・住友電装グループ】 ソフトウエア 【昨年内容】ユーザー系IT企業の仕事内容研究とミニSE体験 2016/7/30
(株)塩浜工業 建設 設計職＆施工管理職を体験！塩浜工業インターンシップ！ 2016/7/31
東京コンテナ工業(株) 紙・パルプ 研修事業3daysインターンシップ 2016/7/31
三菱製鋼(株) 鉄鋼 三菱製鋼～鉄鋼業界の面白さ～ 2016/7/31
(株)ハーモニック・ドライブ・システムズ【東証JASDAQ上場】 機械 エンジニア志望者のためのモノづくり（生産）インターンシップ 2016/7/31
(株)ハーモニック・ドライブ・システムズ【東証JASDAQ上場】 機械 エンジニア志望者のための製品開発部門インターンシップ 2016/7/31
トナミ運輸(株) 陸運 物流業界を学ぶ1dayインターンシップ 2016/7/31
アイリスオーヤマ(株) 日用品・生活関連機器 [商材×チャネル×ターゲット]食品事業の課題戦略を考える 2016/7/31
ポラス(株)（ポラスグループ） 住宅 1weekインターンシップ～CMプロジェクト～ 2016/7/31
NTTファシリティーズグループ 建築設計 「グループ事業理解プログラム」インターンシップ　プレイベント 2016/7/31
旭化成ホームズ(株)【ヘーベルハウス】 住宅 インターンシップ【技術系】開催予定！ 2016/7/31
エクスウェア(株) インターネット関連 IoT×新サービス開発コース【5days】 2016/7/31
旭化成ホームズ(株)【ヘーベルハウス】 住宅 インターンシップ【営業系】開催予定！ 2016/7/31
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 【文系】アフターマーケット（営業）実務体験 2016/7/31
ボッシュ(株) 自動車・自動車部品 【理系】ステアリング/エンジニアリング実務体験 2016/7/31
(株)東光高岳【東証一部上場】 重電・産業用電気機器 モノづくり体験ができる！【1DAYインターンシップ】 2016/7/31
(株)三菱電機ビジネスシステム ソフトウエア SEの仕事を理解する3daysインターンシップ 2016/7/31
(株)オービック 情報処理 2DAYSインターンシップ『”経営者”を体感せよ！』 2016/7/31
富士急行(株) レジャーサービス 富士急ハイランドの新規プロジェクトを考えるコース 2016/7/31
富士急行(株) レジャーサービス 富士急行での理系の仕事体験コース 2016/7/31
(株)カケハシ スカイソリューションズ 広告 【名古屋】営業・販売職が面白いほどわかる1DAYインターンシップ 2016/7/31
オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 専門コンサルタント 【Arup】インターンシップ 2016/7/31
プレス工業(株)【東証一部上場】 自動車・自動車部品 開発部門での実務体験/2週間コース 2016/7/31
(株)アルプス技研【東証一部上場】 受託開発・技術派遣 設計開発丸解り！ものづくりを知るインターンシップ 2016/7/31
(株)植木組 建設 【土木・建築】施工管理体験コース／1day 2016/7/31
澁谷工業(株) 機械 機械・電気の知識が活かせる！医療機部門での開発・設計体験！ 2016/7/31
柳井電機工業(株) 商社（機械・プラント・環境） 柳井電機工業の仕事全てを知っていただきます！ 2016/7/31

～エントリー・詳細の確認はマイナビ2018から～      http://job.mynavi.jp/2018/
★マイナビ2018では多彩な検索条件から自分に合ったインターンシッププログラムが検索可能！2/2


