
茨城高専ジョブセミナー2017会場マップ

コロナ電気

エフ・ディー・
シー

日本アイ・
エス・ケイ

ジェネシス シナノテック
ペンギン
システム ブイテックス

ＮＥＳＩ

野上技研

関東技研東興機械工業

シーアンドエー
ソリューション

記
入
ス
ペ
ー
ス

記
入
ス
ペ
ー
ス

受

　付

パンフレット配付スペース

記入台スペース

出入口

アサイン
システム
クリニック

コスダック ネクシモ ヨシダ

ヒューマン
サポート
テクノロジー

センクリード 千代田テクノル

菊池製作所

平沼産業

野村アーテック

　 アクモス テクノ
エーピー

デジタルサーブ

三友製作所

アルコ・
イーエックス

フジキンエムシー

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

SAY
コンピュータ 青柳工業

25

14

15

16

17

18

ナイス

30

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

32

ヒバラコーポ
レーション

31

36

COEジャパン

37

ロジック
デザイン

34

菊池精器
製作所

35

E&Eテクノ
サービス

33

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣプラス）

茨城高専ジョブセミナー2017

地（
知
）の
拠
点
大
学
に
よ
る
地
方
創
生
推
進
事
業（
Ｃ
Ｏ
Ｃ
プ
ラ
ス
）
茨
城
高
専
ジ
ョ
ブ
セ
ミ
ナ
ー
２
０
１
７

企
業
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

主　催　　茨城工業高等専門学校

共　催　　株式会社ひたちなかテクノセンター

協　賛　　なかネットワークシステム（ＮＮＳ）

後　援　　一般社団法人茨城研究開発型企業交流協会（ＩＲＤＡ）

　　　　　一般社団法人茨城工業高等専門学校地域協働サポートセンター

一般社団法人 茨城研究開発型企業交流協会
Ibaraki R&D Association
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企　業　名 所　　在 事業内容 職　　種
2018

インターン
シップ

受入予定

ペ
ー
ジ

1 アクモス㈱ 東海村
■コンピュータソフトウェアの開発、設計
■ネットワークシステムの構築、運用、保守
■自社製品研究、開発（SYMPROBUS F・GIS シリーズ）

IT エンジニア職
（システムエンジニア、ネット
ワークエンジニア）

○ 3

2 ㈱エムシー ひたちなか市

■制御系・業務系ソフトウェアの設計・開発
■ OA 機器の販売
■顧客の要望に沿ったコンピューターシステムの決定及びソフ

トウェア開発
■事務合理化に関するコンサルテーション

システムエンジニア
プログラマ
機械設計
回路設計
CAD オペレーター

○ 5

3 ㈱センクリード ひたちなか市

■コンピュータシステムの開発及び販売
■情報処理サービス及び情報提供サービスなど情報処理に関

する開発
■インターネットを使った宣伝広告
■インターネットを使った商品販売ホームページの企画・制作

ソフトウェア開発 ○ 7

4 ㈱ネクシモ 日立市

■ Web アプリケーション、Windows アプリケーション、
Android アプリケーション

■図書館システム、自治体ホームページ、各種サーバー構築、
保健、警備システム保守

■ホームページ作成システム、美容予約システム、道路占用システム

情報システムにおける
システムエンジニア、プログ
ラマー

○ 9

5
㈱シーアンドエー
ソリューション

ひたちなか市

■勘定系、情報系システムの業務開発・維持・保守、各種シス
テム構築から運用サポート

■電力系（総合監視制御、ダム総合管理、その他監視・自動化）、交
通系（運行管理、旅客案内、ダイヤ作成支援）、医薬系（製造管理）

■バーコード管理（在庫・作業工程）、デジタルペン使用による
手書きデータの利用システム

システムエンジニア
プログラマー ○ 11

6 東興機械工業㈱ 東海村
■原子力施設における機械設備の保守点検・据付・改造・建設

工事、各種配管工事、電気計装工事
■一般産業施設における機械設備の保守点検・据付・改造・建

設工事、各種配管工事、電気計装工事

管理技術者（作業・設計等及
び技術管理）、
現場技術者（安全・品質・施
工管理）

△ 13

7 ㈱テクノエーピー ひたちなか市

■放射線計測機器の開発製造販売　■電子応用装置の開発製造販売
■電子回路の設計製作、ソフトウェア設計製作（アナログ回路、

デジタル回路、各種センサー回路、パワードライブ回路、組込
型 FPGA プログラム、マイクロコンピュータ、ファームウェア等）

■計測制御プログラムの設計、製作
■コンピュータによる自動計測システムの設計製作
■シーケンサ制御設計製作　■上記関連の施策、製造

電子回路設計
ソフトウェア設計 ○ 15

8 デジタルサーブ㈱ 水戸市
■ビジネスソリューション事業
■ GIS＆スマートデバイスソリューション事業
■ WEB ソリューション事業　■ WEB プロダクト事業
■ネットワークソリューション事業

システムエンジニア
プログラマ ○ 17

9 ㈱千代田テクノル 東京都文京区

■放射線、一般保安用品の販売
■各種放射線機械器具、医療用具、医療機器・理化学機械器具の販売
■放射線管理システムに関するソフトウェア・ハードウェアの開発・販売
■原子力関係、医学・理工学・農学・薬学関係などの施設・設

備の設計施工・保守管理
■原子力基本法、医療法、労働関係衛生法などの関係法令に定め

られた作業場所における環境測定・放射線測定・区域管理業務 
■ラジオアイソトープの製造・販売　など

総合職（営業・技術・研究） △ 19

10 ㈲菊池製作所 水戸市
■原子力発電部品・装置　■半導体生産用部品・装置　■鉄道
保全機器部品・装置　■各種治工具、他多数の、開発・設計・
製作（板金・溶接・機械加工）・組立・電装制御・輸出入・を社
内で全て一貫生産致します。

設計士・板金技能士・溶接技
能士・機械加工技能士・機械
組立

○ 21

11 ㈱野上技研 常陸大宮市
■精密研削加工による製品製作
■社内におけるプレス金型による微細・精密製品受託加工
■精密打抜き／切断加工に関する、治具・金型などの製品／技

術的コンサルティングなどのサービスの提供

開発技術：設計やお客様への
提案
製造技術：加工・製造業務

△ 23

12 ㈱関東技研 東海村
■お客様のニーズを十分取込、綿密な打ち合わせにより、設計

から製造、据え付け、そして保守管理まで全ての工程を遂行
■提供する各種機器は、電気機器、機械装置機器及び、電気制

御を含めた総合機器を提供

電気及び機械機器装置の設計
及び製作 ○ 25

13 青柳工業㈱ 水戸市
半導体検査装置及び電子顕微鏡装置の高圧装置の製造
■電子応用装置　■精密板金加工　■ハーネス製作
■制御機器装置　■プリント基板組立　■電子機器組立

設計
プログラム開発 × 27

14 ㈱野村アーテック 水戸市
■エレベータ・エスカレータ等の昇降機の部品、電車の部品、

建築内装材（店舗の内壁）等、金属製品への塗装、印刷、装飾、
デザインを行っています。

幹部候補
（研究開発・意匠設計・営業技
術・監督業務・工場内作業　他）

○ 29

15
㈱ヒューマンサポート
テクノロジー

東海村
■カメラを使用した動作認識システムの開発
■クラウドを利用した生産管理・販売管理システムの開発
■お客様のニーズに基づくソフトウェアの開発

ソフトウェアの開発 ○ 31

16 ㈱コスダック ひたちなか市
システム設計・プログラムの設計・製造・運用保守
■自動車エンジン制御システム開発
■半導体検査システム開発
■物流管理システム開発　他多数

システムエンジニア
プログラマ
ネットワーク技術者

○ 33

17 ㈱シナノテック ひたちなか市
■当社は、機械装置・プラント等の商品開発設計を請負う機械

設計会社です。具体的には、製鉄所で稼働している製鉄設備
及び付帯機器や、土木工事及び山林・海洋現場で稼働してい
る建設機械の開発設計を行っています。

開発設計（機械系） △ 35

18
㈱アサイン
システムクリニック

ひたちなか市

■ソフトウェア受託開発　■自社パッケージソフト開発
■企業定期サポート　■ハードウェア販売
■ネットワーク製品の導入設計・ネットワーク構築・運用ご支援
■電話設備・複合機・監視カメラの導入・設定
■ Web デザイン制作・ショッピングサイト構築

システムエンジニア
プログラマ
サポートエンジニア

○ 37

○受入予定あり　△未定　×受入予定なし

参 加 企 業
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19 ㈱三友製作所 常陸太田市
■電子顕微鏡用付属品
　半導体故障解析用ツールの設計開発
■精密機械加工
■分析機器関連製品の製作

設計職 ○ 39

20 ㈱アルコ・イーエックス ひたちなか市

制御系システム開発を中心に自社製品開発（病床見守りシステ
ム等）や 3DCAD を用いた機械設計など新しい分野にも挑戦し
ています。
■ソフトウェア設計・開発・試験
■ハードウェア設計

プログラマ
システムエンジニア
CAD エンジニア

○ 41

21 平沼産業㈱ 水戸市 ■化学分析装置の開発・設計・製造・販売
機械設計
電気設計
プログラマー

○ 43

22 ㈱ヨシダ 水戸市

■創業時は主にポンプ・ボイラー関連の業務に携わり、昭和 36
年からグローブボックスなどの原子力用製缶機器の設計／製作
へと業務の範囲を広げて参りました。また、近年は NC ／マ
シニング等を使用した特殊機械加工品の設計／製作にも力を
入れ、風力発電や次世代エネルギー分野にも進出しています。

製造部（設計／機械加工／製
缶溶接） ○ 45

23 ペンギンシステム㈱ つくば市

■最先端研究支援ソフトウェアの受託開発、共同研究開発、保守、
運用、コンサルティング

■自社製品開発、販売
■研究向けパッケージソフトウェア販売代理店
■新規性のある機器開発（ファブレスものづくり）
■国委託プロジェクト申請、採択後実施、実用化等プロジェクト推進

システムエンジニア ○ 47

24 ㈱NESI ひたちなか市

■各種法人並びに地方自治体、研究機関等をお客様とし、ニーズ
にお応えした解析・評価、ソフトウェア開発及び情報システム
サービス（計算機並びにネットワーク等の運用・管理、各種情
報処理及び業務支援等）の提供を行っています。また、ソフ
トウェアの開発とネットワークの構築・運用の技術と経験を活
かし無人航空機（マルチコプターなど）の機体開発、自律航行、
飛行制御等を行っています。

技術開発員
研究開発員 ○ 49

25 ㈱SAYコンピュータ ひたちなか市
■受託ソリューション
　　自治体向けサービス…防災情報、公園管理　等
　　業務向けサービス…設備管理、産業廃棄物管理　等
■商品企画

プログラマ
システムエンジニア △ 51

26 コロナ電気㈱ ひたちなか市 ■医療機器及び理化学機器、電子計測器、電源装置の設計、
製作及び販売 設計・開発 ○ 53

27 ㈱エフ・ディー・シー 東京都千代田区
■情報通信制御ソフトウェア開発
■情報家電への組込ソフトウェア開発
■ Web 系システム開発
■自社研究開発

システムエンジニア ○ 55

28 日本アイ・エス・ケイ㈱ つくば市

■歯科治療用機器…歯科医院、歯科大学等向けに歯科治療用機
器や訪問歯科診療用ポータブルユニット

■工具機器…電設・建設・溶接を中心とした総合工事用機器
■自動棒材供給機…部品工場をオートメーション化する自動棒

材供給機。国内外の多数の工場でご使用いただいています

開発職
営業職
製造職

○ 57

29 ㈱ジェネシス 那珂市 ■計測制御系のエンジニアリング システム設計／回路設計／ソフ
トウェア設計／技術サービス ○ 59

30 ㈱ナイス 東海村

■マップソフトを使用して、原子力の放射線の広がりを可視化
する業務

■核物質の粒子画像を解析するツールの開発
■原子力の廃止措置に向けた研究開発
■核不拡散・核セキュリティに関する技術支援

システムエンジニア
科学計算技術者
研究系職員

△ 61

31 ㈱ヒバラコーポレーション 東海村

■弊社は電力・インフラ関係の受配電盤、制御盤の工業塗装を
主事業としている。

■近年では、工業塗装業界への将来構想の実現に向け、大学・
研究機関とアライアンスを組み、関連機械の開発・販売に力
を入れている。

■今後の課題解決として、塗装技術継承・塗装技能人材確保の
対策として関連機械の研究開発、産業ロボットによる制御塗
装、IoT 活用による工場管理への取り組みを行っている。

ソフトウェア設計・開発
工業塗装システム管理 ○ 63

32 ㈱フジキン 東京都千代田区

■最先端技術及び ICT（情報通信技術）、IoT を活かしたセラミッ
クス等の新素材による宇宙ロケット用 ･ エネルギー用 ･ 半導体
用 ･ バイオ用 ･ オプト用等特殊精密ながれ（流体）計測計装
機器や電気機械類と電子バルブ・特殊精密電子ながれ（流体）
制御ユニットシステム装置類及び、クリーンエンジニアリング、
フレッシュテクノロジーの設計、製造（創造）、販売、サービス

開発・設計・生産技術・品質
管理・生産管理・システムエ
ンジニア・システム管理

○ 65

33 ㈱E&Eテクノサービス ひたちなか市
■原子力施設及び関連施設等の運転、保守、管理
■原子力施設及び関連施設の除染、解体
■原子力施設等における各種工学試験

技術職 × 67

34 ㈱ロジックデザイン 水戸市

システム開発
■情報系
■制御系・組込み系・汎用系等、研究所・大手メーカのソフトウェア開発
■ビックデータ分析・解析　■ネットワーク構築等
■自社ソフトウェア製品　■教育事業等

プログラマ
システムエンジニア ○ 69

35 ㈱菊池精器製作所 ひたちなか市
■主に理化学分析機器や医療機器の部品加工から、製品組立を一手

に受けています。その中でも、電子顕微鏡や臨床検査装置など
一般的に見る事、触ることができない装置の製造を行っています。

各職種の生産工程生産技術員 ○ 71

36 ㈱ブイテックス ひたちなか市
■半導体及び液晶・有機 EL 製造装置用の各種真空バルブの設

計・製造・販売
■ラプチャーディスク（破裂板式安全装置）の設計・製造・販売

設計・開発職 ○ 73

37 ㈱COEジャパン ひたちなか市

■公的機関・大学・民間企業への研究開発、設計業務支援
■各種プラント計画・設計・解析評価業務支援
■各種情報の電子化、並びに管理プロセスの改良、改善支援
■各種情報制御ソフトプログラミング支援
■地域産学官ネットワーク形成事業支援
■最高技術開発支援　知的・知能集団構成の確立

プラント設計技術者
機械設計技術者
開発設計技術者

○ 75

○受入予定あり　△未定　×受入予定なし
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アクモス株式会社

会社社屋 作業風景 社内イベント

〒 319－1112
茨城県那珂郡東海村村松 2713－7

所　在　地

https://www.acmos.co.jp/ホームページ

情報通信業（コンピュータソフトウェア開発、ネットワークシステム構築・運用）業　　種

企　業　名

■コンピュータソフトウェアの開発、設計
■ネットワークシステムの構築、運用、保守
■自社製品研究、開発（SYMPROBUS F・GIS シリーズ）

事業内容・商品

文理系問わず募集、OB も在職中です。2 ヶ月に及ぶ IT 専任講師による新入社員技術
教育、研修を経て、社会・地域に貢献し、【成長】を実感できるプロフェッショナルを
育成します。

特　　色

茨城県／茨城県警本部／茨城県市町村／株式会社常陽銀行／株式会社日立製作所／ 
株式会社日立産業制御ソリューションズ／国立研究開発法人日本原子力研究開発機構／
千住金属工業株式会社／日立建機株式会社／日立工機株式会社／富士通株式会社

取　引　先

アクモス株式会社

232 人従業員数 ５人茨城高専生採用実績
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専門工学の基礎知識や技術を活用した問題解決能力

電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

活かせる技能・知識

オススメの学科

IT エンジニア職
（システムエンジニア／ネットワークエンジニア）

職　　種

大手メーカー、官公庁・各自治体向けの各種システム開発・設計業務。
数人から数十人のプロジェクトで、設計から開発、保守を担当。
先輩システムエンジニアのもと、プログラムの基礎から学んでいただき、社会に貢
献していただきます。

仕事内容

弊社　茨城本部（那珂郡東海村村松）

予定あり

サーバー構築、プログラミング等他

2018 年 2 月（上旬）（実日数 1 日間）

不問 不問

総務人事部　木野内
☎ 029－270－5555

東海駅より徒歩約 30 分

2017 年度

9：00 ～ 17：00（うち休憩時間１時間）

若干名

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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株式会社エムシー

築２年の本社外観です。
会社設立 25 周年（平成 28 年）記念の食事会で、

全社員そろって記念撮影！
毎月行っているグループミーティングの

風景です。

〒 312－0052
茨城県ひたちなか市東石川 1622－5

所　在　地

http://www.mc-inc.co.jp/ホームページ

情報サービス業（ソフトウェア業）業　　種

企　業　名

■制御系・業務系ソフトウェアの設計・開発
■ OA 機器の販売
■顧客の要望に沿ったコンピューターシステムの決定及びソフトウェア開発
■事務合理化に関するコンサルテーション

事業内容・商品

技術力＜人間性＝エムシー

「お客様に喜ばれるもの作りをしよう」を企業理念とし、お客様を第一にした開発を行い、
プロとしての自覚と誇りを持ち、豊富なノウハウと実績を誇るエンジニア集団です。

■充実した教育制度（技術研修、OJT 教育）、だから、学部学科不問
■年間休日は 125 日、さらに、毎週水曜日はノー残業デー
■勝田駅から近い新社屋、しかも、自由な服装でゆるやかな雰囲気

特　　色

株式会社日立製作所／株式会社日立ハイテクノロジーズ／ NTT-AT テクノコミュニ
ケーションズ株式会社　他

取　引　先

株式会社エムシー

43 人従業員数 ２人茨城高専生採用実績
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機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

ソフトウェア／ハードウェア／アルゴリズム／ネットワーク／データベース　　他活かせる技能・知識

オススメの学科

システムエンジニア／プログラマ／機械設計／回路設計／ CAD オペレーター職　　種

■医用関係システム
■画像処理システム
■設備管理システム
■自動車エンジン制御　など社会に貢献するシステムの開発を行います
　●日々行っていることは…
　　・お客様と何度も打ち合わせして行う基本、機能、詳細の各種設計
　　・数名のグループで行うプログラミング（OJT はここからスタートします）
　　・様々なパターン、観点から行う単体、結合、総合の各種試験

仕事内容

Internship

株式会社エムシー　本社
（茨城県ひたちなか市東石川 1622-5）

勝田駅（東口より徒歩約 10 分）
●受入先所在地 ●最　寄　駅

予定あり 2018 年度
●2018年度受入予定 ●記載内容の実施年度

■会社説明、業務説明
■学生の希望にあわせて実習体験
　・プログラム作成
　・デバッグ、テスト作業
　・ドキュメント作成
　などの実務を先輩社員と一緒になって体験できます。
※運が良ければ社内ミーティングや朝の社内清掃が体

験できるかも…

９：00 ～ 18：00（うち休憩時間１時間）
●体験内容 ●時　　間

随時受入可能
（実日数１～数日間：学生の希望にあわせて調整可能）

若干名（人数の制限は設けていません）
●受入期間 ●受入人数

学科不問 明るく元気でコミュニケーションがとれる方
●対象学科・学年 ●受入条件

総務部　木村　充寿手　　当：なし
交　通　費：一部支給
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●担当・連絡先●費　　用
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株式会社センクリード

社内風景 2017 Japan IT Week 春（出展風景） しんきんビジネスフェア 2017（出展風景）

〒 312－0005
茨城県ひたちなか市新光町 38 番地
ひたちなかテクノセンター B405

所　在　地

http://www.senqlead.co.jpホームページ

情報処理サービス（IT）業　　種

企　業　名

■コンピュータシステムの開発及び販売
■情報処理サービス及び情報提供サービスなど情報処理に関する開発
■インターネットを使った宣伝広告
■インターネットを使った商品販売ホームページの企画・制作

事業内容・商品

弊社は、人材派遣や取引先常駐での作業ではなく、自社商品開発に力を入れています。
東京ビックサイトや幕張メッセなど展示会へ出展し、自社商品の全国展開を行ってい
ます。

特　　色

茨城工業高等専門学校／筑波大学／丸紅情報システムズ株式会社／水戸信用金庫／
その他システム関連会社

取　引　先

株式会社センクリード

22 人従業員数 ２人茨城高専生採用実績
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プログラミング知識

電子制御工学科、電子情報工学科

活かせる技能・知識

オススメの学科

ソフトウェア開発職　　種

■プログラムの作成およびデバッグ
■システムの設計
■商品開発

仕事内容

茨城県ひたちなか市 38 番地
ひたちなかテクノセンター B405

予定あり

プログラム開発およびデバッグ
プログラムテスト

2018 年８月 15 日～ 9 月 30 日（実日数 10 日間）

電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科

竹之内
☎029－219－6430

勝田駅よりバス約 20 分、タクシー約 15 分、
徒歩約 90 分

2016 年度　３人、2017 年度　２人

10：00 ～ 17：00（うち休憩時間１時間）

２人

手　　当：なし
交 通 費：支給あり
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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株式会社ネクシモ

本社建屋外観 製品開発での会議状況 インターンシップでの PC 利用による
職場体験

〒 319－1222
茨城県日立市久慈町６－25－３

所　在　地

http://www.nexsimo.co.jpホームページ

情報通信業業　　種

企　業　名

＜オーダーメイド開発＞
■ Web アプリケーション、Windows アプリケーション、Android アプリケーション

＜システム構築＞
■図書館システム、自治体ホームページ、各種サーバー構築、保健、警備システム保守

＜自社製品、開発＞
■ホームページ作成システム、美容予約システム、道路占用システム

事業内容・商品

＜会社の特長＞
楽しく、やりがいを持った職場環境で、会社と共に自分が大きく成長することが出来る。

特　　色

株式会社日立公共システム／ NTT 東日本（東日本電信電話株式会社）／ NTT 西日本（西
日本電信電話株式会社）／各地方自治体

取　引　先

株式会社ネクシモ

25 人従業員数 ２人茨城高専生採用実績
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電子制御工学科、電子情報工学科

情報処理の基本学習を受講している技能・知識活かせる技能・知識

オススメの学科

情報システムにおける、システムエンジニア／プログラマー職　　種

■情報システムにおける、システムエンジニア、プログラマー

■ホームページの作成システム、図書館システム、医療システム等のシステム及
びネットワーク設計、プログラム開発、運用保守。

仕事内容

管理・営業グループ　平井　英一 手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●担当・連絡先●費　　用

Internship

茨城県日立市久慈町６－25－３ 大甕駅よりバス約 10 分、タクシー約７分、
徒歩約 20 分

●受入先所在地 ●最　寄　駅

予定あり 2016、2017 年度
●2018年度受入予定 ●記載内容の実施年度

■コンピュータの暦史、コンピュータシステムについて
■データ移行プログラミング
■ホームページの作成

９：30 ～ 16：00
●体験内容 ●時　　間

2018 年７月 25 日～９月 30 日（実日数５日間） ２人
●受入期間 ●受入人数

プログラム実習もあります。
（電子制御工学科、電子情報工学科）

プログラミング授業の受講者
●対象学科・学年 ●受入条件
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株式会社シーアンドエーソリューション

2017 年 7 月に完成した、ピカピカ
の自社ビルでお仕事しています。

創立 15 周年記念の北海道社員旅行の一幕
です。みんな二日酔いです。

これからの作業方針を共有するために事業
計画説明会を開催しています。

〒 312－0052
茨城県ひたちなか市東石川 3－1－3　C&A ビル

所　在　地

http://www.canda.co.jp/ホームページ

情報通信業（システム開発）業　　種

企　業　名

【金融系システム】
■勘定系、情報系システムの業務開発・維持・保守、各種システム構築から運用サポート

【制御系システム】
■電力系（総合監視制御、ダム総合管理、その他監視・自動化）、交通系（運行管理、

旅客案内、ダイヤ作成支援）、医薬系（製造管理）
【自社開発】
■バーコード管理（在庫・作業工程）、デジタルペン使用による手書きデータの利用

システム

事業内容・商品

金融・制御系システム業務 SE 集団
① IT プロ集団！信頼と高い技術力が弊社の魅力
②社員の定着率は創業以来９割以上と高水準
③大手企業様の一次請負会社として幅広く活躍

特　　色

株式会社 NTT データ／ NTT データ子各会社／株式会社神奈川銀行／株式会社仙台銀
行／株式会社筑波銀行／筑波総研株式会社／株式会社日立製作所／株式会社日立産業制
御ソリューションズ／日立製作所関連子各会社／一般社団法人茨城県トラック協会　等

取　引　先

65 人従業員数 1 人茨城高専生採用実績

株式会社シーアンドエーソリューション
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言語知識・プログラム開発能力活かせる技能・知識

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

オススメの学科

システムエンジニア／プログラマー職　　種

メイン作業は、ソフトウェア開発作業です。
茨城県内の仕事は、一次請負会社として大手企業から作業を一括で請負、自社内
持ち帰りでシステムの開発作業（設計から単体テスト）を実施しています。

仕事内容

本社
茨城県ひたちなか市東石川 3－1－3　C&A ビル

予定あり

ソフトウェア開発における業務の流れを説明・実務体験
体験予定職場：交通システム事業部もしくは、ビジネ

スソリューション事業部

随時（実日数 1 日間）

全学科 執務環境をご覧いただきたいので、就職を希望される
学生であればどなたでも可能です。

管理本部　総務グループ　皆川静香
☎ 029－219－5660
s-minakawa@canda.co.jp

勝田駅（徒歩約 10 分、勝田駅よりバス約 3 分）

2017 年度

9：30～16：00（うち休憩時間 1 時間）

1 ～ 2 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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東興機械工業株式会社

〒 319－1112
茨城県那珂郡東海村大字村松 263－6

所　在　地

http://www.tohkou.co.jp/ホームページ

機械設備メンテナンス業業　　種

企　業　名

■原子力施設における機械設備の保守点検・据付・改造・建設工事、各種配管工事、電
気計装工事

■一般産業施設における機械設備の保守点検・据付・改造・建設工事、各種配管工事、
電気計装工事

事業内容・商品

主に茨城県東海村や大洗町の原子力関連施設に設置されている各種機械設備等の保守点
検（メンテナンス）を中心とし、関連する機器等の据付・改造工事を行っています。
原子力開発の創成期から数少ない地元の企業として優れた技術力と、当社のモットー「安
全・勤勉・誠実」実践による信頼力、更に日々の技術力向上の研鑚が高く評価されてい
る会社です。

特　　色

日本原子力発電株式会社東海発電所・東海第二発電所／国立研究開発法人日本原子力研究
開発機構東海研究開発センター・大洗研究開発センター／日揮株式会社／ニュークリア
デベロップメント株式会社　他多数

取　引　先

社是は「安全・勤勉・誠実」で最も大切な
のは、技術者の安全を守ることです

機械に触れることが好きで、機械系や電気
系を学んできた社員が揃っています

自らの技術を用いて機械の点検・整備業務
ができるという楽しさを感じる仕事です

106 人従業員数 ４人茨城高専生採用実績
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機械システム工学科、電気電子システム工学科

機械系や電気系の全般技能・知識活かせる技能・知識

オススメの学科

管理技術者（作業・設計等及び技術管理）／現場技術者（安全・品質・施工管理）職　　種

クレーン、ポンプ、送風機、コンプレッサー等の機械設備の保守点検を主体とし、
据付・改造・建設工事、各種配管工事、電気計装工事を行っています。
入社後、まずは 2 ～ 3 年間かけて現場の業務に携わり、事業内容や実際の業務内
容の理解、工具の使い方から安全・品質管理の仕方まで、メンテナンスの基礎を習
得してもらいます。その後は本人の意向と適性を考慮したキャリアを設定し、技術
職や工務職等に就いてもらいます。

仕事内容

茨城県那珂郡東海村大字村松 263－6

未定

機械設備の保守点検の重要な作業項目の一つである計
測を体験していただきます。部品一つ一つの良否判定
を判断するのに大事な工程であり、当社の社員が基本
的に身につける技能の一つになります。
その他は未定となります。

未定

不問 未定

総務部　課長　牧野貴紀
☎029－282－1434

東海駅（送迎あり）

9：00 ～ 16：00（うち休憩時間 45 分）

未定

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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株式会社テクノエーピー

〒 312－0012
茨城県ひたちなか市馬渡 2976－15

所　在　地

http://www.techno-ap.comホームページ

放射線・放射能測定装置　設計・開発・販売業　　種

企　業　名

■放射線計測機器の開発製造販売
■電子応用装置の開発製造販売
■電子回路の設計製作、ソフトウェア設計製作（アナログ回路、デジタル回路、各種セ

ンサー回路、パワードライブ回路、組込型 FPGA プログラム、マイクロコンピュータ、
ファームウェア等）

■計測制御プログラムの設計、製作
■コンピュータによる自動計測システムの設計製作
■シーケンサ制御設計製作
■上記関連の施策、製造

事業内容・商品

放射線計測機器を自社技術で開発している数少ない国内メーカです。
放射線という高速かつ微小な信号を取り扱う高速アナログ処理技術と最新の高速大容量
デジタル処理技術と融合化させた回路技術をベースに、多チャンネルマルチチャネルア
ナライザ、陽電子寿命測定装置等各種放射線計測装置の開発に成功、国内研究機関で多
くが採用されている。

特　　色

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構／国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構／
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構／国立研究開発法人理化学研究所／
国立研究開発法人産業技術総合研究所／東京大学／京都大学／株式会社日立製作所日立
研究所／日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社

取　引　先

社屋外観 デジタルパルスプロセッサ デジタルパルスプロセッサ　ソフトウェア画面

株式会社テクノエーピー

22 人従業員数 8 人茨城高専生採用実績
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電子回路／計測システム工学／制御システム工学／プログラミング物理学／工業数学

電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

活かせる技能・知識

オススメの学科

電子回路設計／ソフトウェア設計職　　種

放射線計測装置の製品開発：主な設計業務としては
　ハードウェア設計：電子回路設計、FPGA 設計、VHDL 設計
　ソフトウェア設計：組込みソフトウェア設計、アプリケーションソフトウェア設計
システム制御装置開発：主な設計業務としては
　ハードウェア設計：制御システム設計、電子回路設計、製缶設計
　ソフトウェア設計：アプリケーションソフトウェア設計

仕事内容

茨城県ひたちなか市馬渡 2976－15

予定あり

放射線計測技術を基礎から学び、検出器の組み立て、
密封線源を用いた放射線スペクトルの測定実験など積
極的に取り組み、内容を翌理解し、しっかりした報告
書を作成して修了した。

2014年 8 月18日～9 月 5 日（実日数15日間）

電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科

大半が放射線の勉強であるため、勉強することが嫌い
でない学生であること

代表取締役　荒井孝司
☎029－350－8011

勝田駅よりバス約 10 分

2014 年度

9：00 ～ 18：00（うち休憩時間 1 時間）

2 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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デジタルサーブ株式会社

正面玄関を入ると、
ポップで開放的な空間が広がっています。

ゆとりある机の配置で、
開発に集中できる環境を提供しています。

ミーティングでは分からないことや
困っている事など気軽に相談できます。

〒 310－0804
茨城県水戸市白梅 2－3－16

所　在　地

http://www.digital-serve.co.jp/ホームページ

ソフトウェア業業　　種

企　業　名

■ビジネスソリューション事業
　民間企業・官公庁向けのシステム設計・開発を行っています。
■ GIS ＆スマートデバイスソリューション事業
　GIS（地理情報システム）を活用した各種アプリケーションの設計・開発やスマート

フォン・タブレットアプリの設計・開発を行っています。
■ WEB ソリューション事業
　民間企業向け WEB アプリケーションの設計・開発を行っています。
■ WEB プロダクト事業
　設備工事業向け販売管理システムの開発・販売・保守を行っています。
■ネットワークソリューション事業
　クラウド移行サービス、ネットワーク構築、サーバー運用、システム運用等を行って

います。

事業内容・商品

経営の安定が特徴で、景気の良し悪しに関わらず毎年利益を出し続けており、格付会社
からも高い評価を得ています。
また、お客様からの信頼も厚く、リピート率はほぼ 100％で、一度取引したお客様か
らはまた次のお仕事のご依頼があります。
お客様向けだけでなく、自分たちで使う社内システムも全て社内でオリジナル開発して
おり、技術力にも自信があります。

特　　色

NTT アドバンステクノロジ株式会社／株式会社 OKI ソフトウェア／クオリカ株式会社／
スカパー JSAT 株式会社／セコム医療システム株式会社／株式会社パスコ／日立建機
株式会社／日立工機株式会社企業グループ／三井化学株式会社企業グループ／リコー
ジャパン株式会社／リコーインダストリー株式会社　など

取　引　先

デジタルサーブ株式会社

53 人従業員数 1 人茨城高専生採用実績
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プログラミング言語の知識

電子情報工学科

活かせる技能・知識

オススメの学科

システムエンジニア／プログラマ職　　種

企業向けのシステム開発が弊社の主な業務です。
営業支援システムや生産管理システム、地図情報システムなど、またスマートフォ
ンやタブレットのアプリ開発もあります。
入社後は、まずプログラマとして簡単なプログラミングやシステムテストなどを経
験しながら、少しずつ複雑なプログラム作成にもチャレンジします。
プログラマとしての経験を積んだら、システム設計や仕様書作成など、システムエ
ンジニアへのキャリアアップを目指します。

仕事内容

茨城県水戸市白梅 2－3－16

予定あり

■会社見学
■ IT 業界説明
■スマホアプリ開発体験

アンドロイドにて地図上にアイコンを表示するアプ
リの開発体験

2017 年 1 月 31 日～ 2 月 28 日（実日数 4 日間）

全学科 特にありません

採用事務担当　大和田
owada@digital-serve.co.jp

水戸駅より徒歩約 12 分

2016 年度

10：00 ～ 17：30（うち休憩時間 1 時間）

9 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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株式会社千代田テクノル

〒 113－8681
東京都文京区湯島１－７－12

所　在　地

http://www.c-technol.co.jp/ホームページ

専門商社（放射線関連商品）業　　種

企　業　名

■放射線、一般保安用品の販売 
■各種放射線機械器具、医療用具、医療機器・理化学機械器具の販売 
■放射線管理システムに関するソフトウェア・ハードウェアの開発・販売 
■原子力関係、医学・理工学・農学・薬学関係などの施設・設備の設計施工・保守管理 
■原子力基本法、医療法、労働関係衛生法などの関係法令に定められた作業場所におけ

る環境測定・放射線測定・区域管理業務 
■ラジオアイソトープの製造・販売　など

事業内容・商品

【放射線のスペシャリスト！】
私たちは、販売のみを行なう一般的な商社ではありません。
放射線関連の専門商社として、独自のノウハウを付加した商品の販売に力を入れている
会社です。我が社は『危険な放射線を安全にコントロールして有用なものに変える』を
モットーに、放射線を扱う現場で働いている方々が浴びる放射線量の測定などを通して、
放射線の有用性を引き出すための地道な努力を続けています。

特　　色

電力各社／原子力発電所関連会社／関係省庁（防衛省・文部科学省・厚生労働省など）
／国公立病院／国公立・私立大学　など

取　引　先

ガラスバッジ
（個人被ばく線量測定機器）

マイクロセレクトロン HDR
（放射線治療機器）

タイベック
（原子力防災備品）

株式会社千代田テクノル

486 人従業員数 ３人茨城高専生採用実績
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電気・電子関連の知識／放射線（物理）の知識

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

活かせる技能・知識

オススメの学科

総合職（営業・技術・研究）職　　種

皆さんには放射線を取扱うすべてのお客様に“安心と安全を提供する仕事”をして
いただきます。

《営業の仕事》
放射線関連商品の営業。商品は多岐に渡りお客さまの要望に応える提案型営業

《技術支援》
様々な場所で利用されている放射線施設の施設設備メンテナンス。医療機器のメン
テナンス。放射線計測の研究、商品開発　など

仕事内容

東京都文京区湯島１－７－12
茨城県東茨城郡大洗町成田町 3681

未定

作業環境測定（放射性物質濃度）
放射線安全教育
放射線・放射能測定

2017 年 10 月 25 日～ 10 月 27 日（実日数３日間）

全学科 作業環境測定に関しては、要相談

人事課　渡辺／小口
☎03－3816－5241

お茶ノ水駅
大洗駅

2017 年度

９：00 ～ 17：00（うち休憩時間１時間）

４人

手　　当：なし
交 通 費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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５面加工機　ワーク下面を除く
５面方向に切削加工が出来ます。

５軸複合加工機　３次元形状の
立体切削が出来ます。

溶接ロボット　11 軸連動協調型の溶接
ロボットです。

〒 310－0841
茨城県水戸市酒門町 4478－１

所　在　地

http://www.kikuchi-ss.comホームページ

総合金属加工業業　　種

有限会社　菊池製作所企　業　名

■原子力発電部品・装置 ■半導体生産用部品・装置 ■鉄道保全機器部品・装置 
■昇降機部品・装置 ■制御盤 ■農機具用部品 
■高速道路付帯設備 ■物流パレット ■火力発電部品・装置 
■土木用部品・装置 ■炉体用部品・装置 ■舞台用部品・装置 
■風力発電部品 ■造船部品 ■フェンス・門扉 
■什器・家具 ■各種 FA 部品・装置 ■食品製造用部品・装置 
■鉄鋼用部品・装置 ■圧力容器 ■モールド・金属金型 
■真空チャンバー部品・装置 ■各種マテハン部品・装置 ■医療機器用部品・装置 
■石油プラント用部品・装置 ■各種試験装置 ■重機用部品 
■建築・建材部品 ■各種治工具、他多数。
以上の、開発・設計・製作（板金・溶接・機械加工）・組立・電装制御・輸出入・を社
内で全て一貫生産致します。

事業内容・商品

板金（薄板・厚板・３D 切断）溶接（Tig ／ Mig ／ Mag ／プラズマ／ロボット溶接）
機械加工（５面加工・３D 複合加工）全てを社内一貫生産に拘り、開発・設計から全
てをパッケージングしてお届けする事が可能な「総合金属加工」を目指しています。総
合金属加工が故のアイデアと自由なものつくりにより、常に新しい挑戦と努力を惜しま
ない「提案型企業」です。

特　　色

業界大手メーカー様　多数取　引　先

有限会社　菊池製作所

50 人従業員数 ０人茨城高専生採用実績
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不問活かせる技能・知識

機械システム工学科、電子制御工学科オススメの学科

設計士／板金技能士／溶接技能士／機械加工技能士／機械組立職　　種

※設計：構想設計・解析・詳細設計・積算
※板金：展開プログラム・各種機械オぺレーター
※溶接：各種溶接技能士・ロボット溶接
※機械加工：CAD-CAM プログラミング・各種機械オペレーター
※機械組立：装置等のハード組立・各種配管・電装組立。弊社内の作業範囲は幅広

く、技術者に求められるレベルも高いですが、社内教育制度等を利用
しながら、総合的なものつくりが出来る技術者を目指して頂きます。

仕事内容

茨城県水戸市酒門町 4478－1

予定あり

一般的な機械オペレーター作業。
装置組立作業。
本人の要望に応じた製造プロセスの体験。

学科 特に無し

担当　波場（ハバ）
☎ 029－248－2225

水戸駅より　タクシー約 15 分

8：30 ～ 17：30（うち休憩時間 1 時間）

2 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship



23

株式会社野上技研

精密研削加工の様子。未経験者でも、
弊社の教育プログラムにより習得できる。

社内にある研究施設。新しい技術の開発や、
素材加工性の研究などを行う。

代表製品のハンドパンチ。
国内外で 7000 台の納入実績を誇る。

〒 319－2144
茨城県常陸大宮市泉 1136－3

所　在　地

http://www.nogami-gk.co.jp/ホームページ

製造業業　　種

企　業　名

世界トップレベルの「精密研削加工技術」を軸に、お客様に価値を提供するものづくり
を行っております。具体的には、下記のような事業を行っております。
■精密研削加工による製品製作
■社内におけるプレス金型による微細・精密製品受託加工
■精密打抜き／切断加工に関する、治具・金型などの製品／技術的コンサルティングな

どのサービスの提供
弊社のものづくりは、お客様から依頼されたものをただ作るのではなく、お客様の課題
を理解した上で、本当に必要なもの、お役に立つものを提案し、弊社ならではの技術力・
ノウハウで製品／サービスを提供します。

事業内容・商品

弊社のコア技術である「精密研削加工技術」は、加工精度が直角度 0.5μm という、
世界でもトップクラスの加工精度を誇ります。この技術により、弊社にしか作れない製
品、それらを製作・提供してきたことにより得た技術・ノウハウの蓄積があり、現在の

「価値を提供する」ものづくりを実現しています。

特　　色

国内においては、自動車・家電・素材・電池業界など、また、海外ではヨーロッパやア
メリカなどの先進国を中心に、様々な分野・国の大手企業や最先端の研究機関の方から
ご相談をいただいております。

取　引　先

株式会社野上技研

56 人従業員数 1 人茨城高専生採用実績
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機械システム工学科、電子情報工学科

図面の見方／ CAD 操作／加工経験など
（経験がなくても先輩従業員からの指導があります。）

活かせる技能・知識

オススメの学科

開発技術：設計やお客様への提案
製造技術：加工・製造業務

職　　種

■精密金型部品・刃物の製作
■高精密小物プレス部品製造
■精密打抜き／切断加工ソリューション／技術コンサルティング
■精密打抜き／切断用の治具・金型の設計
■精密打抜き／切断用の治具・金型製作・組立
■納品後のアフターサービス
■新たな技術開発・研究業務

仕事内容

経営企画・マーケティング部　平塚望
☎0295－53－2188
support@nogami-gk.co.jp

手　　当：なし
交　通　費：支給あり
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

●担当・連絡先●費　　用

Internship

〒 319－2144　茨城県常陸大宮市泉 1136－3 常陸大宮駅下車　タクシーで約 10 分
●受入先所在地 ●最　寄　駅

未定
●2018年度受入予定 ●記載内容の実施年度

製造の現場で、自らの手で加工を行うものづくりを体
験していただきます。対象機械の経験がなくても、若
手社員が丁寧にお教えいたします。

【体験内容】
■図面の見方／作成体験
■加工体験
■加工品質検査体験

8：30 ～ 16：00（うち休憩時間 1 時間 20 分）
開始時間は応相談

●体験内容 ●時　　間

2018 年 1 月～ 12 月（実日数 1 ～ 3 日間）
希望日応相談

2 ～ 3 人
●受入期間 ●受入人数

機械システム工学科、電子情報工学科 将来、ものづくり企業や地元企業で活躍したい方
●対象学科・学年 ●受入条件
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株式会社　関東技研

〒 319－1112
茨城県那珂郡東海村村松 405

所　在　地

htpp://www.kantogiken.com/ホームページ

電気、機械機器製造業業　　種

企　業　名

１．事業内容
　■お客様のニーズを十分取込、綿密な打ち合わせにより、設計から製造、据え付け、

そして保守管理まで全ての工程を遂行する会社です。
　■提供する各種機器は、電気機器、機械装置機器及び、電気制御を含めた総合機器を

提供します。
２．主要製品
　■日本原子力研究開発機構向けの各種実験機器
　■立体駐車場の自動ドア―開閉装置
　■産官学による共同研究用の各種実験装置

事業内容・商品

お客様より提供された製品仕様書を検討し、製造する機器の機構から信頼性及び安全性
を含め、より優れた装置を提供するため、常に顧客提案型の設計と製造を推進する会社
です。

特　　色

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構／大学共同利用機関法人高エネルギー加速器
研究機構／三菱重工機械システム株式会社／株式会社日精　他

取　引　先

海上保安庁巡視船用監視カメラ装置 日本原子力研究開発機構向け
原子炉プール探査用水中ロボット

筑波大学他共同研究開発品
（水晶体の X 線被ばく遮蔽装置）

25 人（男子 22 人、女子 3 人）従業員数 １人（機械システム工学科）茨城高専生採用実績
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電気、電子、機械システム工学等、全ての知識が活かされます。

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科

活かせる技能・知識

オススメの学科

電気及び機械機器装置の設計及び製作職　　種

お客様より提供された製品仕様書に基づき、構築する機器の詳細を打ち合わせ、設
計、製造及び機器据付け作業まで、納入する機器装置の取纏めを推進します。装置
取り纏めの設計者として活躍いただきます。

仕事内容

茨城県那珂郡東海村村松 405
株式会社　関東技研

予定あり

CAD による簡単な部品図の作成、
社内の主要設備を使用して部品の製作

2018 年 4 月 10 日（火）～8 月 31 日（金）
（実日数３日間）

機械システム工学科、電子制御工学科、
電気電子システム工学科

ものづくりに意欲的であり健康な方

長山　忠司
☎ 029－282－3535
nagayama@kantogiken.com

常磐線　東海駅

7：50～17：10（休憩時間 60 分）

3 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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青柳工業株式会社

工場内観外観（本社工場、組立工場、組立
現場、機械現場）

製造中製品 作業中の社員（3D 設計、キバン調整、組
立作業、溶接作業）

〒 310－0004
茨城県水戸市青柳町 644

所　在　地

http://www.aoyagi-kk.co.jpホームページ

製造業業　　種

企　業　名

当社は電子応用装置の設計製造を通して、社会に貢献しています。お客様の開発プロジェ
クトと連携し、パッケージング設計、製造を円滑により早く行うことにより、新製品の
早期立ち上げのお手伝いをしています。

半導体検査装置及び電子顕微鏡装置の高圧装置の製造
■電子応用装置
■制御機器装置
■精密板金加工
■プリント基板組立
■ハーネス製作
■電子機器組立

事業内容・商品

株式会社日立ハイテクノロジーズの協力工場として 50 年以上に亘り、半導体製造に
関連する高圧ユニットを設計、製造しています。設計から部品調達、製造まですべて
のプロセスを行うことにより、協力工場としての優位性、独立性を保っています。海
外に負けない技術集団であることを自負しています。

特　　色

株式会社日立ハイテクノロジーズ取　引　先

54 人従業員数 ０人茨城高専生採用実績

青柳工業株式会社
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各種ソフト開発言語（HP 製作含む）／電子回路／機械設計活かせる技能・知識

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科オススメの学科

設計／プログラム開発職　　種

設　　計　　職：電子機器の設計及び CAD による製図電子回路の設計、実装設計、
板金設計など

システム管理職：生産管理システムの開発及び運用管理

仕事内容

予定なし

手　　当：
交　通　費：
宿泊施設：
食　　費：

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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株式会社野村アーテック

〒310－0841
茨城県水戸市酒門町3241番地

所　在　地

http://www.nomura-at.comホームページ

塗装業（金属製品への塗装・印刷・装飾・デザイン）業　　種

企　業　名

当社は昭和 15 年に創立され、約 80 年塗装業を営んでまいりました。事業所は本社・
東京営業所（品川）、水戸工場、デザインセンター（豊島区巣鴨）の 3 箇所。
エレベータ・エスカレータ等の昇降機の部品、電車の部品、建築内装材（店舗の内壁）等、
金属製品への塗装、印刷、装飾、デザインを行っています。
エレベータのドア・かごの壁面など、皆様の目に触れる部分の塗装を行うことが多く、
美しく仕上げることが要求されます。
納入実績としては、東京都庁、帝国ホテル、六本木ヒルズ、あべのハルカス、横浜ラン
ドマークタワー等、最近では高級ブランドショップの店舗の内装材の塗装も手がけてお
ります。また、国内のみでなく海外への輸出も行っています。

事業内容・商品

一般の塗装に加えて、印刷や装飾、研磨の技法を組み合わせることにより、他社に真似
のできないオリジナリティの高い高級塗装、特殊塗装を得意としております。デザイナー
のイメージを形にし、今までに見たことのない新しい塗装にチャレンジしています。品
質の向上や環境負荷低減の取り組みとして ISO9001、14001 を取得し運用してお
ります。

特　　色

株式会社日立製作所／株式会社日立ビルシステム／東芝エレベータ株式会社／三菱電
機株式会社／日本オーチス・エレベータ株式会社／日本エレベーター製造株式会社／
フジテック株式会社／内原電機製作所株式会社／日本ゲージ株式会社

取　引　先

工場外観 工場内 ショールーム内

株式会社野村アーテック

70 人従業員数 3 人茨城高専生採用実績
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ものづくりの好奇心／チャレンジ精神／ Illustrator・Photoshop

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

活かせる技能・知識

オススメの学科

幹部候補（研究開発・意匠設計・営業技術・監督業務・工場内作業　他）職　　種

当社では受注から納品までの間に多くの業務があります。デザイナーとの打合せ、
コンピュータによるデザイン制作（CG）、試作品の製作、新商品、新技術の開発
と試験、調色、塗装、納期管理、品質管理、検査等です。まず工場内でひととおり
の業務を経験していただき、適性や本人の希望を考慮して適正な部署に配属いたし
ます。将来的に優秀な技術者、監督者、管理者になることを目指します。

仕事内容

茨城県水戸市酒門町3241番地

予定あり

工場内作業（ライン作業、検査、梱包　他）
デザイン制作

応相談（実日数 5 日間）

全学科 特になし

野村英起
☎ 029－247－5211

水戸駅よりタクシーで約 10 分

2018 年度

8：00 ～ 17：00（うち休憩時間 65 分）

2 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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株式会社ヒューマンサポートテクノロジー

〒319－1118
茨城県東海村舟石川駅東３－１－１
東海村産業情報プラザ201

所　在　地

ソフトウェア開発（特に画像認識や IOT 技術の開発）業　　種

企　業　名

■カメラを使用した動作認識システムの開発
　小売店の人の動きを解析し、防犯・販売促進に役立っています。
■クラウドを利用した生産管理・販売管理システムの開発
　工場の生産管理システムや店舗の販売管理システムをクラウドサーバー上に構築して

います。
■お客様のニーズに基づくソフトウェアの開発
　お客様オリジナルの製品を開発しています。

事業内容・商品

画像認識に特化したアプリケーション開発を得意とする会社です。小型コンピュータと
カメラを組み合わせ IoT による動作解析システムを実現し、クラウドサーバー上で防犯、
見守り等のシステムを提供しています。
会社を設立してから４年目の会社です。新製品開発にチャレンジし、人の役に立つ会社
にしたいと考えています。

特　　色

大手小売店
県内企業

取　引　先

画像認識システム（人の認識） 画像認識システム（自動車の認識） オフィス風景

株式会社ヒューマンサポートテクノロジー

２人（他学生アルバイト５人）従業員数 ０人茨城高専生採用実績
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電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

探求心、向上心活かせる技能・知識

オススメの学科

ソフトウェアの開発職　　種

画像認識ソフトウェアの開発
（言語は C++、C#、 Python、 Javascript など、OS は Windows、 Linux）

仕事内容

茨城県東海村舟石川駅東３－１－１
東海村産業情報プラザ201

予定あり

画像認識ソフトの開発

平日ならいつでも

小野
ono@hstec.jp

東海駅より徒歩１分

９：00 ～ 17：30（うち休憩時間１時間）

１人

手　　当：なし
交 通 費：一部支給
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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株式会社　コスダック

〒 312－0003
茨城県ひたちなか市足崎 1474－270

所　在　地

http://www.cosdac.co.jpホームページ

情報サービス業業　　種

企　業　名

システム設計・プログラムの設計・製造・運用保守
　■自動車エンジン制御システム開発
　■半導体検査システム開発
　■物流管理システム開発
　■列車運行管理システム開発
　■県税オンラインシステム開発・運用保守
　■食品営業許可システム開発・運用保守
　■生産管理システム開発
　　他多数

事業内容・商品

■創業以来新卒者の採用に力を入れており、多くの新卒者の採用実績があり新卒者が
一人前の技術者に育つ環境が整っております。

■お客様の要望の一歩でも先を目指して、常に技術革新に努め、高度な技術をご提供
しております。

特　　色

株式会社日立製作所及び関連会社・関連事業所
その他　多数

取　引　先

本社外観 社内風景 社長を囲んで

株式会社コスダック

86 人従業員数 ２人茨城高専生採用実績
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パソコン操作活かせる技能・知識

システムエンジニア／プログラマ／ネットワーク技術者職　　種

■システムの設計
■プログラムの作成・テスト
■システムの運用・保守
■ネットワーク・サーバの構築・維持管理

仕事内容

コスダック本社　
茨城県ひたちなか市足崎 1474－270

予定あり

■茨城の IT 業界の現状 ■昼食会
■自社開発システムの説明 ■実作業の体験
■役員・社員との懇談会 ■ 1 日まとめ

2018 年1 月20 日～3 月20 日（実日数 1 日間）
3 回予定

全学科 特になし

採用担当 冨永　渉
 鈴木幸雄

勝田駅よりバス約 20 分、タクシー約 20 分、
徒歩約 45 分

2017 年度

９：30 ～ 17：00（うち休憩時間 1.0 時間）

各日　３人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship

オススメの学科 機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科
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株式会社　シナノテック

近年のインターンシップ実習風景 1 近年のインターンシップ実習風景 2

〒 312－0062
茨城県ひたちなか市高場 1－5－10

所　在　地

http://www.shinanotec.co.jpホームページ

エンジニアリングサービス業業　　種

企　業　名

当社は、機械装置・プラント等の商品開発設計を請負う機械設計会社です。具体的には、
製鉄所で稼働している製鉄設備及び付帯機器や、土木工事及び山林・海洋現場で稼働し
ている建設機械の開発設計を行っています。日本の機械産業の技術レベルは、名実共に
世界一です。これらの商品開発の最初に係れることは、機械エンジニアの特権であり、
最大の喜びです。

事業内容・商品

機械設計職は、皆さんが学校で学んだ知識・経験を最大限に発揮できる職業です。設計
は難しいというイメージをお持ちかと思いますが、当社では設計の基礎を教科書を使い
ながら丁寧に指導するので心配は不要です。

特　　色

株式会社日立製作所各事業所／Primetals Technologies Japan 株式会社／日鉄住金
テックスエンジ株式会社／日立建機株式会社

取　引　先

本社社屋外観

株式会社シナノテック

10 人従業員数 2 人茨城高専生採用実績
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今まで学校・他で勉強した全ての事柄（工作機械実習、制御、材料、数学、英語他）活かせる技能・知識

開発設計（機械系）職　　種

①納入仕様図作成（類似する設備及び付帯機器があれば、それらを基に計画・検討
します。）⇒②粗計画図作成（納入仕様書をベースに粗計画・詳細計画をし検討し
て行きます。）製作図作成⇒組立図作成。各図面は CAD を使用します。全ての作
業は、グループで分担・協力して取組み展開します。

仕事内容

茨城県ひたちなか市高場 1－5－10

未定

「栗の皮むき器」の概要・目的・経緯・例題となる
イラスト・簡単な実験機を参考に、ポンチ絵・部分
検討図・計画図・部品図を作成。

2017 年 9 月 4 日～ 9 月 8 日（実日数 5 日間）

機械システム工学科 機械設計を職業と考えている方

総務部　宮入睦彦

佐和駅より徒歩約 5 分

2017 年度

8：30 ～ 16：45（うち休憩時間 45 分）

2 人

手　　当：なし
交 通 費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship

オススメの学科 機械システム工学科、電子制御工学科
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株式会社アサイン　システムクリニック

〒 312－0011
茨城県ひたちなか市中根 879－２

所　在　地

http://www.assign.co.jp/ホームページ

情報サービス業業　　種

企　業　名

当社は地域に密着しお客様の IT 環境をソフト・ハードの両面から Total サポートして
います。
■ソフトウェア受託開発
　（多業種向け基幹システム・セキュリティ認証・組込み系　他）
■自社パッケージソフト開発
　（生産管理・勤怠管理・ホテルシステム・登降園・児童記録　他）
■企業定期サポート　
　（現在、120 社の企業様と契約中　提案型サポート）
■ハードウェア販売
　（サーバ・PC・周辺機器などの選定～販売～セッティング・保守）
■ネットワーク製品の導入設計・ネットワーク構築・運用ご支援
■電話設備・複合機・監視カメラの導入・設定
■Ｗｅｂデザイン制作・ショッピングサイト構築

事業内容・商品

■ハードにもソフトにも強くなれる。
　幅広い業種・業態のエンドユーザに対応できる技術力が当社の特長です。様々な経験

を通して自分の得意分野を極められます。
■研修や勉強会などの学ぶ場が充実。
　SMBC 年間セミナープログラム、技術勉強会、人間学、DVD 視聴等
　様々な角度から学ぶ制度を用意しています。不定期で社長が講義することも！
■国籍・性別・学科問わず一人一人が生き生きと活躍できる場をご提供。
　外国人 4 人在籍。国内外からインターンシップ参加実績多数あり。

特　　色

株式会社日立製作所関連会社各社／株式会社協和エクシオ／株式会社旭物産／水戸精工
株式会社／株式会社平成興業／新安全警備保障株式会社　他

取　引　先

毎年恒例 BBQ での集合写真。美味しい
食事と楽しい会話でリフレッシュ！

当社の若手社員です。気さくに相談できる
先輩がたくさんいます。

自社ビルです。開発室はワンフロアで、情
報の共有がしやすく、協力体制も万全です。

株式会社アサイン　システムクリニック

37 人従業員数 5 人茨城高専生採用実績
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コンピュータ関連スキル全般（ハード・ソフト）活かせる技能・知識

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

オススメの学科

システムエンジニア／プログラマ／サポートエンジニア職　　種

【システムエンジニア・プログラマー】
ユーザーのご要望を基に仕様書作成、システムご提案、設計、プログラム製作、テ
スト、納品、運用サポートを行います。

【サポートエンジニア】
ハードやシステムを使用する上で発生したトラブルの顧客対応業務や簡単なシステ
ムの改修、ホームページ更新等、IT サポート業務を行います。

仕事内容

Internship

本社（茨城県ひたちなか市中根 879－2） 勝田駅（勝田駅よりバス約 5 分、徒歩約 30 分）
●受入先所在地 ●最　寄　駅
予定あり
●2018年度受入予定 ●記載内容の実施年度

①プログラミング体験 ② HP 制作体験 ③ PC 設定・
納品体験

【POINT】
■進行中のプロジェクトをチームの一員として体験で

きます。
■社会人として大切な考え方をレクチャーします。
■ IT 全般を業務としている為、経験したい業務を選

択できます。

９：00 ～ 17：45（内休憩時間 45 分）
●体験内容 ●時　　間

2017 年 12 月１日～随時受付けております。
５日間、10 日間、15 日間　コース有
※日数は、ご相談に応じます。

同時期募集人数　3 人～５人
●受入期間 ●受入人数

学部学科は不問です。 特にありません。
●対象学科・学年 ●受入条件

業務部　古川／西野まで
☎ 029－273－7811
recruit@assign.co.jp

手　　当：なし
交　通　費：一部支給　1 日 500 円まで
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担（お弁当支給）

●担当・連絡先●費　　用
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株式会社三友製作所

株式会社日立ハイテクノロジーズ／株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス／
株式会社日立ハイテクソリューションズ／国立研究開発法人産業技術総合研究所／国立研
究開発法人物質・材料研究機構　他

㈱三友製作所テクノセンタ 設計業務

〒 313－0004
茨城県常陸太田市馬場町 457

所　在　地

http://www.sunyou-ss.co.jp/ホームページ

製造業業　　種

企　業　名

【事業内容】
■電子顕微鏡用付属品
　半導体故障解析用ツールの設計開発
■精密機械加工
■分析機器関連製品の製作

【商品】
■卓上プラズマエッチング装置
■ナノマニピュレーションステージ
■特殊 TEM ホルダー

事業内容・商品

平均年齢 36.8 歳と若い世代が活躍している。
研究所や大学との共同研究を行っている。

特　　色

取　引　先

株式会社三友製作所

190 人従業員数 ３人茨城高専生採用実績
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2DCAD ／ 3DCAD ／メカ設計／電気設計

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

設計職

CAD ソフトを使用した設計開発業務

オススメの学科

職　　種

仕事内容

株式会社三友製作所テクノセンタ
茨城県日立市石名坂町 2－43－4

予定あり

会社見学
3DCAD 実習
設計補助業務

2018 年８月（実日数５日間程度）※要相談

特になし 特になし

総務部　石川　大輔
☎ 0294－72－2245

大甕駅より車で 13 分

2018 年度

8：00 ～ 16：45（うち休憩時間 45 分）

1 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship

活かせる技能・知識
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株式会社アルコ・イーエックス

株式会社日立製作所 交通システム社 水戸交通システム本部／株式会社日立製作所 電力シス
テム社／日立水戸エンジニアリング株式会社／株式会社日立製作所 情報・通信システム社／
日立建機株式会社／株式会社小松製作所／株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス

本社社屋 設計室は高めのパーティションで区切られ
集中して開発に取り組むことができます。

５月の創立記念には BBQ を行うなど、社
内イベントも多くあります。

〒 312－0036
茨城県ひたちなか市津田東 4－10－5

所　在　地

http://www.alco-ex.jp/ホームページ

ソフトウェア／機械設計業　　種

企　業　名

制御系システム開発を中心に自社製品開発（病床見守りシステム等）や 3DCAD を用
いた機械設計など新しい分野にも挑戦しています。

【ソフトウェア設計・開発・試験】
　制御系・業務系ソフトウェア、自社製品開発

【ハードウェア設計】
　3DCAD 機械設計、自社製品開発

事業内容・商品

弊社では教育に力を入れており、資格取得支援制度があります。受験料は弊社が事前に
支給し、合格時には資格難易度に応じた報奨金を支給しています。また社外研修も充実
しています。
年に 3 回行われる社員総会には、全社員が参加し、会社の方針や取り組んでいる業務
の報告、新しい取り組みについて情報共有をしています。

特　　色

取　引　先

株式会社アルコ・イーエックス

79 人従業員数 １人茨城高専生採用実績
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機械システム工学科、電子情報工学科

プログラマ／システムエンジニア／ CAD エンジニア

【プログラマ／システムエンジニア】
ソフトウェアの設計、開発等を行っていただきます。

【CAD エンジニア】
3DCAD を用いた設計業務を行っていただきます。

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県ひたちなか市津田東 4－10－5
株式会社アルコ・イーエックス本社

予定あり

プログラミング体験、CAD ソフトを使用した設計体
験をし、弊社の商品がどのように作られていくかを実
感していただきます。
また、最後には取り組みに対して、フィードバックさ
せていただきます。

2017 年 12 月～ 2018 年２月 20 日
（実日数１日間）

機械システム工学科、電子情報工学科 経験がある方

人事課　笠倉　多栄子

勝田駅

8：30 ～ 17：30（うち休憩時間 1 時間）

数名（詳細未定）

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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http://www.hiranuma.com/

電気機械器具製造業

平沼産業株式会社

化学分析装置の開発・設計・製造・販売
　■自動滴定装置
　■水分測定装置
　■環境分析装置

昭和 18 年創立。
国産初の自動滴定装置を開発して以来、「滴定のひらぬま」とお客様に呼ばれ親しまれ
ている会社です。開発から設計、製造、販売まですべて自社で行っており、お客様から
のご要望をスピーディに解決しています。
OEM・ODM 製品の受託も積極的に行っており、様々な分野の企業様とお取引をして
います。

株式会社日立ハイテクサイエンス／株式会社日立ハイテクフィールディング／協和メ
デックス株式会社

水戸本社および従業員 自動滴定装置　TITRA-A16 本社　設計部

〒 310－0836
茨城県水戸市元吉田町 1739

所　在　地

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

平沼産業株式会社

99 人従業員数 5 人茨城高専生採用実績



44

2D・3D CAD を使用した図面作成／電気回路／プログラミング

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

機械設計／電気設計／プログラマー

【設計開発職】
化学分析装置の開発を行う仕事です。CAD を使用し、デザインも含めた
外装部や機構部の図面作成や、試作品の製作、原価管理、電気回路設計、
プログラムなどを行います。

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県水戸市元吉田町 1739

予定あり

・自社製品の滴定装置・環境分析装置を使用したサン
プルの測定。

・CAD を使用して簡単な図面作成
・装置の制御プログラム作成

2018年８月28日～ 2018年９月８日
（実日数10日間）

機械システム工学科、電子制御工学科、
電気電子システム工学科、電子情報工学科

特になし

総務部　大内
☎ 029－247－6411

水戸駅
バスで 15 分

2018 年度

8：30 ～ 17：15（うち休憩時間 45 分）

2 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

Internship

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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50 人

http://www.ysd-k.co.jp

金属加工業

株式会社ヨシダ

株式会社ヨシダは大正 12 年（1923 年）に創業し、現在までに約 94 年の歴史があ
ります。創業時は主にポンプ・ボイラー関連の業務に携わり、昭和 36 年からグローブ
ボックスなどの原子力用製缶機器の設計／製作へと業務の範囲を広げて参りました。ま
た、近年は NC ／マシニング等を使用した特殊機械加工品の設計／製作にも力を入れ、
風力発電や次世代エネルギー分野にも進出しています。

研究開発のための特注品から量産加工品まで、お客様の要望に応えるため、設計／機械
加工／製缶溶接の３部門が三位一体となって連携する組織です。
2018 年には、新工場の竣工を予定しており、IT、IOT、Work–life balance、女性の
活躍を積極的に推進しています。

本社工場外観 グローブボックス製作過程 グローブボックス

〒 311－1114
茨城県水戸市塩崎町 2363

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

株式会社日立製作所／株式会社日立パワーソリューションズ／三菱日立パワーシステム
ズ株式会社／国立研究開発法人日本原子力研究開発機構／日本原燃株式会社

取　引　先

株式会社ヨシダ

３人茨城高専生採用実績
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2DCAD、3DCAD、CAM や溶接、マシンオペレーター技術など。

製造部（設計／機械加工／製缶溶接）

製造部員として、設計／機械加工／製缶溶接の３部門で、ものづくりの中枢に携
わって頂きます。また、希望に応じて生産管理部や営業部などお客様とコミュニ
ケーション能力が求められる部署への異動も行うことが出来ます。

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県水戸市塩崎町 2363

予定あり

製造部にて、設計／機械加工／製缶溶接の３部門で、
ものづくりの中枢に携わって頂きます。

2018 年８月１日～９月 30 日
（実日数５日間）

特に無し 特に無し

業務副本部長　米川　周佑
☎ 029－269－3131

常澄駅から徒歩 10 分

8：00 ～ 17：00（うち休憩時間 1 時間）

3 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

Internship

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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http://www.penguins.co.jp

情報サービス業

ペンギンシステム株式会社

■最先端研究支援ソフトウェアの受託開発、共同研究開発、保守、運用、コンサルティ
ング　

■自社製品開発、販売
　・救急トレーニングシステム「救トレ」
　・スポーツ・体育向けソフトウェア「見ん者」
■研究向けパッケージソフトウェア販売代理店
■新規性のある機器開発（ファブレスものづくり）　
■国委託プロジェクト申請、採択後実施、実用化等プロジェクト推進

■ 35 年に亘り、研究所や大学等の最先端研究の支援をするソフトウェアシステムを開
発しています。

■産業支援分野、自社製品開発も行っています。
■医療システムについては 10 年以上の実績があります。
■ IoT、ディープラーニング等、最新技術を用いた案件にもどんどん取り組んでいます。

〒 305ー0047
茨城県つくば市千現２ー１ー６　つくば研究支援センター CB10

所　在　地

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

ペンギンシステム株式会社

筑波大学／東京大学／群馬大学／国立研究開発法人産業技術総合研究所／国立研究開発
法人物質・材料研究機構／国立研究開発法人国立環境研究所／大学共同利用機関法人高
エネルギー加速器研究機構／国立研究開発法人放射線医学総合研究所／国立研究開発法
人宇宙航空研究開発機構／国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構／富士通
エフ・アイ・ピー株式会社

【研究開発支援の例】アナログ状態図デジ
タル化ソフトウェア

【医療向けソフトの例】高度な放射線治
療を支えるソフトウェア開発

【自社製品の例】救急トレーニングシステ
ム「救トレ」

28 人（うち女性８人）従業員数 １人（ものづくり事業推進室）茨城高専生採用実績
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プログラム設計／プログラミング／情報工学／数値解析／人工知能等

電子情報工学科

システムエンジニア

■研究所や大学等の最先端研究の支援をするソフトウェアシステムを開発するお仕
事です。高度先進医療向けソフト開発、自動化／ loT ／ミス防止向けシステムな
ど産業支援分野、自社製品開発も行っています。■ Linux ／ UNIX ／ MacOS ／
Android ／ iOS 等、Windows 以外の開発も多いです。■医療システムにも 10
年以上取り組んでおり、高い評価を得ています。■ IoT、ディープラーニング等、
最新技術を用いた案件にもどんどん取り組んでいます。

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県つくば市千現２－１－６
つくば研究支援センター CB10

予定あり

技術計算部：プログラム作成・SE としての文書（シ
ステム設計書など）作成。その他システム開発会社に
て行う様々な業務を体験する。
ものづくり事業推進室：詳細はお問い合わせください。

2018年８月１日～９月30日
（実日数５日間～10日間）

技術計算部（SE）：電子情報工学科
ものづくり事業推進室：物質工学科

一社に集中して学んで頂きたいため、当社のみでイン
ターンシップを希望される方を応募対象と致します。

総務部　横山
☎ 029－846－6671
employ@penguins.co.jp

つくば駅よりバス約 15 分、タクシー約 15 分、
徒歩約 30 分

2014 年度２人、2015 年１人
※茨城高専の方。他多数受入実績有。

9：00 ～ 18：00（うち休憩時間１時間）

若干名

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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〒 312－0005
茨城県ひたちなか市新光町 38　ひたちなかテクノセンタービル３階

320 人

http://www.nesi.co.jp/

情報サービス業

株式会社ＮＥＳＩ

各種法人並びに地方自治体、研究機関等をお客様とし、ニーズにお応えした解析・評価、
ソフトウェア開発及び情報システムサービス（計算機並びにネットワーク等の運用・管
理、各種情報処理及び業務支援等）の提供を行っています。また、ソフトウェアの開発
とネットワークの構築・運用の技術と経験を活かし無人航空機（マルチコプターなど）
の機体開発、自律航行、飛行制御等を行っています。

国の原子力研究開発機関に計算機技術分野から協力・支援するため、昭和 59 年に設立
されました。以来、原子力技術に関するソフトウェア開発、科学技術計算、各種情報処
理及び計算機システムの運用・管理などお客様のニーズに応え、幅広い業務展開を行っ
ております。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構／日本原燃株式会社／富士通株式会社／国立
研究開発法人量子科学技術研究開発機構／公益財団法人核物質管理センター／茨城県／
福井県／茨城県下市町村　など

本社及び事業統括本部が業務している
ひたちなかテクノセンタービル

放射線測定実施する業務用
ドローン飛行の様子

福利厚生行事の様子

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

株式会社ＮＥＳＩ

６人茨城高専生採用実績
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学校で身につけた基礎能力をベースにし、専門教科などの知識全般

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

技術開発員／研究開発員

システムの改造や新規開発などのシステム開発・整備・保守。
構造解析、流体解析等の技術計算とシミュレーション。
インフラシステムの環境構築と安定稼働維持などのシステム基盤構築・運用。
屋内用ドローン等の業務用ドローンの開発と各種放射線モニタリング。
研究開発業務のコンピュータシステム利用による協力・支援。　など

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県ひたちなか市新光町 38
ひたちなかテクノセンタービル３階

予定あり

センシング＆コントロール業務のデータ受信プログラ
ム作成、マイコンデータ連動プログラム作成及び試験
要領書作成、動作試験

2016年８月４日（木）～８月10日（水）
（実日数5日間）

全学科

経営統括部企画人事セクション　寺
テラ

門
カド

☎ 029－264－2238

勝田駅

2016 年度
（2018 年 2 月に２日から３日間の予定、2018 年
８月に５日間の予定）

9：00 ～ 17：30（うち休憩時間１時間）

２人

手　　当：なし
交　通　費：支給あり
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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38 人

http://www.saycom.jp/

ソフトウェア開発

株式会社 SAY コンピュータ

■ 受託ソリューション
　　自治体向けサービス…防災情報、公園管理　等
　　業務向けサービス…設備管理、産業廃棄物管理　等
■ 商品企画
　　See シリーズ、Eye シリーズ、Biz シリーズ

事業コンセプト「IT×茨城」のもと、商品・サービスを日本中のお客様にお届けします。
■日本中のお客様の想いをソフトウエアにして茨城から発信したい。
■地元茨城を元気にしたい。
という想いも込められています。

「受託請負、自社製品」の２本柱が当社の特徴・強みです。
■お客様と直接向き合うことが（お客様の声を糧に成長）できます。
■新しい技術にチャレンジできます。
■自分たちで人材を育成できます。

株式会社日立製作所／株式会社日立パワーソリューションズ／日本 ACLS 協会／株式
会社オープンストリーム／株式会社グローバルシェア／株式会社リーテム／桧山テープ
株式会社　（順不同・敬称略）

若手～ベテランが一丸となり、展示会へ自
社商品を出展しています。

2017 年９月、新社屋（本社）が完成し
ました！

（2017 年８月 31 日現在）
多くのお客様に当社製品を導入いただいております。

〒 312－0062
茨城県ひたちなか市高場１－18－11

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

株式会社 SAY コンピュータ

３人茨城高専生採用実績
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プログラミング技術／情報処理　等

電子情報工学科

プログラマ／システムエンジニア

■マーケティング・営業
　業界・企業分析、技術営業
■受託ソリューション
　見積・提案、設計、開発（プログラミング）、試験（社内・現地）、保守・運用
■商品企画
　研究開発、販売、保守

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県ひたちなか市高場１－18－11

未定

C 言語を使用して、課題（プログラム）を実施。
実際の業務に沿って、設計作成～開発～試験（仕様書
作成、実施）を体験。
※例年…面談の上、体験内容（課題を実施 or 実務を
体験）を決定。

2016年９月５日～９月16日
（実日数５日間）

全学科 特になし

採用プロジェクト
インターンシップ担当　永作　弥穂
recruit@saycom.jp

佐和駅より 徒歩 1 分

2016 年度

9：00 ～ 18：00（うち休憩時間１時間）

2 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

Internship

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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94 人

http://www.corona-el.co.jp

電気機械器具製造業

コロナ電気株式会社

医療機器及び理化学機器、電子計測器、電源装置の設計、製作及び販売
　■電子顕微鏡用電源装置
　■マイクロプレートリーダ

永年、日立ハイテクノロジーズ殿の協力工場として、半導体製造の品質管理に利用され
る測長走査型電子顕微鏡の電源装置を、試作の段階から設計、製作してきました。一方、
自社製品である医用光度計マイクロプレートリーダを中心に理化学機器の開発や販売に
注力し、国内の大学や研究所に多くの顧客を有しています。常に、新製品の研究・開発
に力を注ぎ、県内でも屈指の研究開発型企業の地位を占めています。

株式会社日立ハイテクノロジーズ／株式会社日立ハイテクサイエンス　その他

会社全景 自社製品：
マイクロプレートリーダ SH9000

設計室

〒 312－0052
茨城県ひたちなか市東石川 3517

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

６人茨城高専生採用実績
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機械システム工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

設計／開発

マイクロプレートリーダ等の計測器の開発設計（機構部、電気回路）

機械力学／材料工学／設計工学／電気・電子回路全般／幾何光学／Ｃ系言語プログ
ラミング

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県ひたちなか市東石川 3517

予定あり

開発製品の性能確認及び実験
ソフトウェアの動作検証

2018年９月（実日数５日間）

本　科：機械システム工学科、電子制御工学科
専攻科：機械工学コース、電気電子工学コース

管理部総務グループ　黒澤　照美
☎ 029－273－6111

勝田駅より徒歩約 20 分

2014 年度、2016 年度、2017 年度

9：00 ～ 17：00（うち休憩時間１時間）

１人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

Internship

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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205 人

http://www.fdc-inc.co.jp/

情報サービス業

株式会社エフ・ディー・シー

■情報通信制御ソフトウェア開発
電話交換機の開発、次世代スイッチの開発、ルータの開発、各種サーバの開発、ボイ
スメール装置の開発、全通話録音装置の開発

■情報家電への組込ソフトウェア開発
カーエレクトロニクス開発、カーナビゲーション、自動車 ECU、車載ヘッドユニット、
運転支援システム、各種通信モジュール／ドライバ

■ Web 系システム開発
販売管理システム開発、生産管理システム開発、在庫管理システム開発、IC カード
システム開発、銀行勘定系システム開発、衛星管制システム開発、衛星画像解析シス
テム開発、列車運行管理システム開発

■自社研究開発
Android アプリケーション、住宅業界向け設計支援ツール（Web サービス）

■東京及び茨城を中心に展開している独立系ソフトウェア開発会社です。
■創業以来 20 年間連続黒字決算！安定した経営！
■組込制御系から WEB 系開発、ネットワーク構築まで幅広い分野の業務内容！
■マネジメントシステムの構築に注力！高セキュリティ環境で高品質のシステムやソフ

トウェアを生み出しています！
■月平均残業時間 12.5H ！
■平均年齢 33 歳と若手中心！和気藹々とした社風！

［本　社］〒 101－0041 東京都千代田区神田須田町２－17－18　クリスタルビル５階
［事業所］茨城県つくば市、ひたちなか市にあります。

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

株式会社エフ・ディー・シー

ソフトボール大会自社研究開発つくば事業所

取　引　先 NEC プラットフォームズ株式会社／日本電気通信システム株式会社／クボタシステム
ズ株式会社／ TIS ソリューションリンク株式会社／三菱スペース・ソフトウエア株式
会社／株式会社日立産業制御ソリューションズ／宇宙技術開発株式会社／富士通エフ・
アイ・ピー株式会社　他多数

４人茨城高専生採用実績
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プログラミング技術／情報処理　等

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

システムエンジニア

企業や公的団体の要望をもとに、システム、ソフトウェアの設計・開発・保守など
を行っていきます。ときには IT コンサルタント的な視点から、お客様の業務・経
営の改善に取り組んでいきます。過去の開発例としては、カーナビをはじめとする
カーエレクトロニクス分野、宇宙開発関連団体のバックオフィスで用いる文書管理
システム、画像解析技術を用いたタンパク質の構造解析装置など、多彩なプロジェ
クトに取り組んでいます。

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県つくば市学園南２－８－３
つくばシティア・トワビル５階

予定あり

システム開発プロジェクト全工程（要件定義～総合テ
スト）の業務体験
スマートフォンアプリ開発体験

2018年８月６日～８月10日
（実日数５日間）

全学科 特になし

人事課
☎ 03－6687－1885
saiyou@fdc-inc.co.jp

研究学園駅　徒歩４分

2018 年度

9：00 ～ 17：00（うち休憩時間１時間）

10 人

手　　当：なし
交　通　費：支給あり
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

Internship

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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295 人

http:// www.king-ind.co.jp/

製造業（歯科治療用機器／工具機器／自動棒材供給機／耐火金庫　等）

日本アイ・エス・ケイ株式会社

■歯科治療用機器（つくば市）…歯科医院、歯科大学等向けに歯科治療用機器や訪問歯
科診療用機器

■工具機器（つくば市）…電設・建設・溶接を中心とした総合工事用機器
■自動棒材供給機（つくば市）…部品工場をオートメーション化する自動棒材供給機。

国内外の多数の工場でご使用いただいています
■スチール製書庫、ロッカー（筑西市、札幌市）…大手メーカー様の OEM 生産（相手

先ブランド名製造）の他、オフィスロッカー、コインロッカー等多岐に渡る収納庫
■耐火金庫、防盗金庫（群馬県）…業務用から家庭用まで多岐に亘る金庫や、キーボッ

クス、薬品保管庫等の各種セキュリティ商品

■お客様のご要望に「カスタムメイド」「一品一様」のきめ細かなモノづくりでお応え
する「開発主導型」のジャスダック上場メーカー

■開発、製造、販売そしてメンテナンスまでを全て自社で行う一貫生産体制で、自社ブ
ランド商品をご提供しています

■茨城県の優れたデザインを選定し PR し、茨城県の地域イメージ向上や産業振興につ
なげる「いばらきデザインセレクション」に、当社が開発した様々な商品が選定され
ています

■歯科治療用機器…歯科医院様／歯科医科大学様／歯科衛生士専門学校様　他
■工具機器…建築現場／土木現場等の工事現場
■自動棒材供給機…国内外の部品メーカー様
■ロッカー…大手事務機メーカー様へ OEM 提供　　■金庫…個人／法人様

業界初のコードレスの訪問歯科診療用機器
（ポータブルユニット）

業界初の 36V のパワーを誇る業界最軽量
のパンチャー（穴あけ機）

当社の自動棒材供給機は世界中の部品工場
で活躍しています

〒 300－4297
茨城県つくば市寺具 1395－1

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

日本アイ・エス・ケイ株式会社
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工学知識／電気知識／設計製図知識／語学力

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

開発職／営業職／製造職

＜開発職＞新商品の企画、開発、デザイン、設計／従来商品の改良、改善／展示会
の企画等の営業支援業務／工場内の改善業務　

＜営　業＞商社、代理店、ホームセンター等へのルートセールス・コンサルティン
グ営業（BtoB 営業）／商品のメンテナンス（技術営業）／展示会の企画、
出展、アテンド

＜製　造＞機械加工／組立作業／品質管理／工程管理

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

本社・筑波工場（茨城県つくば市寺具 1395－１）

予定あり

工場の全部門の仕事を体験していただきます。
・開発部門（主に座学）
・品質管理部門（現場実習）
・資材管理部門（現場実習）
・製造部門実習（現場実習）　等

2017年８月下旬～９月上旬
（実日数10日間）

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子シス
テム工学科、電子情報工学科、物質工学科

自家用車等で通勤できる方。（期間中、入寮を希望す
る方は要事前申出。入寮の可否は別途検討）

総務部　本
モト

☎ 029－869－2001

下妻駅　または　つくば駅

2010～2017年度（他大学のインターンシップ実績あり）

8：20 ～ 17：25（実働８時間、休憩時間 65 分）

5 人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：あり
食　　費：企業負担（昼食）

Internship

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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18 人

http://www.genesis-j.com

電気機械器具製造業

株式会社ジェネシス

計測制御系のエンジニアリング
主な製品
■組み込み用制御コンピューター
■インクジェットヘッドコントローラ
■研究所用特注実験装置
■製造工場用製品機能検査装置
■産業用インクジェット応用装置

■大企業が参入しないニッチ市場向けに、自社製品の開発製造販売を行なっています。
■コンピューターのソフトとハード両方に精通した最適設計を目指しています。
■製造は外部へ委託するファブレスメーカーです。
■働きながら大学等で学ぶことに対して奨励補助する制度があります。

会社風景 インクジェットヘッド制御基板 産業用インクジェット塗布装置 IJ-DESK

〒 311－0118
茨城県那珂市福田 1993－56

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

株式会社リコー／フロンティアラボ株式会社／株式会社ソフトサービス／株式会社第一
科学／大阪大学　他

取　引　先

株式会社ジェネシス

４人茨城高専生採用実績
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プログラミング／回路設計／英会話

電子制御工学科、電気電子システム工学科

システム設計／回路設計／ソフトウェア設計／技術サービス

システム設計：IoT システム構築、計測制御システム
回路設計：電子回路設計、装置筐体内回路設計、FPGA、DSP
ソフトウェア設計：ファームウェアプログラミング、PC アプリケーション
営業：海外向け営業
技術サービス：顧客への製品応用に関するコンサルティング等

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県那珂市福田 1993－56（本社）

予定あり

設計、研究業務体験（補助）

2018 年７月１日～９月 30 日
（任意実日数 10 日間）

不問 なし

総務部　総務課　矢ノ倉　亮
☎ 029－212－9084

水戸駅または勝田駅よりタクシー約 25 分

2018 年度

8：30 ～ 17：00（うち休憩時間 45 分）

2 人

手　　当：支給あり
交　通　費：支給あり
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

Internship

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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30 人

http://www.nais.ne.jp/

コンピュータを用いた解析技術の構築／原子力情報サービス／原子力の環境評価

株式会社ナイス

■マップソフトを使用して、原子力の放射線の広がりを可視化する業務
■核物質の粒子画像を解析するツールの開発
■原子力の廃止措置に向けた研究開発
■核不拡散・核セキュリティに関する技術支援

工学博士が６名、理学博士が３名在籍しており、原子力学会及び国際会議にも積極的に
参加しています。
会社の雰囲気はわきあいあいで、休暇等は公務員と同様で、自由に取得することができ
ます。
昨年度に定年制度を撤廃したのでいつまでも働くことができます。
過去８年間に離職した人はいません。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構／国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構／
原子力規制委員会　原子力規制庁／東京大学　他　各大学及び各原子力関連の研究機関

会社方針のイメージ図 採用情報のイメージ図 業務内容のイメージ図

〒 319－1112
茨城県那珂郡東海村村松 416

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

株式会社ナイス

１人茨城高専生採用実績
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情報処理／工学的な知識があれば OK、こちらで指導致します。

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

システムエンジニア／科学計算技術者／研究系職員

■ PC を用いてのソフトウェア作成
■データベースの構築
■文献情報の調査
■原子力関連の調査・研究

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県那珂郡東海村村松 416

未定

パソコンを用いてシミュレーションソフトを体感して
いただきます。
原子力施設の見学等を実施します。

随時受入可能（実日数 3 日間）

工学系の学科なら OK 特になし

総務部　内藤　直人
☎ 029－270－5000
n-naito@nais.ne.jp

東海駅から徒歩 20 分

2016 年度　随時実施している。

10：00 ～ 17：00（うち休憩時間１時間）

３人程度

手　　当：支給あり
交　通　費：支給あり
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

Internship

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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38 人

http://www.kougyoutosou.com/

工業塗装／DLC コーティング／ソフトウエア開発・販売

株式会社ヒバラコーポレーション

弊社は電力・インフラ関係の受配電盤、制御盤の工業塗装を主事業としている。
近年では、工業塗装業界への将来構想の実現に向け、大学・研究機関とアライアンスを
組み、関連機械の開発・販売に力を入れている。
今後の課題解決として、塗装技術継承・塗装技能人材確保の対策として関連機械の研究
開発、産業ロボットによる制御塗装、IoT 活用による工場管理への取り組みを行っている。

■自社開発生産管理ソフトウェア HIPAX の開発・販売
■ IoT を活用した遠隔地塗装工場管理システム
■真空蒸着技術（CVD ／ PVD 方式による DLC コーティング）
■産業ロボット、レシプロケータによる制御塗装、及び開発・販売

株式会社日立製作所電力システム・インフラシステム社／株式会社日立産機システム／
株式会社日立パワーソリューションズ／株式会社東光高岳　他 37 社

HIPAX II SYSTEM ロボット塗装ブース 会社外観

〒 319－1112
茨城県那珂郡東海村村松平原 3135－85

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

株式会社ヒバラコーポレーション
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ソフトウェアプログラミング／産業ロボットオペレーティング／
真空蒸着電気・電子機械制御　等

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

ソフトウェア設計・開発／工業塗装システム管理

■ IoT 活用による遠隔地工場管理
■産業ロボット制御・設備管理
■ソフトウェアプログラミング
■ CVD ／ PVD 成膜開発

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県那珂郡東海村村松平原 3135－85

予定あり

■ロボットプログラミング
■解析ソフトによるスプレー塗装流体解析
■各種センサー信号入出力制御

2018 年７月～８月（応相談）

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子シス
テム工学科、電子情報工学科

卒業後、進学希望ではなく就職を検討されている方

下
しも

斗
と

米
め

　敬
たかし

　
☎ 029－282－7133
shimotome@hibara.co.jp

東海駅よりタクシーで約５分

2018 年度

8：00 ～ 17：05（うち休憩時間１時間）

２人

手　　当：支給あり
交　通　費：一部支給
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担（補助有）

Internship

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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株式会社フジキン

下町ロケット：純国産ロケット第１号～ 
今日迄キーデバイスのバルブを開発納入

ちょうざめ養殖、国内初、人工孵化成功、
海外初、水槽での完全養殖成功

コードブルーに製品貸し出し、医療機器 
（ライフサイエンス）事業に注力

新本社／〒 101－0021　東京都千代田区外神田 1－18－13 　秋葉原ダイビル
工　場／〒 305－0841　茨城県つくば市御幸ケ丘 18

所　在　地

http://www.fujikin.co.jpホームページ

精密機器製造業、情報（ソフト）業業　　種

企　業　名

最先端技術及び ICT（情報通信技術）、IoT を活かしたセラミックス等の新素材による
宇宙ロケット用･エネルギー用･半導体用･バイオ用･オプト用等特殊精密ながれ（流体）
計測計装機器や電気機械類と電子バルブ・特殊精密電子ながれ（流体）制御ユニットシ
ステム装置類及び、クリーンエンジニアリング、フレッシュテクノロジーの設計、製造

（創造）、販売、サービス

事業内容・商品

一緒にロケットのキ―デバイス（バルブ）を創りませんか！陸・海・空・深海・宇宙の
全フィールド、全産業で大きな実績、宇宙開発で 80％、半導体で 70％のダントツシェ
ア。【下町ロケットのモデル企業～筑波の工場で、４ヶ月間ドラマの撮影が行われまし
た】創業から一度も、一人も社員のリストラをしない企業。資格取得制度で、退職する
迄、毎月、手当が支払われる資格が盛り沢山。

特　　色

東京エレクトロン株式会社／Applied Materials, Inc. ／Intel Corporation／
Samsung Electronics Co., Ltd. ／三菱重工業株式会社／株式会社日立ハイテク
ノロジーズ／トヨタ自動車株式会社　他

取　引　先

株式会社フジキン

4,157 人従業員数 ４人茨城高専生採用実績
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機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

開発／設計／生産技術／品質管理／生産管理／システムエンジニア／システム管理

開発：バルブ、継手、マスフローコントローラー、医療機器、ソフトの開発
設計：上記開発品の基本設計、詳細設計
生産技術：開発品を量産ベースにする為のラインの立ち上げ、改善、他
品質管理：検査・評価および必要に応じた修正・改善を行う管理
生産管理：生産を効率的に行なうための管理、納期管理

流体／材料／熱／制御／センサー／半導体／有機 EL ／リチュムイオン電池／発光
ダイオード／混合／分散

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

工場／茨城県つくば市御幸ケ丘 18

予定あり

組立
検査
他

2018年８月１日～８月31日
（実日数10日間）

全学科 ご指導教官の推薦者

人事総務　吉田・丸山

研究学園駅よりタクシー約 10 分、徒歩約 25 分

8：05 ～ 16：50（うち休憩時間１時間）

１人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：あり
食　　費：自己負担

Internship

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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475 人

http://www.e-ets.co.jp/ets

その他の企業向けサービス業

株式会社 E&E テクノサービス

■原子力施設及び関連施設等の運転、保守、管理
■原子力施設及び関連施設の除染、解体
■原子力施設等における各種工学試験

当社は、長年に渡り国内唯一の総合的な原子力に関する研究開発機関である国立研究開
発法人日本原子力研究開発機構（JAEA）殿が行う研究開発の一翼を担い、原子力施設
の運転管理、放射性廃棄物の処理・貯蔵管理及び高速炉の運転・保守等を通じて、豊か
な実績と高い技術力を培っており、原子力エネルギーの安定供給と地球環境の保全を目
指した様々な分野における技術支援を安全最優先にして取り組み、社会に貢献してい 
ます。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構／株式会社ナスカ

〒 312－0003
茨城県ひたちなか市足崎西原 1476－19

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

株式会社 E&E テクノサービス

原子力開発の歴史とともに歩んできた
E&E テクノサービス。本社建家外観。

安全を最優先に業務に取り組んでいます。
皆で安全唱和！ヨシ！

「気軽に声かけしてください。」
担当者の高橋係長。

取　引　先

８人茨城高専生採用実績
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機械／電気電子システム工学／電子制御／情報工学／物質工学を学んだ技能・知識。

技術職

JAEA 殿が東海村、大洗町で供用中の原子力施設において、核燃料サイクル技術
開発に関する分野、福島研究開発に関する分野、高速炉研究開発に関する分野の技
術支援を行っています。

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

予定なし

Internship

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、
電子情報工学科、物質工学科

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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49 人

http://www.logic-design.co.jp/

ソフトウェア業

株式会社ロジックデザイン

システム開発
■情報系
■制御系・組込み系・汎用系等、研究所・大手メーカのソフトウェア開発
■ビックデータ分析・解析
■ネットワーク構築等
■自社ソフトウェア製品
■教育事業等

ロジックデザインでは、制御系・組込み系・情報系等をメインとした受託ソフトウェア
開発、ビッグデータの分析・解析、地域自治体や教育機関と連携した研究開発、自社独
自のソフトウェア製品開発など、多岐に渡る事業を展開しております。

社友会行事　BBQ

≪メーカー系≫株式会社日立製作所／日立オートモティブシステムズ株式会社／日立建
機株式会社／日立産業制御ソリューションズ／日立パワーソリューションズ／日信ソフ
トエンジニアリング株式会社／株式会社東急エージェンシー／大日本印刷株式会社／株
式会社 DNP メディアクリエイト　他
≪地方公共団体・公益法人≫茨城県／公益社団法人 茨城原子力協議会／公益社団法人 茨
城県獣医師会／一般社団法人 茨城県観光物産協会／一般財団法人 日本立地センター　他
≪研究・教育機関≫国立研究開発法人 産業技術総合研究所／国立研究開発法人 日本原
子力研究開発機構／国立研究開発法人 理化学研究所／国立茨城工業高等専門学校／茨
城県立医療大学／茨城県立産業技術短期大学校　他

社内研修の様子

〒 310－0031
茨城県水戸市大工町 3－4－24　ハイジマビル２Ｆ

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

３人茨城高専生採用実績
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プログラマ／システムエンジニア

主に制御系・組込み系・情報系のコンピュータシステムの開発を行います。 
その他、解析系・グローバル支援・情報運用など 。
■学部・学科は不問です！卒業から３以内の既卒者の応募も可能です。 
■仕事の詳細は「採用情報」をご覧ください！

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

本社所在地

予定あり

・業界研究
・グループワーク
・技術体験

調整中

文系理系問わず可 特に無し

管理センター
☎ 029－300－4728

水戸駅よりバスで 10 分、徒歩で 20 分。

2017 年度含め毎年実施

調整中

２～５人程度

手　　当：なし
交　通　費：要検討
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

Internship

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用
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130 人

http://www.kikuchiseiki.co.jp/

電子機器製造業

株式会社菊池精器製作所

当社は、茨城県のひたちなか市で 50 年以上ものづくりを行っている製造業です。取り
扱い製品は、主に理化学分析機器や医療機器の部品加工から、製品組立を一手に受けて
います。その中でも、電子顕微鏡や臨床検査装置など一般的に見る事、触ることができ
ない装置の製造を行っていますが、出荷先は国内はもとより、海外に至るまで出荷され
ていく製品です。私たちのお客さまが位置するのは、グローバルに事業を展開する精密
機器の製造メーカーをはじめ多岐にわたりますが、いずれの業界でも、世界的な競争が
激化する一方です。そのような状況下において、私たちは、お客さまのビジネスを支え
るモノづくりをご提案し、良きパートナーとしての信頼と実績を築いております。

精密板金・精密切削・溶接加工・電子機器組立業務を社内一貫で製造をしている事が最
大の特徴です。他の企業では中々見る事ができない、自分が作った部品が製品のどの部
分で使われているのかが解るのも特徴の一つです。他にも、当社では、資格習得に力を
入れており、有資格者が多数在籍しております。会社の支援を受けながら、資格習得に
励むことができるのも当社の特徴です。

新社屋です。機械加工職場として運用して
います。最新の加工機を取り揃えてあり、
照明はすべて LED照明です。

５軸複合旋盤です。弊社には５台の５軸複合旋盤があり、
試作開発や難形状ワークの依頼で大活躍しています。この
地域にこれだけの５軸複合旋盤がある職場は珍しいです。

ファイバーレーザー複合加工機です。材料供給棚と連結する事によっ
て、無人で加工が可能です。又、ファイバーレーザーは今までのレーザー
と違い、材質を問いません。１個から多数個まで対応可能の設備です。

〒 312－0062
茨城県ひたちなか市高場 1730－3

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

株式会社日立製作所／株式会社日立ハイテクノロジーズ／株式会社日立ハイテクマニ
ファクチャ＆サービス

取　引　先

株式会社菊池精器製作所

３人茨城高専生採用実績
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■２DCAD・３DCAD や CAM など経験があるとよい。
■ PC 業務に苦手意識がない。
■各種資格取得済みがあると尚良い。

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

各職種の生産工程生産技術員

生産技術員として、板金・機械・溶接・組立の合理化や改善、設備導入計画の遂行
を主とし、企業の中枢を担う業務を行います。又、展示会参加や説明会支援など、
対外業務にも参加してもらう為、将来企業の中核を担う事ができます。その為、外
部教育にも積極的に参加してもらい、個のスキルアップをしてもらいながら、お客
様のビジネスを支えるモノづくりを実行します。

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

予定あり

総務部　菊池
☎ 029－272－5391

2013 年度８月 26 日～８月 30 日５日間１人
2014 年度８月 25 日～８月 29 日５日間２人
2016 年度８月 22 日～８月 26 日５日間２人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

●2018年度受入予定

●担当・連絡先

●記載内容の実施年度

●費　　用

Internship

本社：茨城県ひたちなか市高場 1730－3 勝田駅よりタクシーで約 15 分
佐和駅よりタクシーで約５分

●受入先所在地 ●最　寄　駅

製造のプロセスを実体験もらいます。板金・機械・組
立の３種類に必要な CAD／CAM を体験した後、各
製造現場でどのように物が製作されているのかを体験
してもらいます。

9：00 ～ 17：00（うち休憩時間１時間 15 分）
●体験内容 ●時　　間

2018年７月３日（月）～2018年８月31日（木）
（実日数３～５日間）の中で、要相談で決定。

１人～２人
●受入期間 ●受入人数

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子シス
テム工学科、電子情報工学科

車で通勤する場合は任意保険の有無を確認させて頂き
ます。又、傷害保険の有無を確認させて頂きます（学校
側で入っている場合）作業の所有を確認させて頂きます。

●対象学科・学年 ●受入条件
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201 人

http:// http://www.vtex.co.jp/

製造業

株式会社ブイテックス

【事業内容】
半導体及び液晶・有機 EL 製造装置用の各種真空バルブの設計・製造・販売
ラプチャーディスク（破裂板式安全装置）の設計・製造・販売

【商品】
■真空バルブ
■原子力用バルブ
■過剰圧力に対する安全装置：ラプチャーディスク、安全弁
■その他：新エネルギー、省エネルギー用各種特殊弁

当社は、真空バルブ、特殊バルブの専門メーカーとして、設計・開発・生産を一貫して
行ってきました。
真空バルブとは、真空と大気を隔離させ、真空環境を保つ為の精密機器です。
そのトップクラスの技術は、スマホといった身近なものから宇宙産業や医療機器開発な
ど、最先端の研究分野にも活かされ、産業や科学の発展に大きく貢献しています。

日本国内大手半導体・FPD 製造装置メーカー：T 社、H 社、C 社／国内大手化学工場　等

設計部事務所の様子です。 当社主力製品である、ロールカムゲートバ
ルブになります。

当社が国内唯一のメーカーである、ラプ
チャーディスクになります。

〒 312－0003
茨城県ひたちなか市足崎 1263

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

株式会社ブイテックス

10 人茨城高専生採用実績
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機械工学／電子制御

機械システム工学科、電子制御工学科

設計／開発職

■ 真空用バルブ（半導体製造装置用、有機 EL 製造装置用　等）、ラプチャーディ
スク、その他特殊バルブ等の設計・開発（2D CAD、3D CAD）

■ 開発品の評価
■ 電子回路設計

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

ブイテックス東海工場
東海工場設計部（ひたちなかテクノセンター内）

予定あり

現場研修（組立作業、部材受入、機械加工）
設計研修（業務説明、CAD 演習、開発品評価テスト）

2016年９月１日～９月７日
（実日数５日間程度）

全学科 条件なし

管理部人事課　武藤
☎ 029－285－0605

勝田駅よりタクシー約 10 分

2016 年度

8：30 ～ 17：15（うち休憩時間 45 時間）

２人

手　　当：なし
交　通　費：なし
宿泊施設：なし
食　　費：自己負担

●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

Internship
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38 人

http://www.coej.co.jp/about.html

コンピュータを使用した設計開発補助業務

株式会社ＣＯＥジャパン［（カ）シーオーイージャパン］

■公的機関・大学・民間企業への研究開発、設計業務支援
■各種プラント計画・設計・解析評価業務支援
■各種情報の電子化、並びに管理プロセスの改良、改善支援
■各種情報制御ソフトプログラミング支援
■地域産学官ネットワーク形成事業支援
■最高技術開発支援　知的・知能集団構成の確立
■一般労働者派遣業務（般 08－300224）
■有料職業紹介事業（08－ユ－300165）

わたくしたちは、平均年齢３２歳と若い社員の多い会社ですが、経験を重ねたベテラン
技術者と最新のデジタル技術により正確で高品質な設計を、電力様並びに電力プラント
メーカー様に提供し、高い評価を頂いております。
積み重ねたノウハウは教育制度に随時反映し、みなさんが学生時代に身に付けた専門の
知識をより強固なものに、そして社会の役に立つ技術を身に付けられる教育カリキュラ
ムを組んでおります。

株式会社日立製作所／日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社／日立プラントコンスト
ラクション株式会社／株式会社日立パワーソリューションズ／日立産業制御ソリューショ
ンズ／三菱重工業株式会社／三菱電機株式会社／東芝プラントシステム株式会社　他

研究施設内における計測作業風景 遊ぶ！食べる！飲む！
親睦を深める福利厚生行事

平成 28 年オープンの九州事業所
［九州テクニカルセンター］

〒 312 － 0005
茨城県ひたちなか市新光町 38　ひたちなかテクノセンター 402

所　在　地

従業員数

ホームページ

業　　種

企　業　名

事業内容・商品

特　　色

取　引　先

株式会社ＣＯＥジャパン

１人（電気・電子系）茨城高専生採用実績
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●受入先所在地

●2018年度受入予定

●体験内容

●受入期間

●対象学科・学年 ●受入条件

●担当・連絡先

●最　寄　駅

●記載内容の実施年度

●時　　間

●受入人数

●費　　用

機械工学系の知識／電気・電子系の知識

機械システム工学科、電子制御工学科、電気電子システム工学科、電子情報工学科

プラント設計技術者／機械設計技術者／開発設計技術者

各種発電プラント（原子力、火力、化学、再処理、etc）設備の安全性を確認する
業務や、自動車衝突時の座席にかかる衝撃力計算など、様々な分野でエンジニアリ
ングを行って頂きます。最初は簡単なワードやエクセル及び専用ソフトを用いての
データ入力や、図面のチェック作業を実施します。建物の空間情報を取得するた
め、最新の３次元レーザー計測器を駆使した計測手法も身に付けて頂き、トータル
サポートエンジニアを目指して頂きます。

活かせる技能・知識

オススメの学科

職　　種

仕事内容

茨城県ひたちなか市新光町 38
株式会社ＣＯＥジャパン　本社

予定あり

■会社説明及び業務内容説明
■技術実績説明
■３次元レーザー計測器の操作説明・操作体験
■空間情報データの取り扱い説明・操作体験
■体験報告会

詳細未定（実日数２日間）

全学科 特にありません。興味のある方、気になる方は是非ご
連絡下さい！

採用担当：和田　純子、田口　淳一

勝田駅よりバス約 20 分［ジョイフル本田西］

9：00 ～ 17：45（昼休憩 12：00 ～ 13：00）

２人

手　　当：なし
交　通　費：一部支給
宿泊施設：なし
食　　費：企業負担

Internship
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主　催　　茨城工業高等専門学校

共　催　　株式会社ひたちなかテクノセンター

協　賛　　なかネットワークシステム（ＮＮＳ）

後　援　　一般社団法人茨城研究開発型企業交流協会（ＩＲＤＡ）

　　　　　一般社団法人茨城工業高等専門学校地域協働サポートセンター

一般社団法人 茨城研究開発型企業交流協会
Ibaraki R&D Association




