インターンシップ
実績

（2016年度実績）
学部等

ここでは、2016 年度に熊本県内へのインターン
シップの受入で実績のあった企業・団体を紹介
します。

地方創生プログラム

学部等

物質生命
化学科
マテリアル
工学科

インターンシップ先
（株）朝日新聞社
（株）熊本シティエフエム
（株）談

学部等
文学部
教育学部

法学部

理学部
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インターンシップ先
熊本市
熊本県警察
熊本市内各小・中・高等学校
熊本県庁
熊本市役所
熊本日日新聞社
RKK 熊本放送
肥後銀行
熊本県司法書士会
熊本県弁護士会
熊本大学
西部ガス
いであ株式会社九州支店
熊本県産業技術センター
株式会社 同仁化学研究所
一般社団法人 若者自立支援長崎ネットワーク
愛媛県経済労働部 経済労働部 産業技術研究所
コカ・コーラウエスト株式会社
六島まちづくり協議会

九州旅客鉄道（株）熊本支社熊本駅
コカ・コーラウエスト（株）
（株）イズミ ゆめタウン光の森
熊本信用金庫
熊本第一信用金庫
（株）熊本銀行
（株）肥後銀行
ＳＭＢＣ日興証券（株） 熊本支店
大学
日本生命保険相互会社
コンソー
野村證券（株） 熊本支店
シアム
住友生命保険相互会社
熊本
（株）熊本ホテルキャッスル
インターンシップ実績
医療法人創起会 くまもと森都総合病院
（株）リフティングブレーン
（株）コスギ不動産
（株）明和不動産
西鉄旅行（株） 熊本支店
熊本地方法務局
宇城市役所
八代市役所（水道局）
山鹿市役所
（公）くまもと産業支援財団

地元・くまもとの企 業を知る貴重な機会

企業説明会
事務・総合
会社名

会社名
トランスコスモス㈱

建築学科

理学部

熊本市
熊本県庁
熊本市役所
国土交通省 九州地方整備局
水野建設コンサルタント
鹿島建設
人吉市役所
株式会社 パスコ
東宝ホーム
九州建設コンサルタント
風土デザイン建築事務所
長野聖二・人間建築探検處
西山英夫建築環境研究所
赤星史比古建築都市設計研究所
すまい塾古川設計室（有）
エコワークス（株）
新産住拓（株）
（株）ライト設計
（株）建吉組
（株）冨坂建設
（株）岩永組
熊本県庁
テレビ熊本
熊本県民テレビ
オムロン阿蘇
熊本放送
九電工

（2017 年度実績）

事務・総合
会社名

PR ポイント

会社名

PR ポイント

不二ライトメタル㈱

㈱末松電子製作所

東洋電装㈱熊本工場

東京の新橋にある本社を中心に、生産拠点として国内３拠点、海外５拠点、国
内外に５つの営業所を持つグローバル企業として、魅力のある技術でクルマやバ
イクの神経ともいえる電装製品を製造しております。

フジクラプレシジョン㈱

当社は株式会社フジクラの１００％子会社として光通信用・産業用精密機器を製
造しています。
当社が製造する光ファイバ融着接続機は世界のトップシェアを誇り、
この３月にはファイバレーザ製造用新工場が完成します。

㈱末松電子製作所

高電圧パルスパワー発生技術を応用した様々な製品の開発を手掛け、その応用分
野は医療、環境、バイオ、農漁業と多岐にわたります。中小企業だからこそできる”
ゼロからのものづくり”にあなたも挑戦してみませんか。

㈱テクノフレックス

弊社は建築、産業設備、電力・ガス・水道などの様々な分野で使用される金属製
フレキシブル管継手・伸縮管継手のメーカであり、国内最大のシェアを誇ってい
ます。製品設計、開発を行う技術者を募集します。

カローラ、ネッツ、レクサス、フォルクスワーゲン、ジェームスと、県内トヨタグルー
プ最大のブランド数を取扱い、業界をリードする企業です。クルマでつながる全
ての人々に素敵なカーライフをご提案するお仕事です。地元に愛される地域密着
の活動に取り組んでいます。

㈱エイムテック

２００１年熊本生まれのガス漏洩検査機器の開発製造メーカーです。卓越した技
術を武器に「ものづくり」を行い業界全国シェアＮｏ．１にまで発展しました。ま
だまだ上を目指します。ともに成長したい方を募集します。
日本シェア NO.1、世界第 8 位の半導体後工程メーカー。主力事業である自動車
向半導体では世界シェア NO.１を誇り、高い技術力とコスト競争力を武器に世界
を舞台に事業を展開しています。

UNITED TOYOTA GROUP
（トヨタカローラ熊本㈱ / ネッツトヨタ中九州㈱）

㈱緒方建設

創業以来 64 年間、社会基盤を支える土木工事とお客様の夢を実現する建築工
事に携わり、地域の発展に寄与して参りました。現在、若手技術者の育成や IoT
による建設現場の生産性改善及び品質の向上に取り組んでいます。

㈱ジェイデバイス

㈱南栄開発

南栄開発は、熊本を中心に市街地開発事業や毎年約２００区画の戸建て分譲地
のプロデュースを行っております。３０年以上土地事業に携わり、土地に新たな
価値を付加し未来を見据えたご提案をいたします。

㈱オジックテクノロジーズ

「表面処理」や「MEMS 部品」の研究・開発・生産を行っています。その技術は
日本のみならず世界でも使用されています。最近では医療分野へ進出するため「が
ん細胞」の選択的捕捉が可能な「MEMS 部品」を熊本大学と開発中です。

㈱テクノクリエイティブ

システム設計・開発・運用・保守を全国に展開するソリューション事業。高い技
術力で大手機械メーカーの製造工程を請け負うエンジニアリング事業。これから
も技術と信頼で幅広くものづくりに貢献します。

東京エレクトロングループ

東京エレクトロングループは、機械・制御・物理・化学・材料等の最先端工学を
結集した半導体をつくる“機械”を開発しています。また私たちが開発した装置は
付加価値技術を持ち、世界で高い競争力を誇っています。

㈱冨阪建設

住宅、賃貸マンション、
医療施設、
福祉施設等の「暮らし」や「事業」に関する様々
なニーズにお応えできるフィールドがあります。設計・施工一貫してお応えすること
で、お客様の課題解決及び利益を追求できます。

㈱ヒューマン

ものづくりから
「コトづくり」企業へ。半導体製造装置等生産設備から LSI の設計・
製造、組込みシステム開発等、創業 31 年で培った技術力で IoT や AI が生み出
す豊かな情報化社会の創出に貢献しています。

㈱野毛電気工業九州事業部

当社はリードフレームおよび電子部品のめっき加工を主力とし、車やパソコン、ス
マートフォン等様々な電子機器に利用されております。また検査装置の製造販売
も行い多種多様のお客様に利用いただいております。

㈱ＮＴＦ

総合技術サービス企業を目指す弊社は、橋梁や水門等の土木構造物・電気通信
設備の設計、現地調査・診断等の公共分野と、自動化設備（ＦＡ）の設計・製作、
コンピュータ関連の開発等の民間分野で社会に貢献しています。

サクセスリンク㈱

我社は、自己実現支援業として子供達の学力だけでなく人間力も育てる教育を目
指し、かつ自己実現に必要な健康支援にも力を入れて、素敵な仲間と共に人が輝
く自己実現を目指します。

ルネサスエレクトロニクス（株）グループ

世界シェア No.1 の自動車向けマイコンを中心に、アナログ＆パワーデバイスから
システムＬＳＩまで、多彩な製品群と高い技術力を駆使し、世界中のお客様のニー
ズに応える半導体ソリューションを提供しています。

熊本製粉㈱

ブリヂストン創業者によって設立された創立 70 周年の製粉メーカー ( ブライト企
業 )。小麦粉・米粉・そば粉・機能性素材など、
「食」の部分で皆様の暮らしに貢献。
国内製造業初のグルテンフリー認証取得で海外にも進出

㈱テラプローブ

当社は大手メーカーをルーツとする国内屈指の半導体テスト会社です。近年は次
世代ソフト・ハード開発事業として、世界最速・最小の顔認証モジュールや、脳
波解析を応用した意思伝達装置の研究開発も推進しています。

西田精麦㈱

創業 89 年、穀物の加工一筋に歩んできた八代生まれの食品製造業です。大麦を
使用した食品事業、焼酎・みそ作りの原料大麦加工、飼料生産を行っています。
現状に満足せず、常により良い企業を目指し続けています。

メイビスデザイン㈱

電子機器の中枢で使用されている LSI（大規模集積回路）は、車、通信、医療、
家電等で必要不可欠なものであり、当社は、そのような LSI 製品を必要としてい
る企業と連携し、高性能な LSI の開発を行う会社です。

カネリョウ海藻㈱

もずく・めかぶ・色物海藻で国内トップシェア。基礎研究から商品開発、製造、
販売までトータルな海藻商品を取扱う総合メーカーです。最近では、国内外の賞
を受賞する等、通販、海外事業展開も進めています。

ソニーセミコンダクタマニュ
ファクチャリング㈱

㈱大嶌屋

熊本を中心とする全国 300 件以上の契約農家さんより、こだわりの旬のフルー
ツや熊本特産馬刺などをお届けする食品の通信販売の会社です。大嶌屋のフルー
ツのようにフレッシュな仲間を大募集！！

半導体製品の設計・開発・製造・カスタマーサービスまでを手掛ける半導体デバ
イスメーカーです。
特に主力事業であるイメージセンサーは世界シェアNO1を誇り、
世界中のスマートフォンやカメラ、車載用カメラなどに搭載されています。更にはイ
メージセンサーにレンズや信号処理エンジンを組み込んだカメラモジュールで、イ
メージセンサーの付加価値を高めています。

九州電子㈱

高橋酒造㈱

明治 33 年（1900 年）創業、ことし 118 周年を迎えた熊本県人吉市に本社を置
く球磨焼酎を中心とした本格焼酎メーカーであり、常に業界をリードし続けてい
ます。企業理念は「いい米、いい水、いい人で」
。

当社が開発・製造する光半導体デバイスは、電化製品や車、光通信網など幅広
い分野に使われています。またＬＳＩの設計においても高い技術力で取組み、ブ
ロードバンド化、モバイル化に大きく貢献している企業です。

協電機工㈱

㈱ＳＹＳＫＥＮ

九州の通信インフラ構築をはじめ、官公庁や一般企業における総合設備工事の
現場で、責任者として安全で高品質な工事を完成させられるよう管理しています。
人と人をつなぐことが、私たちの使命です！

創業 68 年。電気・水道・空調といった設備工事を中心に、住宅設計・建築、発
電力事業など、安定的に事業を展開。熊本地震後の復興に貢献しております。
H29 年「ブライト企業」認定。福利厚生や評価制度も充実。

㈱十八測量設計

㈱九州ソフタス

IT 業界は、専門知識が必要だと思われがちですが、弊社では、新人研修と OJT
を行いますので、ゼロから学び、働くことができます。また、平成 29 年度熊本
県ブライト企業に認定されました。皆さんのご参加お待ちしております。

弊社は公共の道路・河川・橋梁などのインフラ整備に関する技術サービスを通して、
国民の安心・安全で快適な生活を支援する建設コンサルタントです。これからの
企業として、仕事と生活が調和できる職場づくりに取り組んでいます。

㈱ワコー

【ワコーは設立から５２年間、インフラ設計を通して熊本の発展を目指してきたも
のづくりの会社です。
】

地方自治体と金融機関に特化したシステムを自社開発し、全国 291 自治体、65
金融機関に提供。お客様の業務を分析して企画提案から開発、保守まで一貫し
た対応でお客様のベストパートナーを目指します。

中園化学㈱

クリーニング最大手ブランド「ホワイト急便」は、本社の熊本から地域に根差した企業とし
てお客様と従業員の幸せを日々追求しています。グループ全体では３Ｑカットや農業等、サー
ビスを軸に多岐に渡る事業を展開中。

㈱水野建設コンサルタント

弊社は、昭和 27 年に熊本県測量業登録第１号として創業した建設コンサルタン
トで、今日まで一貫して「地域とともに」をモットーに、県内の道路や河川などの
インフラ整備の測量・設計・補償等の業務を行っています。

㈱電盛社

生活の空間、仕事の空間、機械・装置。それを快適・安全にしている電気と通信
と IT が電盛社の技術領域です。これからの新しいテーマは、
「新しい仕事のあり
方の提案」
、デジタルトランスフォーメーションです。

㈱ＫＩＳ

弊社は2020 年に創立 50 周年を迎えるソフトウェアの会社です。
NEC 情報サービス事業グルー
プとして、熊本から世界へをテーマに日々変化する業界の中でお客様へ優位性のあるソリュー
ションを提案しております。

㈱九州開発エンジニヤリング

当社は、地元九州のインフラ整備、環境・景観の保全、防災・減災など幅広い
分野で公共事業に関わる建設コンサルタントです。完全週休二日制で、技術者は
熊本本社勤務となります。熊本大学卒業生も活躍しています。

応用電機㈱

私たちは、半導体検査装置をはじめとする電子計測機器や、情報画像処理機器、
分析機器、医用機器を開発・設計・製造しています。最先端の技術力で他社に
は真似できないきめ細やかなものづくりを実現しています。

㈱ＲＫＫコンピュータサービス

地方自治体と金融機関に特化したシステムを自社開発し、全国 291 自治体、65
金融機関に提供。お客様の業務を分析して企画提案から開発、保守まで一貫し
た対応でお客様のベストパートナーを目指します。

㈱ジェイデバイス

日本シェア NO.1、世界第 8 位の半導体後工程メーカー。主力事業である自動車
向半導体では世界シェア NO.１を誇り、高い技術力とコスト競争力を武器に世界
を舞台に事業を展開しています。

オオクマ電子㈱

エレクトロニクスやメカトロニクスの製品を中心に、技術の向上、設計の高度化、
商品開発・研究を進めています。医療機関向けシステムやロボット活用技術製品
など自社製品を高い技術力で世界市場に挑戦しています。

㈱三井ハイテック

技術系

（2017 年度実績）

会社名

トランスコスモス㈱

PR ポイント

【業界 No.1】企業の経営課題を、コンサルティングから運用まで IT を駆使して解
決する事業です。森永製菓やニチレイなど大手企業の『事務』業務効率化が我々
の役割。あなたも事務のプロを目指しませんか？

ＫＪケミカルズ㈱

アクリルアミド誘導体製法を中核技術とし、塗料インクの脱溶剤化、各種電子材
料用途、機能性ポリマーや機能性オリゴマー、機能性溶剤への応用展開と、機
能創造型企業として世界に認められるブランドを目指します。

㈱テクノクリエイティブ

システム設計・開発・運用・保守を全国に展開するソリューション事業。高い技
術力で大手機械メーカーの製造工程を請け負うエンジニアリング事業。これから
も技術と信頼で幅広くものづくりに貢献します。

高度な精密加工技術をコア技術として、プレス用精密金型・工作機械・リードフレー
ム・モーターコアと事業を展開し、日本だけでなく世界の家電、エレクトロニクス、
自動車、産業機械の発展に貢献しています。

㈱富士通九州システムサービス

お客様が抱える経営課題を解決するために、お客様の現場改革の視点で経営分
析をおこない、最新のＩＣＴスキルを駆使してシステムを構築します。また、お客様
システムの安定稼動を総合的にサポートいたします。

㈱イノス

クライアントの抱える問題をともに考え、
ともに解決し、
ともに成長していく
「イコー
ル・パートナー」─設立以来変わることのない基本姿勢のもと、さまざまな企業
の業務改善につながるシステムをつくりあげています。

医療法人社団 仁誠会

小碩橋の傍に透析治療のクリニックを開設して 37 年。今では熊本市内・菊陽
で 6 施設 12 事業所が地域に根ざし、透析治療と高齢者福祉を展開しています。
400 人超の職員はワークライフバランスを大切に楽しく働いています。

㈱ニッセイコム

日立グループのシステムインテグレーター。荒尾市にも開発センターを構え、様々
な業界に向けて情報システムの提案・構築・サポートを行なっています。国立大
学向けの財務会計システムは業界内シェアトップです。

熊本製粉㈱

ブリヂストン創業者によって設立された創立 70 周年の製粉メーカー ( ブライト企
業 )。小麦粉・米粉・そば粉・機能性素材など、
「食」の部分で皆様の暮らしに貢献。
国内製造業初のグルテンフリー認証取得で海外にも進出

㈱ロッキー
熊本電気鉄道㈱

当社は、地域に根差した公共交通を軸に不動産、保険事業を始めとし、地域活性
化の為にアジアの活力を取り込む観光・インバウンド事業に注力しております。共
に地域の為に活躍したい方を心よりお待ちしています。

㈱プレシード

㈱地域科学研究所熊本事務所

地方では、人口減少や空家の増加、まちの財政逼迫、様々な課題を抱えています。
私たちは、GIS（地理情報システム）の開発と地方のまち創りの支援を通して、豊か
で活力ある地域社会づくりに貢献してまいります。

液晶ディズプレイ、半導体、自動車などの生産設備全般の開発・設計・製作をワ
ンストップで行う技術集団です。取引先は国内や海外に、グローバル・先端技術
を肌で感じることができます。様々な知識や技術や経験を求める探究心溢れる企
業です。

西田鉄工㈱

テラダイン㈱

テラダインは、半導体をテストする装置（ATE）でトップシェアを誇る世界大手メー
カーです。本社は、米国、マサチューセッツ州ボストン。海外エンジニアと共同
開発の機会も多く、グローバルな環境で活躍できます。

㈱コスギ不動産

私たちの事業の中心軸は「賃貸管理」であるということです。お客様お一人おひ
とり、オーナー様お一人おひとりのパートナーとして、常に安心と信頼され、地域
と共に発展し続ける「誠実企業」を目指しています。

弊社は、津波や高潮、最近頻発するゲリラ豪雨などを要因とした洪水などの被害
から生命や財産を守る社会インフラの整備に貢献しております。どう社会に貢献
できるか、強い探究心と責任感を持つ人を求めています。

㈱ＫＳＫ九州

平田機工㈱

自動車、スマートフォン、家電などの商品は、ロボットシステム、IoT といった、
最先端の技術が集約された生産設備で製造されています。この生産設備を世界
中のメーカーに提供している会社、これが私たち平田機工です。

㈱再春館製薬所

私たちは年齢基礎化粧品『ドモホルンリンクル』等の工場での製造からコールセ
ンターによる販売までを全て自社で手掛ける、化粧品・医薬品のメーカーです。

私達の仕事は、お客様が必要とするソフトウエアを形にすることです。ＩＴの各
分野が多様化し続ける現在、当社ではより幅広く、多くの個性を持った人材を求
めています。共に成長していける仲間を待っています。

ＪＭＵは、
「商船」
「艦船」
「海洋・エンジニアリング」
「ライフサイクル」の４つの
事業を手掛ける造船会社です。豊富な建造実績による技術力等の強みを生かし、
業界のリーディング・カンパニーであり続けます。

熊本中央信用金庫

創業 68 年。電気・水道・空調といった設備工事を中心に、住宅設計・建築、発
電力事業など、安定的に事業を展開。熊本地震後の復興に貢献しております。
H29 年「ブライト企業」認定。福利厚生や評価制度も充実。

ジャパンマリンユナイテッド㈱

当金庫は金融機関の１つである協同組織金融機関です。信用金庫は地元の中小
企業の発展と地域の皆さまの豊かな生活のために金融を通じて貢献しています。

協電機工㈱
金剛㈱

業界トップのシェアを誇る丸ハンドル式移動棚をはじめ、自動書庫システム等、
ＩＴ
に対応した製品・ソフトを開発。また地震に対応した免震技術の開発等、常に業
界をリードする製品の開発・製造・販売を行う会社です。

「信用保証」をもって中小企業金融の円滑化を図る公的な保証機関で、国や熊本
県・市町村の中小企業政策の一翼を担っています。地域経済を支える中小企業を
金融・経営の側面から支援することで、熊本の発展に貢献しています。

（2017 年度実績）

高電圧パルスパワー発生技術を応用した様々な製品の開発を手掛け、その応用
分野は医療、環境、バイオ、農漁業と多岐にわたります。中小企業だからこそで
きる”ゼロからのものづくり”にあなたも挑戦してみませんか。

熊本県に特化し、製造・輸送・小売まで自社完結を追求めている異色のスーパー
です。このシンクタンク注目の「工場型スーパー」と、定着率 97％を維持する職場
環境、地域貢献力について説明させていただきます。

熊本県信用保証協会

技術系

当社は 1969 年、熊本県長洲町に設立されました。1976 年に形材販売事業を
開始し、これが今日の当社独自事業の基礎となっており、更に、現在ではマグネ
シウム合金の研究開発へ挑戦を続けています。

PR ポイント
【業界 No.1】企業の経営課題を、コンサルティングから運用まで IT を駆使して解
決する事業です。森永製菓やニチレイなど大手企業の『事務』業務効率化が我々
の役割。あなたも事務のプロを目指しませんか？

（2017 年度実績）

㈱ＲＫＫコンピュータサービス

（2017 年度実績）
PR ポイント

工学部

熊本県産業技術センター
熊本製粉株式会社
熊本市環境総合センター
再春館
リバテープ株式会社

事務・総合

地方創生プログラム / 2019 年 3 月から実施
地方創生プログラムでは、県内企業の就職情報を提供するため企業説明
会の実施を予定しております。どなたでも参加可能ですので是非参加し
てください。

社会環境
工学科

インターンシップ先

税理士法人さくら優和パートナーズ

鹿児島、熊本、福岡の３本部体制でスタッフ１００名。税務・会計は勿論、相続・
事業承継、Ｍ＆Ａ等日本経済の課題解決に重点取組中。未経験でも税理士資格
なくても、充実した社内教育で成長をサポートします。

ヤマハ熊本プロダクツ㈱

当社はヤマハ発動機グループの一員として船外機を製造しています。 一貫生産工
場で高品質なものづくりを追求し、お客様の信頼と共感を大切にした経営を行っ
ています。

熊本トヨタ自動車㈱

昭和 12 年 7 月の創立以来、車一筋に活動して参りました。トヨタ車とレクサス
車を扱う販売店として県下に 18 箇所の店舗を展開して地域に密着し、お客様視
点を大切にして、地域社会に貢献できる企業であり続けたいと考えています。

㈱ニフコ熊本

プラスチック製品製造業界において世界と競合する株式会社ニフコの完全子会
社として自動車用部品や住宅・家電用部品を製造しています。来年操業の新工場
では、商品開発・設計部署を新設し、更なる飛躍を遂げます！

Information

㈱キューネット

当社は地元№ 1 の警備会社として地域のニーズに応えた利便性の高い警備サー
ビスを展開してきました。近年はドローンやＡＩを活用した新サービスの開発にも
力を入れ、熊本がより安心・安全な「まち」となるよう今後も邁進いたします。

ネクサス㈱

今話題のマグネシウム合金で自動車部品を生産しています。勿論ただ作るだけでは
ありません。研究開発を進め世界初と言える合金表面の光沢を残す特殊な表面処
理で世界に挑みます。そんな小さな変わった企業です。

履修相談会は随時行っています！

最新情報はウェブで確認ください！

ソフトウエアビジョン㈱

熊本のトップを目指し、創業 34 年の成長企業。高い技術力でぴかっと光る独立
系ソフトハウス。
（ブライト企業）アプリから本格業務系システムまで手がける。

フジデノロ㈱

熊本で長く働ける安定企業！創業以来『47 年間黒字経営』を続け、半導体・医療・
航空機などの業界を先端技術で支える開発加工メーカー！匠の世界を自働化して
いく製造技術の革新に共に挑戦する仲間を募集中です。

少しでも疑問に思ったことや相談したいことがあった

地方創生プログラム

IoT/ クラウド専門ベンダーとして、お客様のビジネスの成功を最優先に考え、企
業へのコンサルティングや導入支援を行っています。またテレワークなど多様性の
ある働き方も実践しており、半数が女性社員です。

地方課題解決プログラム http://coc.kumamoto-u.ac.jp/

㈱熊日広告社

当社は、熊本日日新聞社グループの総合広告会社として、熊本を中心にお客様の
心に届く広告を提供しています。新聞広告からテレビ CM、WEB 広告まで幅広い
メディアを取扱い、
約 2,000 社を超えるお客様と取引をさせていただいております。

ら、各担当へ気軽にご相談ください（裏表紙参照）
。

㈱システムフォレスト

お知らせ

http://kumamoto-cocplus.jp/

