
Ｎｏ 企業名 業種 実習場所 学年・専攻  希望の母語言語
希望の

日本語能力

受入予定

人数
日程・期間

採用の

可能性
面接 補助関係 会社ＨＰ

1 株式会社　広小路キッチンマツヤ 飲食サービス業 職場体験型

接客マナー、オーダーから会計までの流れの

学習、ホールでの接客、調理補助、片付け、

掃除、実習振り返り

名古屋市中区 不問 不問 不問 2名 2/6～2/10の５日間 未定 無
通勤費：支給無

昼食代：支給有（メニューより選択）
https://kitchen-matsuya.com

2 株式会社　幸建 建設業 職場体験型

①作業場：現場での施工

②本社：オリエンテーション、施工管理実習

(基礎・外構工事)※、実習内容のプレゼン

テーション

※雨天の場合：図面→見積書作成等

愛知県春日

井市

①作業場

②本社

学年：不問

専攻：経済、その他文系、物理・

化学、機械・工学

　　（他専攻でも検討可）

不問 日常会話レベル 2名/1回
1/30～3/17の内5日間

＜実習日程は応相談＞
有 有

通勤費：支給無

昼食代：支給無
https://www.e-kouken.jp

3 株式会社　キョウワ 製造業 職場体験型

工場案内、安全衛生講座、組立基礎座学、作

業訓練、ユニット部品組立実習、搬送コンベ

ア本体組立実習、包装装置組立実習

岐阜県関市

学年：学部3年・4年

　　（他学年でも検討可）

専攻：物理・化学、機械・工学

　　（他専攻でも検討可）

ベトナム語 日常会話レベル 3名
2/8～2/14の5日間

*土日祝除く
有 有

通勤費：支給有（上限3,000円/日）

昼食：給食支給
https://www.kk-kyouwa.co.jp

4 株式会社　丸八テント商会 製造業 実務実践型

海外テント市場調査、ブログの更新、電話対

応、メディアコスモス訪問、ネットビジネス

説明、工場見学、見積依頼、メール対応

名古屋市中区

学年：不問

専攻：機械・工学、 環境・エネル

ギー（他専攻でも検討可）

不問 日常会話レベル 1～3名
2/2～2/14の10日間

*日祝除く
未定 有

通勤費：要相談

昼食代：支給無
https://08tent.co.jp/

5 株式会社　ウィン

小売業

（教育サービ

ス）

職場体験型

日本語学校における新規留学生へのレク

チャーの手伝い、留学生の授業の補助、SNS

を使ってのPR活動

愛知県岡崎市 不問 ベトナム語、ネパール語 日常会話レベル 2名/1回

期間A：1/30～2/3

期間B：2/6～2/10

期間C：2/13～2/17

期間D：2/20～2/24

期間E：2/27～3/3

期間F：3/6～3/10

期間G：3/13～3/17

                  各5日間

有 無
通勤費：支給無

昼食代：支給無
http://www.win-gr.co.jp

6 株式会社　マップクエスト 情報通信業 実務実践型

GIS基礎研修、課題プログラム開発実習(KML

ビューア作成)、システム開発実習(要件定

義・外部設計確認、詳細設計、レビュー、プ

ログラミング・デバック、テスト)、現場見

学、実習成果発表

愛知県豊橋市
学年：不問

専攻：情報
不問

ビジネスレベ

ル

または

日常会話レベ

ル

2名
3/3～3/16の10日間

*土日除く
有 有

通勤費：支給有(上限1万円まで)

昼食代：支給有(500円/日)
https://www.mapquest.co.jp/

7 名古屋・東京行政書士法人 法律サービス業 実務実践型

翻訳業務・通訳業務、役所への書類取得又は

郵送請求、官公庁申請の同行・翻訳業務、実

習発表

名古屋市中

村区

学年：学部3年・4年、修士2年

　　（他学年でも検討可）

専攻：法学

　　（他専攻でも検討可）

中国語、ネパール語、英語

（それ以外でも検討可）
ビジネスレベル 1名 2/6～2/10の５日間 未定 有

通勤費：支給無

昼食代：支給無
https://nagoya-tokyo-gyousei.com

8 株式会社　アルタ 情報通信業 職場体験型

オリエンテーション、デザイナー・プログラ

マー・営業・マーケター・事務・ライター・

コーダー各コースに分かれて業務体験、実習

報告発表

名古屋市中区 不問 不問 日常会話レベル 8名 3/13～17の５日間 有 無
通勤費：支給無

昼食代：支給無
https://www.alta.co.jp/

9 株式会社　未来サポート 医療・福祉 職場体験型

障害福祉について基本的な基礎知識を学ぶ、

モニタリング作成、課題への取組、ケース会

議と支援者会議、モニタリング評価と課題

等

名古屋市守山区 不問 不問 日常会話レベル 3名
2/8～2/16の7日間

*土日祝除く
有 有

通勤費：支給有（上限500円/日）

昼食：給食支給
https://mirai-miyabi.jimdofree.com

10 株式会社　須藤事務所 専門サービス業 職場体験型
企業内説明、各担当者について測量又は事務

の補助作業、実習まとめ発表
愛知県豊田市 不問 不問 日常会話レベル 1名 2/6～2/10の５日間 有 無

通勤費：支給有（上限1000円/日）

昼食：支給無
http://sudou.net

11 株式会社　ダンデライオンズ 情報通信業

職場体験型

実務実践型

調査研究型

名刺作成、実務演習、ビジネスマナー、グ

ループディスカッション、名刺交換、SNS記

事作成、プレゼンテーション

名古屋市中区

学年：学部3年・修士1年

　　（他学年でも検討可）

専攻：不問

母語：不問

期待する他言語：英語

TOEIC600点以上相当

日常会話レベル 1～3名
2/17～2/24の5日間

*土日祝除く
有 有

通勤費：支給無

昼食：支給有(500円/日)
https://dandelions.co.jp/

12 中央化工機　株式会社 製造業 職場体験型

オリエンテーション、会社内見学、ホーム

ページ翻訳、取り扱い製品の試験体験、

AUTOCAD体験、インターネット調査

愛知県豊明市 不問
ベトナム語

（それ以外でも検討可）
日常会話レベル 1名 2/13～2/17の5日間 有 有

通勤費：支給有(上限1万円まで)

昼食：給食支給
https://www.chuokakohki.co.jp

13 ごとう電気管理　株式会社 専門サービス業 職場体験型

会社概要・職務内容説明、法律・電気につい

ての説明、技術者と現場同行、インターン

シップ振り返り、実習まとめ発表

愛知県安城市
学年：不問

専攻：電気電子工学・ＩＴ
不問 日常会話レベル 2名

1/30～3/17の内5日間

*土日祝除く

＜実習日程は応相談＞

有 有
通勤費：支給有(実費)

昼食：給食支給
http://www.gotodenkikanri.co.jp
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14 ゼット工業　株式会社 製造業 職場体験型
会社紹介、座学（業務内容について）、現場

実習（工場または外出）、実習レポート作成
名古屋市守山区 不問 不問 日常会話レベル 1名 3/6～3/10の5日間 無 無

通勤費：支給有(実費)

昼食：給食支給
https://www.kyowa-z.co.jp/

15 一般社団法人　グローバル愛知 人材サービス業 実務実践型

日本語講座の参加、外国人の現状等の教育、

ビジネスマナー研修、イベントの企画、グ

ループワーク、留学生相談会の参加、事務的

業務、マッチングに関する教育、情報発信業

務、実習まとめ発表

名古屋市中区 不問 不問 日常会話レベル 4名 1/30～2/3の5日間 無 無
通勤費：支給無

昼食：支給有（750円/日）
https://global-aichi.or.jp/

16
株式会社

シーオーエスエンジニアリング
情報通信業 職場体験型

オリエンテーション、COSのグループ及び業

務紹介、ITシステムの学習と実際の業務体

験、現場見学、振り返り、実習まとめ発表

名古屋市中区

学年：学部3年・4年、修士1年・2

年、博士3年、研究生

　　（他学年でも検討可）

専攻：法学、経済（経済・経営・

商学部等）、社会・情報、国際・

語学、機械・工学、情報工学・制

御工学等

　　（他専攻でも検討可）

中国語

（それ以外でも検討可）
日常会話レベル 4～5名

2/7～2/16の8日間

*土日祝除く
有 有

通勤費：支給無

昼食代：支給無
http://cos-en.com

17
ジャパンHRソリューションズ

株式会社
観光サービス業 実務実践型

翻訳、観光関連調査とマーケティング、観光

関連電話連絡、観光ガイド、外国人材支援、

実習まとめ発表

名古屋市中区
学年：不問

専攻：不問

タイ語、英語、中国語、

韓国語、ベトナム語、ネパー

ル語、マレーシア語、インド

ネシア語、ヒンズー語

（それ以外でも検討可）

ビジネスレベル
14名

(各期間２

名)

期間A：1/30～2/3

期間B：2/6～2/10

期間C：2/13～2/17

期間D：2/20～2/24　※2/23除

く

期間E：2/27～3/3

期間F：3/6～3/10

期間Ｇ：3/13～3/17

          各5日間（期間Ｄのみ4日

間）

有 有

通勤費：支給有

       （定期券無し区間は上限500円/日）

昼食代：支給有（500円/日）

https://www.miniminitrip.jp

18 Man to Man　株式会社 人材サービス業
職場体験型

実務実践型

オリエンテーション、ビジネスマナー・ビジ

ネス日本語、業界・事業説明、障害者雇用支

援・グローバル事業説明、留学生就職支援イ

ベント運営、振り返り

名古屋市中区
学年：不問

専攻：不問
不問 日常会話レベル 15名

2/21、22、24、25、27の5日

間
有 有

通勤費：支給有（自宅最寄駅～新栄町

駅）

昼食代：支給有（700円/日）

https://www.mmg-recruit.com/

19 名工名鈑　株式会社 製造業（印刷） 職場体験型

オリエンテーション、工場見学、シルク印

刷・オフセット印刷・エッチング加工・プレ

ス加工の体験学習

愛知県北名古屋市
学年：不問

専攻：不問
不問 日常会話レベル 3名

2/6～2/17の内5日間

*土日祝除く
有 有

通勤費：支給有（実費）

昼食代：給食を支給
https://www.meiko-meihan.co.jp

20 有限会社　フォルマント・テック 医療・福祉 職場体験型

オリエンテーション、事業所開所準備及び事

務、障がい児デイサービス業務、訪問介護事

業の見学

名古屋市昭和区

学年：不問

専攻：社会・情報、教育・福祉・

心理

　　（他専攻でも検討可）

不問 日常会話レベル 2名
2/16、17、20、21、22の5日

間
有 有

通勤費：支給有（上限1000円/日）

昼食代：支給有（500円/日）
https://c-heart-sta.com/

21 社会福祉法人フラワー園 医療・福祉 職場体験型

オリエンテーション、事業所見学、介護体

験、地域公益活動、振り返り、実習まとめ・

発表

名古屋市中川区

学年：学部2年・3年・4年

　　（他学年でも検討可）

専攻：社会・情報、その他文系、

　　　医療・薬学

　　（他専攻でも検討可）

不問 日常会話レベル

２施設に

て

各２名

2/13、15、17、19、20の5日

間
有 有

通勤費：支給無

昼食代：給食を支給
http://flower1991.com

22 明和工業　株式会社 製造業 職場体験型

業界研究、工場見学、ワークショップ、技術

業務、製造業務、実習まとめ資料作成・発

表・フィードバック

愛知県高浜市

学年：学部3年、修士１年

専攻：物理・化学、機械・工学、

環境・エネルギー

不問 日常会話レベル 4名 1/30～2/3の5日間 有 有
通勤費：支給有（上限1000円/日）

昼食代：給食を支給
https://www.meiwacorp.co.jp

23
株式会社

キャリアデザイン・コム
人材サービス業 実務実践型

オリエンテーション、取引企業・協力会社巡

回、求人書類・リポート等作成、外国人労働

者との意見交換、実習まとめ

名古屋市中区

学年：学部1年・２年・３年、

　　　修士1年

　　（他学年でも検討可）

専攻：不問

フィリピン、中国等の

アジア諸国
日常会話レベル 1名 1/30～3/17の内5日間 未定

有

(電話

面談)

通勤費：支給有（上限10,000円/日）

昼食：給食を支給
https://www.hq-careerdesign.com
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24 株式会社　馬印 製造業 職場体験型

オリエンテーション、企業見学、業界全体像

などの説明、実務体験、商慣習・ビジネスマ

ナー・キャリア教育、関連施設訪問、振り返

り

名古屋市中川区

学年：学部2年・3年・4年、

　　　修士１年・2年

専攻：法学、経済・経営・商学部

等、社会・情報、国際・語学、そ

の他文系、物理・化学、機械・工

学、環境・エネルギー、その他理

不問 ビジネスレベル 2名
2/2～2/24までの3～5日間

*日祝除く
有 有

通勤費：支給無

昼食代：給食を支給
https://www.uma-jirushi.co.jp

25 金印　株式会社 製造業 実務実践型

オリエンテーション、会社・商品の知識習

得、商品開発模擬体験、展示会出展準備・視

察・接客実習・スタッフサポート業務、実習

まとめ発表

1･5日目：名

古屋市中区

2～4日目：

東京都中央

学年：学部３年、修士2年

　　（他学年でも検討可）

専攻：不問

英語、ベトナム語、フランス

語、ドイツ語

（それ以外でも検討可）

日常会話レベル 3名 2/13～2/17の5日間 有 有

通勤費：支給有（実費）

　　　　※東京実習交通費・宿泊費含む

昼食代：給食を支給

https://www.kinjirushi.co.jp

26

名古屋中公共職業安定所

(名古屋外国人雇用サービスセン

ター）

行政機関
職場体験型

実務実践型

オリエンテーション、関係部署見学、関連施

設見学、受付業務、翻訳業務、ガイダンス・

求職者用配布資料作成、振り返り

名古屋市中区
学年：不問

専攻：不問
不問 不問 2名 2/27～3/3の5日間 無 有

通勤費：支給無

昼食代：支給無
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner

27
株式会社

ステライノベーションズ
専門サービス業 実務実践型

オリエンテーション、コンサルティング業務

の流れ･秘密保持等の説明、提案資料作成、

翻訳業務体験･実習、語学教室運営･プロモー

ション業務、語学講座案内作成、ブログ･Ｓ

ＮＳ記事作成、企業研修企画、英会話講座見

学、インターンシップまとめ･発表

名古屋市中村区

学年：学部３年･４年、修士１年･

２年、博士１年・２年・３年、研

究生

専攻：不問

不問 ビジネスレベル 1～2名
1/30～3/17の内10日間

＜実習日程･期間は応相談＞
有 有

通勤費：支給有（上限1000円/日）

昼食代：支給有（600円/日）
https://www.stella-innovations.com

28 社会福祉法人　１９８０ 医療・福祉 職場体験型
オリエンテーション、関連施設見学、現場業

務体験、実習まとめ
名古屋市守山区

学年：不問

専攻：文系

　　（他専攻でも検討可）

不問 日常会話レベル 1名
2/6～2/10の5日間

＜実習日程は応相談＞
未定 無

通勤費：支給無

昼食代：支給無
http://1980.la.coocan.jp
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