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業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

医療法人相川医院 山口市
本　社
所在地

医療、福祉

無床診療所、介護老人保健施設あいあい山口、短期入
所生活介護、高齢者専用賃貸住宅、訪問看護ステー
ション、訪問リハビリテーション、在宅医療、訪問介護
事業

昭和44年開業以来、地域密着の医療・介護・福祉での実績・信頼。離職率も低く風通しの良い企業です。

業　　種

事業内容

職場
見学

株式会社アイテックス 周南市
本　社
所在地

情報通信業

・自社データセンターを活用したＩＴアウトソーシング
業務
・システムの設計、開発、運用管理
・パッケージソフトの開発販売及びIT関連機器の販売
・ネットワークの構築

昭和４２年からこの地で創業しており、ＩＴアウトソーシング・システム開発を中心に事業展開しています。

業　　種

事業内容

職場
見学

子育て
応 援

医療法人愛の会 下関市
本　社
所在地

医療、福祉

病院、介護老人保健施設、訪問看護

保育所の設置等、子育て世代を応援しています。研修制度により初めての方、ブランクのある方も安心です。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

株式会社 AOI 岩国市
本　社
所在地

建設業

総合建設業

若手社員が会社で生きいきと仕事が出来る環境を常に考える、人の「和」を大事にしている会社です。

1

2

3

4



－2－

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

社会福祉法人暁会 下関市
本　社
所在地

医療、福祉

特別養護老人ホーム、障害者支援施設、在宅介護等

女性にやさしい企業として、組織が充実し、職員同士だれかがカバーし、助け合える職場です。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

株式会社アクシーズフーズ 東京都
本　社
所在地

宿泊業、飲食サービス業

安心安全で健康に良くて美味しい、お客様にとって価値ある
ものをお届けするために、この社会を支える、なくてはならな
い大切な仕事として誇りをもって、ケンタッキーフライドチキ
ン等の店舗運営を複数展開してます。日本にはまだ少ない、
100店舗超の店舗運営をするメガフランチャイジーを目指し
ております(現在40店舗)

「食は命を支える」大事な仕事です。その大きな使命を担って私達と共に成長しましょう。

業　　種

事業内容

職場
見学

子育て
応 援

朝日産業株式会社 宇部市
本　社
所在地

卸売業、小売業

・建設資材卸売小売　
・住宅設備機器、管材料（塩ビ管等）、細骨材（コンク
リート用砂、砕石、造園砂利等）
・地質調査（井戸掘削、地盤調査）

創業６０年の実績に甘んじることなく、常識を変えるイノベーションに挑戦し続けます。

業　　種

事業内容

職場
見学

朝日鉄工株式会社 岩国市
本　社
所在地

建設業

・各種貯蔵タンク、ベルトコンベヤ等の設計製作
・各種配管工事
・プラント設備工事並びに機械組立据付工事

弊社は製作取付のみならず、製品を最後まで見守る姿勢、アフターサービスも大切にします。
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業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

医療法人協愛会阿知須共立病院 山口市
本　社
所在地

医療、福祉

病院、老人保健施設、訪問看護ステーション

地域とともに５０余年。これからも地域に信頼される質の高い医療・予防・介護福祉サービスを提供します。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

医療法人社団向陽会阿知須同仁病院 山口市
本　社
所在地

医療、福祉

・建設資材卸売小売　
・医療業
・病院（138床）
　内科、外科、整形外科、脳神経外科、リハビリテーショ
ン科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、放射線科

見学や実習を通して、医療関係の仕事のやりがいを実感していただきたいと考えております。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

株式会社アデリー 柳井市
本　社
所在地

卸売業、小売業

東京・大阪の大手企業、百貨店、通販会社等をクライア
ントとし、商品企画、カタログ制作からバイイング、物
流までをトータルプロデュース

我が社は日本一の高付加価値流通業を目指す『おいしいをデザインする食の総合プロデュースカンパニー』です。

業　　種

事業内容

職場
見学

株式会社アネスティソフトウェア 福岡県
本　社
所在地

情報通信業

・医療機器修理業
・コンピューターシステムに関する企画、設計、開発業務
・コンピューターに関する保守管理、データ入力及び販売業務
・セキュリティシステム構築
・労働者派遣事業法に基づく技術者派遣業務

地域に根ざしたIT企業をめざしています。地元で働きたい方を積極的に採用します。
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－4－

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

特定非営利活動法人ありがとさん 岩国市
本　社
所在地

医療、福祉

・介護保険事業所
・グループホーム、デイサービスセンター
・居宅介護支援事業所

利用者さんにも、職員にも居心地がよい場所、優しい、温かいかかわりがある職場です。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

株式会社アルファクス・フード・システム 山陽小野田市
本　社
所在地

情報通信業

外食企業に特化した、ＡＳＰサービス事業、当社企画の
オーダーエントリーシステムやＰＯＳシステム等のハー
ド機器の販売を行うシステム機器事業、その他他社機
器及びサプライ商品等を販売する周辺サービス事業か
らなっております。

開発に興味のある方や、業界を絞って営業・サポートを展開してみたい方は是非、お問い合わせください。

業　　種

事業内容

職場
見学

株式会社あんしん福祉会 山口市
本　社
所在地

医療、福祉

有料老人ホーム

当苑では、たゆまぬ教育や研修を通じて、スキルアップを図るとともに、職業人としての自信を育てます。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

株式会社イコーズ 周南市
本　社
所在地

分類不能の産業

内航船舶貸渡業

産業基礎資材、食料や日用品も運んでおり「みんなの生活を支える縁の下の力持ち」それが内航海運！
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－5－

業　　種

事業内容

職場
見学

有限会社井上建設 山陽小野田市
本　社
所在地

建設業

・環境事業(海水から採れたマグネシウムを使用しての
防草材、固まる土、水質改善材の促進)
・建設事業(土木・建築の施工管理等)

意欲があり、やる気のある方大歓迎です☆建設業、環境分野に興味のある方、是非お待ちしています。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

井森工業株式会社 柳井市
本　社
所在地

建設業

建築工事、土木工事（陸上・海上）、地盤改良工事（陸
上・海上）等の施工管理業務全般

地域と共に歩み、来年創業90年を迎えます。君たちの若い力と一緒に盛大に100周年を迎えましょう。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

いわくにバス株式会社 岩国市
本　社
所在地

運輸業、郵便業

・一般乗合旅客自動車運送事業
・一般貸切旅客自動車運送事業

バス会社は地域の足、観光の足として多くのお客さまにご利用いただいており幅広い活躍の場があります。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

植田鋳造株式会社 下関市
本　社
所在地

製造業

銑鉄鋳物製造業

ものづくり産業に不可欠な鋳造での沢山のお客様の面白い仕事に取り組み研鑽を重ねています。
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－6－

業　　種

事業内容

インターン
シップ

宇部興産海運株式会社 宇部市
本　社
所在地

運輸業、郵便業

内航海運事業、船舶代理店事業、国際複合一貫輸送事
業、コンテナ事業、港湾運送事業、エンジニアリング事
業、商社事業

昭和17年の創業以来、物流を通じて社会に貢献してきました。現在、海外での新ビジネスに取組んでいます。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

宇部興産機械株式会社 宇部市
本　社
所在地

製造業

ダイカストマシン、射出成形機、押出プレス、破砕機、粉
砕機、クレーン、コンベア、橋梁、鉄構、その他産業用機
械の製造・販売・サービス及びメンテナンス

多様多種な業界へグローバルな事業展開をしています。あなたも一緒に世界を舞台に活躍してみませんか。

業　　種

事業内容

職場
見学

宇部構内タクシー株式会社 宇部市
本　社
所在地

運輸業、郵便業

旅客運送業

カーナビを搭載しており、お迎え先も案内してくれて新人の方でも安心して業務をしていただけます。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

株式会社宇部情報システム 宇部市
本　社
所在地

情報通信業

・ソフトウェア受託開発
・システム商品
・CAE（コンピュータ支援エンジニアリング）
・情報処理サービス
・機器販売

地方にいながら、最先端の技術を身に着けることができます。「ＵＢＥ」宇部興産グループのＩＴ企業です。
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－7－

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

株式会社宇部スチール 宇部市
本　社
所在地

製造業

当社は宇部興産のグループ会社の一つとして、スクラッ
プを原料に鋼塊（ビレット）や鋳造品を製造していま
す。廃プラスチックや医療廃棄物を受け入れており、リ
サイクルにも貢献しています。

”新３Ｋ”（きれい、感動、かっこいい）をモットーに誇りと悦びを感じる職場づくりを目指しています。

業　　種

事業内容

職場
見学

有限会社梅乃葉 萩市
本　社
所在地

宿泊業、飲食サービス業

・飲食店事業「口福の馳走屋　梅乃葉」
・仕出し事業
・食品加工事業
・物販・通販事業（ECサイト運営・小売・卸売）

小さな地域から全国のお客様を。従業員やその家族を。会社を通して幸せの種を撒くのが仕事です。

業　　種

事業内容

株式会社エイム 宇部市
本　社
所在地

情報通信業

・コンピュータシステムの設計、導入、指導補助
・コンピュータソフトウェアの開発、販売、保守
・コンピュータシステムの運営及び管理の受託
・コンピュータ機器の開発、販売及び保守
・労働者派遣事業法に基づく人材の派遣

独立系システム会社。公共自治体の業務SEが多く、最近、開発センターや地図情報システムも受注増大中。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

ANAクラウンプラザホテル宇部
（株式会社ユービーイーホテルズ )

宇部市
本　社
所在地

宿泊業、飲食サービス業

≪ＡＮＡクラウンプラザホテル宇部≫での宿泊･レストラ
ン・結婚披露宴・宴会・会議・展示会等の運営

約100の国と地域において5000以上のホテルを展開しているインターコンチネンタルホテルズグループです。
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業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

株式会社エヌティーエー旅行 萩市
本　社
所在地

サービス業

ＪＴＢ総合提携店で、県内4店舗で営業しています。店
頭販売と団体営業の総合旅行社です。その他、山口県
の着地型商品や募集型企画旅行(口コミツアー)、マイス
や大会関係の取り組みも力を入れています。

山口県一の旅行会社になります。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

エポックワン有限会社 周南市
本　社
所在地

医療、福祉

介護事業

資格や経験の有無を問わず、「思い」を持って介護に取り組んでいただける方を求めています。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

株式会社エミアス本店 下関市
本　社
所在地

不動産業、物品賃貸業

・不動産売買、売買仲介
・不動産賃貸、賃貸仲介、賃貸管理
・建設業（主に戸建て住宅新築請負）

常に変わり続ける会社です。大変な面も有りますがやりがいも有ります。不動産を学ぶには最適と自負します。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

株式会社エムラ 防府市
本　社
所在地

卸売業、小売業

婦人服、紳士服、雑貨、シューズ、バッグ、宝飾品、呉
服、健康商材等の小売販売

おかげさまで創業80年。お客様に「エムラっていいね」と言っていただける企業を目指しています。
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業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

エルクホームズ株式会社 周南市
本　社
所在地

建設業

建設業（住宅メーカー）

お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた邸別自由設計で、人と環境に優しい暮らしの空間を実現します。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

王子ゴム化成株式会社 防府市
本　社
所在地

製造業

・ゴム・樹脂製品の製造、加工及び販売
・ゴム・樹脂製品に関する計画・設計・施工
・ゴム・樹脂製品に関する輸出入業務
　（ゴムホース、プレス型物、押出成型、ライニング）

創業60年を迎える、人と技術が創造する海外にも積極的に展開しているゴム・樹脂の製造業です。

業　　種

事業内容

職場
見学

子育て
応 援

オーカ装置工業株式会社 宇部市
本　社
所在地

建設業

自動ドア・昇降機・諸建材などの販売、設計、施工、保
守サービス

「ご利用される方の立場になる」ご利用いただく方のために日々、技術・サービスの向上に努めています！

業　　種

事業内容

職場
見学

大阪新薬株式会社 山陽小野田市
本　社
所在地

製造業

化成品の製造、受託加工

有機合成技術を駆使して、専門性の高い分野で化学の可能性を追求する化学メーカーです。
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業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

子育て
応 援

株式会社オータニ 宇部市
本　社
所在地

建設業

昭和５年創業以来、宇部マテリアルズ(株)の工場内作業
を主力に建設業、不動産業にも事業を拡大して現在に
至っております。

当社は、『ご縁を大切に』をモットーに、ワンストップで営業し『総合力』を強みとしています。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

株式会社オーネックス山口工場 山陽小野田市
本　社
所在地

製造業

製鉄、工作機、船用、自動車関係

当社では『飽くなき探求心と情熱』を持ったチャレンジ精神旺盛な人材を求めています。

業　　種

事業内容

インターン
シップ

職場
見学

株式会社オオバクリエイティブ 山口市
本　社
所在地

製造業

・スペースメディア…店舗内外装・空間デザイン・屋外広告
の企画・製作・モニュメント製作
・イベントメディア…展示会・各種大会・コンベンションな
ど企画・設営・運営
・セールスプロモーション…各種販促企画・実施・ツール制
作（印刷物、WEB制作）

町の看板屋さんとして創業、お客様と地域の皆様に育てられ、来年度創業70年を迎えます。

業　　種

事業内容

職場
見学

子育て
応 援

大林産業株式会社 山口市
本　社
所在地

製造業

・国産材(杉・桧)の製材事業
・山林立木買付代採事業
・プレカット事業、木製品(加工板、再割加工)製造業

山林から住宅まで、木材の総合一貫メーカーです。私達は未来の子供達のために環境を守ります！
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