
平成30年度インターンシップ受入登録先一覧 2019/1/16現在

ＮＯ 企業名 〒 住所 ＴＥＬ ＦＡＸ 産業分野 業種 URL 備考

1 アークテック㈱ 321-0202
下都賀郡壬生町おもちゃの
まち4-11-16

0282-86-0276 0282-86-0365 メーカー 金属製品 http://www.arktech.co.jp/index.html

2 ㈱アール・ティー・シー 329-0611
河内郡上三川町大字上三
川3948

0285-56-6213 0285-56-0197
ソフトウェア・通
信・情報処理

ソフトウェア http://www.rtc-corp.co.jp/

3 ㈱アイ・シー・エス 320-0055 宇都宮市下戸祭1-9-16 028-643-3377 028-643-3378
ソフトウェア・通
信・情報処理

ソフトウェア https://www.icsjpn.co.jp/index.html

4 ㈱アクティブホンダ 321-0971 宇都宮市海道町29-7 028-612-3731 028-662-6020 商社
商社（自動車・輸送機
器）

http://www.hondanet.co.jp/hondacars-
utsunomiyakita/

5 アクリーグ㈱ 323-0042 小山市大字外城81番地9 0285-24-3933 0285-22-8224
ソフトウェア・通
信・情報処理

情報処理 http://www.acreeg.co.jp/

6 ㈱足利銀行 320-8610 宇都宮市桜4-1-25 028-626-0159 028-625-8503 金融 地方銀行 http://www.ashikagabank.co.jp/

7 アジヤアルミ㈱佐野工場 327-0814 佐野市西浦町587-1 0283-27-2260 0283-27-2268 メーカー 金属製品 http://asia-alumi.co.jp/blog/

8 あづま食品㈱ 329-1115 宇都宮市下田原町3480-2 028-672-2112 028-672-2384 メーカー 食品 http://www.adumas.co.jp/

9 税理士法人アミック 321-0151 宇都宮市西川田町923-20 028-908-4411 028-645-1000 サービス 税務支援 http://www.amic-amg.co.jp

10 ㈱安藤設計 320-0012 宇都宮市山本1-3-14 028-625-2875 028-625-3815
建設・設計・不動
産

設計 http://ando-sekkei.jp/

11 イートランド㈱ 321-0968 宇都宮市中今泉1-22-12 028-638-5655 028-638-5660 サービス レストラン・フード http://www.eatland.co.jp/

12 ㈱板橋組 323-0025
小山市城山町一丁目3番26
号

0285-22-2255 0285-25-4440
建設・設計・不動
産

建設 http://www.itabashigumi.co.jp

13 岩澤建設㈱ 326-0324 足利市久保田町564-1 0284-70-3111 0284-70-3000
建設・設計・不動
産

建設 http://www.iwasawa.co.jp/

14 岩下食品㈱ 328-0042 栃木市沼和田町23-5 0282-22-3124 0282-22-3170 メーカー 食品 http://www.iwashita.co.jp/

15 ㈱宇都宮グランドホテル 320-0826 宇都宮市西原町142番地 028-635-2111 028-633-3666 サービス ホテル・旅館 http://www.utsunomiya-grandhotel.co.jp/

16
宇都宮市まちづくりセンター
“まちぴあ”

321-0954 宇都宮市元今泉5-9-7
028-661-
2778・2779

028-689-2731
官公庁・公社・団
体

公益・特殊・独立行政
法人 http://u-machipia.org/

17 宇都宮市役所 320-8540 宇都宮市旭1-1-5 028-632-2089 028-632-5425
官公庁・公社・団
体

官公庁
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi
/oshiraselist/saiyou/1016360.html

18 国立大学法人宇都宮大学 321-8505 宇都宮市峰町350 028-649-5022 028-649-5027 サービス 学校 http://www.utsunomiya-u.ac.jp/

19 エーシーエム栃木㈱ 329-2331 塩谷郡塩谷町田所970 0287-45-2667 0287-45-2670 メーカー 複合材 http://acm-tochigi.co.jp/

20 ㈱オータニ 321-0905
宇都宮市平出工業団地37-
3

028-661-4011 028-660-2222
百貨店・ストア・
専門店

スーパー・ストア www.sp-otani.com

21 大田原市 324-8641 大田原市本町1-4-1 0287-23-8702 0287-22-4485
官公庁・公社・団
体

官公庁 www.city.ohtawara.tochigi.jp/

22 オグラ金属㈱ 326-0013 足利市川崎町1310番地 0284-91-4118 0284-91-4127 メーカー 金属製品 http://www.ogura-gr.co.jp/

23 ㈱オフィスエフエイ・コム 329-0216 小山市楢木293-21 0285-41-1140 0285-41-1164
ソフトウェア・通
信・情報処理

ソフトウェア http://www.office-fa.com

24 小山市 323-0811 小山市犬塚3丁目１番地3 0285-21-1877 0285-21-1839
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://www.city.oyama.tochigi.jp/

25 オリジン電気㈱間々田工場 329-0211 小山市暁3丁目10-5 0285-45-1111 0285-45-8337 メーカー 電気機器 http://www.origin.co.jp/

26 ㈱開倫塾 326-8505 足利市掘込町145 0284-72-5945 0284-73-1520 サービス 教育・学習支援 http://www.kairin.co.jp/

27 ㈱ガスパル 320-0047
宇都宮市一の沢2丁目16-
18

028-600-1023 028-621-2668 小売業 LPガス販売 http://www.gas-pal.com/index.html 新規受入先

28 鹿沼市 322-8601 鹿沼市今宮町1688-1 0289-63-2181 0289-63-2189
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://www.city.kanuma.tochigi.jp/

29 ㈱カワチ薬品 323-0061 小山市卒島1293 0285-37-1115 0285-37-0705 小売業 薬品・食品販売・ストア http://www.cawachi.co.jp 新規受入先

30 ㈱カンセキ 321-0158 宇都宮市西川田本町3-1-1 028-659-3111 028-659-3678
百貨店・ストア・
専門店

ホームセンター http://www.kanseki.co.jp/

31
関東インフォメーションマイクロ
㈱

320-0071 宇都宮市野沢町602-2 028-665-9777 028-666-1355
ソフトウェア・通
信・情報処理

情報処理 http://kantoinfo.net/

32 ㈲関東実行センター 323-0042 小山市大字外城157-3 0285-23-3026 0285-25-4711 サービス 廃棄物処理 http://www.kantou-jc.co.jp

33 関東自動車㈱（関東バス) 321-0964 宇都宮市簗瀬4-25-5 028-634-8179 028-633-0770 運送 道路旅客運送 http://www.kantobus.co.jp

34 菊地歯車㈱ 326-0332 足利市福富新町726-30 0284-71-4315 0284-72-6519 メーカー 金属製品 http://www.kikuchigear.co.jp/

35 北関東綜合警備保障㈱ 320-0833 宇都宮市不動前1-3-14 028-639-0306 028-638-8396 サービス 警備 http://www.kitakantosok.co.jp/

36 鬼怒川グランドホテル㈱ 321-2522
日光市鬼怒川温泉大原
1021

0288-77-1313 0288-77-3344 サービス ホテル・旅館 http://www.kgh.co.jp/

37 ㈱キリウ 326-0142 足利市小俣南町2番地 0284-62-9242 0284-62-9241 メーカー 自動車・輸送機器 http://www.kiriu.co.jp

38 ㈱庫や 329-2811 那須塩原市下田野532-171 0287-35-4608 0287-35-3161 メーカー 食品 http://www.kuraya-group.co.jp/ 新規受入先

39 ㈱グリーンヘリテージ 329-1572 栃木県矢板市安沢2180 0287-41-0058 0287-41-0059 サービス
飲食店・ゴルフ練習場
経営 http://www.58gc.com

40 ケーブルテレビ㈱ 328-0024 栃木市樋ノ口町43-5 0282-25-1811 0282-25-1818 マスコミ 有線テレビ https://www.cc9.jp/

41 光陽電気工事㈱ 320-0061 宇都宮市宝木町2-880 028-652-6000 028-652-6009
建設・設計・不動
産

設備関連 http://www.koyonet.com/

42 社会福祉法人こころみる会 326-0061 足利市田島町616番地 0284-41-5039 0284-43-2665 サービス
障害支援・介護サービ
ス http//www.cocoromi.or.jp 新規受入先

43 小林酒造㈱ 323-0061 小山市卒島743-1 0285-37-0005 0285-37-0807 メーカー 食品

44
財務省 関東財務局 宇都宮財
務事務所

320-8532 宇都宮市桜3-1-10 028-346-6300 028-635-1404
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://kantou.mof.go.jp/utsunomiya/ 新規受入先

45 シーデーピージャパン㈱ 321-0942 宇都宮市峰2-2-1 028-651-6123 028-632-1905 サービス 人材派遣・人材紹介 http://www.cdpjp.com

46 ジェイ・バス㈱　宇都宮工場 329-1105 宇都宮市中岡本町2857-2 028-673-6061 028-673-0181 メーカー 自動車・輸送機器 http://www.jbus.co.jp/

47 ㈱Ｊ・Ｏ・Ｙ 327-0817
佐野市伊勢山町14-13　ＳＫ
Ｙビル3Ｆ

0283-85-7451 0283-24-1119 サービス 教育・学習支援 http://www.joybb.ne.jp

48
㈱システムブレインズ進学塾
ウィズ

321-4369 真岡市熊倉2-25-13 0285-83-5852 0285-83-5446 サービス 教育・学習支援 http://www.sys-brains.co.jp/

49
(社福)慈誠会　特別養護老人
ホーム　緑風苑

329-0319 栃木市藤岡町中根355-2 0282-67-3921 0282-67-3931 サービス
医療・福祉・介護サー
ビス http://www.ryokufuen.or.jp/

50 下野印刷㈱ 320-0061 宇都宮市宝木町1-28-11 028-622-6953 028-624-0093 メーカー 印刷 http://www.shimoin.co.jp/

51 下野市役所 329-0492 下野市笹原26 0285-32-8888 0285-32-8606
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/

52 ㈱下野新聞社 320-8686 宇都宮市昭和1-8-11 028-625-1112 028-625-1136 マスコミ 新聞 http://www.shimotsuke.co.jp/

53 ㈱情報技研 321-0145 宇都宮市茂原1-4-8 028-688-3322 028-688-3355 サービス 人材派遣・人材紹介 http://www.jginc.co.jp

54 ㈱新朝プレス（もんみや） 320-0818 宇都宮市旭１丁目4番30号 028-610-1313 028-610-1314 マスコミ 出版 http://www.monmiya.co.jp/

55 ㈱新和技研 329-4423
栃木市大平町西水代1459-
3

0282-43-0507 0282-43-0506 メーカー 生産設備開発・設計 http://shinwagiken.com/index.html 新規受入先

56 ㈱誠和 329-0412 下野市柴262-10 0285-44-1114 0285-44-1755 メーカー 農業用機械・器具 https://www.seiwa-ltd.jp/

57 仙波糖化工業㈱ 321-4361 真岡市並木町2-1-10 0285-82-2171 0285-84-3283 メーカー 食品 http://www.sembatohka.co.jp/

58 (社福)たかはら学園 329-1573 矢板市越畑226 0287-48-0304 0287-48-1927 サービス
医療・福祉・介護サー
ビス http://www.taka.or.jp/

59 滝沢ハム㈱ 328-8586 栃木市泉川町556番地 0282-23-5640 0282-22-6189 メーカー 食品 http://www.takizawaham.co.jp/

～　一般社団法人栃木県経営者協会　～
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60 チサンホテル宇都宮 321-0964 宇都宮市駅前通り3-2-3 028-634-4311 028-634-4799 サービス ホテル・旅館 http://www.solarehotels.com

61 ㈱チュウリツ 329-2135 矢板市中157 0287-43-5858 0287-43-5264 メーカー 精密機器 http://www.churitsu.jp/

62 東京オート㈱ 323-0829 小山市東城南1-16-4 0285-28-1111 0285-27-2500 商社 自動車・輸送機器 https://www.tokyoauto.com/

63
(社福)東晴会（特・養・老・瑞寿
苑）

321-0913 宇都宮市上桑島町1476-2 028-656-5948 028-656-5910 サービス
医療・福祉・介護サー
ビス http://www.tohseikai.com/

64
(社福)東徳会　特別養護老人
ホーム　和見山苑

329-4212 足利市稲岡町1083-1 0284-91-3717 0284-91-3771 サービス
医療・福祉・介護サー
ビス http://www.wamiyama.jp/

65 ㈱東武宇都宮百貨店 320-8560 宇都宮市宮園町5-4 028-651-5840 028-651-5858
百貨店・ストア・
専門店

百貨店 http://www.tobu-u-dept.jp/

66 藤和那須リゾート㈱ 325-0398
那須郡那須町大字高久乙
3376

0287-78-2700 0287-78-1120 観光 レジャー施設 http://www.nasu-resort.com/company/

67 栃木カネカ㈱ 321-4367 真岡市鬼怒ヶ丘14 0285-82-1231 0285-83-0487 メーカー 化学
http://www.kaneka.co.jp/network/jp/electro
nics/

68 ㈱栃木銀行 320-8680 宇都宮市西2-1-18 028-633-1250 028-634-7147 金融 地方銀行 http://www.tochigibank.co.jp/

69 栃木県 320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-2928 028-623-3870
官公庁・公社・団
体

官公庁
http://www.pref.tochigi.lg.jp/b02/pref/zaiseiji
nji/jinji/internship-bosyu.html

左記URLか
らお申込み
ください

70 (一社)栃木県経営者協会 320-0806
宇都宮市中央3-1-4栃木県
産業会館4階

028-611-3226 028-611-1601
官公庁・公社・団
体

公益・特殊・独立行政
法人 http://www.tochikei.jp/

71 (公財)栃木県保健衛生事業団 320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 028-623-8181 028-623-8586
官公庁・公社・団
体

公益・特殊・独立行政
法人 http://www.tochigi-health.or.jp

72 栃木セキスイハイム㈱ 321-0953
宇都宮市東宿郷5-3-4ハー
モネートビル

028-639-3333 028-639-6052
建設・設計・不動
産

住宅 http://www.t816.jp/

73 栃木トヨタ自動車㈱ 321-0105 宇都宮市横田新町3-47 028-653-1210 028-653-7554 商社
商社（自動車・輸送機
器） http://www.tochigitoyota.com/

74 (一財)とちぎメディカルセンター 328-0043 栃木市境町27-21 0282-20-1281 0282-25-1137 サービス
医療・福祉・介護サー
ビス http://www.tochigi-medicalcenter.or.jp/

75 栃木労働局 320-0845
宇都宮市明保野町1-4　宇
都宮第2地方合同庁舎

028-634-9111 028-632-1999
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

76 (社福)とちのみ会 327-0001 佐野市小中町1280番地 0283-22-1969 0283-22-9526 サービス
医療・福祉・介護サー
ビス http://www.tochinomi.or.jp

77 ㈱トミーテック 321-0202
下都賀郡壬生町おもちゃの
まち3丁目3番20号

0282-86-5111 0282-86-5121 メーカー 玩具 http://www.tomytec.co.jp/

78 トヨタウッドユーホーム㈱ 320-8541 宇都宮市一ノ沢町256-7 028-627-7777 028-624-5144
建設・設計・不動
産

住宅 http://www.toyota-woodyou.co.jp/

79 トヨタカローラ栃木㈱ 321-0194 宇都宮市上横田町798 028-658-2221 028-659-4115 商社
商社（自動車・輸送機
器） http://www.corolla-tochigi.co.jp/

80 那珂川町 324-0692 那須郡那珂川町馬頭409 0287-92-1116 0287-92-1316
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/

81 中村土建㈱ 320-0014
宇都宮市大曽4丁目10番19
号

028-622-6581 028-622-6292
建設・設計・不動
産

建設
http://www.nakamuradoken.co.jp/01_kaisha.h
tml

82 那須烏山市 321-0692 那須烏山市中央1-1-1 0287-83-1111 0287-84-3788
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/

83 那須塩原市 325-8501
那須塩原市共墾社108番地
2

0287-62-7154 0287-62-7223
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/

84
㈱南大門ホールディングス（南
大門グループ）

321-0966 宇都宮市今泉3-2-18 028-627-3111 028-625-2717 サービス 生活関連・娯楽 http://www.nandaimon.co.jp/

85 ㈱ニッコークリエート 328-0113 栃木市都賀町合戦場490 0282-27-5011 0282-27-8238 メーカー 機械 http://www.nikko-create.co.jp

86 ㈱日本栄養給食協会 329-1104 宇都宮市下岡本町4105 028-666-6881 028-673-7290 サービス レストラン・フード http://www.nekk.co.jp/

87 日本電子工学㈱ 320-0056 宇都宮市戸祭2-10-17 028-625-6289 028-650-1062
ソフトウェア・通
信・情報処理

通信 http://www.nihondensi.co.jp/

88 ハートランド・データ㈱ 326-0338 足利市福居町361 0284-22-8791 0284-22-8792
ソフトウェア・通
信・情報処理

ソフトウェア http://ｗｗｗ.hldc.co.jp/

89
㈱パシフィック　パシフィックス
ポーツプラザさくら

329-1312 さくら市桜野1633-2 028-682-0577 028-682-0518 サービス フィットネス http://www.pacific-sports-plaza.co.jp/

90 （社福）パステル 329-0111
下都賀郡野木町丸林407-
32

0280-54-1399 0280-54-1398 サービス
医療・福祉・介護サー
ビス http://fukushi-pastel.jp/

91
パナソニックスイッチングテクノ
ロジーズ㈱

324-0037
大田原市上石上字東山
1843番地6

0287-29-3355 0287-29-3385 メーカー
半導体・電子・電気部
品

http://www2.panasonic.co.jp/id/pidta/index.
html

92
㈱ピーシーレールウェイコンサ
ルタント

321-0954 宇都宮市元今泉3－18-13 028-639-0353 028-639-7500 建設・土木 橋梁設計 http://www.kk-pc.co.jp/

93 ㈱58ロハスファーム 329-1572 矢板市安沢2180 0287-41-0058 0287-41-0059 サービス 農林・水産 http://www.58gc.com

94 ㈱フカサワ 321-0954 宇都宮市元今泉4-6-9 028-651-0005 028-651-0010 商社 包装資材卸 http://www.fk-net.co.jp/

95 藤井産業㈱ 321-0905
宇都宮市平出工業団地41-
3

028-662-6060 028-662-6063 商社 建設・設備工事 http://www.fujii.co.jp/

96 藤崎印刷㈱ 321-0111 宇都宮市川田町834-1 028-633-4530 028-633-4516 サービス 印刷

97
フットワークエクスプレス関東
㈱

320-0043 宇都宮市桜2-1-22 028-622-0531 028-622-1897 運輸 運送業 http://fwkant.co.jp/

98 ブリヂストンタイヤ栃木㈱ 320-0043 宇都宮市桜4-2-17 028-622-0859 028-624-1529 サービス 自動車用品販売 http://www.bst-tochigi.co.jp/about/outline

99 (医)北斗会　宇都宮東病院 321-0901 宇都宮市平出町368番地8
028-683-
3050(直)

028-683-3054 サービス
医療・福祉・介護サー
ビス http:www.hokutokai.or.jp

100 ㈱北研 321-0222
下都賀郡壬生町駅東町7番
3号

0282-82-1118 0282-82-1115 製造 食品 http://www.hokken.co.jp/

101 ㈱ホンダカーズ栃木 320-0857 宇都宮市鶴田3-13-10 028-649-1177 028-649-1188 商社
商社（自動車・輸送機
器） http://www.hondacars-tochigi.co.jp/

102 ㈱ホンダベルノ新栃木 327-0844 佐野市富岡町1400 0283-24-9511 0283-24-6266 商社 自動車・輸送機器 www.hondacars-ryomo.co.jp

103 ㈱増渕組 321-0933 宇都宮市簗瀬町2500-15 028-633-7373 028-637-4401
建設・設計・不動
産

建計 http://www.kmg-net.com/

104 (社福)真純乃郷福祉会 325-0345 宇都宮市大谷町1987-2 028-652-1419 028-652-1447 サービス
医療・福祉・介護サー
ビス http://masuminosato.jp/

105 松本建設㈱ 321-4361 真岡市並木町2-21-1 0285-82-3385 0285-82-3097 建築・土木 公共施設建築土木 http:/www.matsuken.net/ 新規受入先

106 ㈱ミツトヨ　宇都宮事業所 321-0923 宇都宮市下栗町2200 028-656-1111 028-656-7267 メーカー 精密機器 http://www.mitutoyo.co.jp/

107 三福工業㈱ 327-0835 佐野市植下町1248 0283-23-4151 0283-23-4152 メーカー 複合資材 http://www.mitsufuku.co.jp/

108 ㈱真岡製作所 321-4367 真岡市鬼怒ケ丘8 0285-83-0871 0285-82-4000 メーカー 鋳鉄 http://www.mohkamfg.com/

109 茂木町 321-3598 芳賀郡茂木町大字茂木155 0285-63-5614 0285-63-0459
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://www.town.motegi.tochigi.jp/

110 矢板市 329-2192 矢板市本町5番4号 0287-43-1113 0287-43-2292
官公庁・公社・団
体

官公庁 http://www.city.yaita.tochigi.jp/

111 ㈱湯原製作所 329-1311 さくら市氏家1256 028-682-3301 028-682-3304 メーカー 金属製品 http://www.yuhara.co.jp/

112 レオン自動機㈱ 320-0071 宇都宮市野沢町2-3 028-665-6285 028-665-5523 メーカー
食品加工機械製造販
売 http://www.rheon.com/jp/index.php

113 ㈱渡辺有規建築企画事務所 321-0968 宇都宮市中今泉3-7-15 028-610-8833 028-610-8810
建築・設計・不動
産

設計 ｈｔｔｐ//www.warp-jp.net/

～　一般社団法人栃木県経営者協会　～
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