
H30年度　産業人材育成フォーラムインターンシップ（研修型）　実施企業リスト　 2018/2/23　時点

地域 フォーラムインターンシップ登録企業名 業種 HP

北九州市門司区

1 エアーテック 株式会社 製造業 http://www.facebook.com/Airtec-Inc-743900052384825/

北九州市八幡東区

2 株式会社 アステック入江 鉄鋼業 http://www.astec-irie.co.jp/

3 株式会社 有薗製作所 福祉用具製造および販売 http://www.arizono.co.jp/

4 大石産業　株式会社 製造業 http://www.osk.co.jp/

5 熱産ヒート 株式会社 電気機械器具製造業（金属熱処理業） http://www.nessan.co.jp

6 株式会社 松尾設計 建設コンサルタント http://www.mcon.co.jp/

7 株式会社 山本工作所 金属製品製造業 http://www.k-yamako.co.jp

8 吉川工業 株式会社 製造業 http://www.ykc.co.jp

北九州市八幡西区

9 アイム電機工業 株式会社 製造業 http://www.eimpump.co.jp

10 計測検査 株式会社 技術サービス業 http://www.keisokukensa.co.jp

11 株式会社 翼エンジニアリングサービス 専門・技術サービス業 （プラント設計） http://www.tsubasa-eng.co.jp/

12 株式会社 ニシテイ 電気機器のメーカ http://www.nishitei.co.jp

13 安川情報システム 株式会社 情報サービス業 http://www.ysknet.co.jp

北九州市小倉北区

14 有限会社　ICS SAKABE 電気機械器具製造業 http://www.icssakabe.com

15 石川金属工業 株式会社 金属表面処理業 http://www.isikawa-k.co.jp

16 株式会社 カンノ製作所 電気通信機器製造業 http://www.kanno.co.jp

17 昭電テック 　株式会社 建設業 http://www.shoden-texc.co.jp

18 新日本非破壊検査 株式会社 技術サービス業 http://www.shk-k.co.jp

19 大榮 株式会社 建設業 http://www.daiei-eng.co.jp

20 株式会社 日栄紙工社 製造業 http://www.nichiei-shiko.co.jp

21 株式会社 福山コンサルタント　北九州本社 建設コンサルタント http://www.fukuyamaconsul.co.jp

22 株式会社 豊光社 製造業 http://www.hohkohsya.co.jp

北九州市小倉南区

23 シスメット 株式会社 気象予測、システムの設計・構築、観測装置の設計・製作 http://www.sysmet.co.jp

24 株式会社 セントラルユニ 精密機器 http://www.central-uni.co.jp/

25 株式会社 タカギ 製造業 http://www.takagi.co.jp/

26 株式会社 戸畑製作所 非鉄金属製造業 http://www.tobata-s.com

27 株式会社 戸畑ターレット工作所 非鉄金属製造業 http://www.t-turret.co.jp

28 株式会社 光製作所 製造業 http://www.hikari-s.co.jp

北九州市若松区

29 株式会社 しろみず 金属製品製造加工業 http://www.shiromizu.co.jp

30 楽しい 株式会社 環境サービス・リサイクル業 http://www.fun-c.jp

31 日本ロバロ 株式会社　ひびき工場 製造業 http://www.roballo.co.jp/index.htm

32 日本鉄塔工業　株式会社 製造業、建設業 http://www.jsteam.jp/jst_t/

33 株式会社 ブラテック 情報通信業 http://www.bratech.co.jp

34 若松港湾工業 株式会社 建設（港湾および空港） https://www.wakamatsu-kk.com

北九州市戸畑区

35 NSプラント設計 株式会社 プラント・エンジニアリング業 http://www.npd.eng.nssmc.com/

36 九州化学工業 株式会社 化学工業

37 京都電子工業 株式会社　九州研究所 精密機械 http://www.kyoto-kem.com

38 光和精鉱 株式会社 化学工業 http://www.kowa-seiko.co.jp/

39 産機エンジニアリング 株式会社 機械設計 http://www.sankieng.co.jp/

40 山九 株式会社・八幡支店 プラント・エンジニアリング業 http://www.sankyu.co.jp/company/outline.html

41 大光炉材　株式会社 製造業（窯業） http://www.taiko-ref.com/

42 株式会社 テック 建設業･製造業

43 日鉄住金ロールズ 株式会社 製造業 http://www.nsrolls.co.jp/

44 濱田重工 株式会社 鉄鋼関連事業／エンジニアリング事業／半導体事業 http://hamada-hi.com/

45 株式会社 九州スーパーハウス ユニットハウスの製造・販売・レンタル http://www.super-house.co.jp/

46 株式会社 ワイズ・コンピュータ・クリエイツ 情報通信業 http://www.yscc.jp/

京都郡苅田町

47 株式会社 コウチヤマテック 製造業 http://www.kohchiyamatech.co.jp

48 株式会社 豊洋製作所 金属製品製造業 http://www.hoyo-s.co.jp

豊前市・築上郡

49 松本工業 株式会社 製造業 http://www.matsumoto-kk.co.jp

中間市・遠賀郡

50 株式会社 中島ターレット 製造業 http://www.turret.co.jp/

51 株式会社 ウチダ プレス金型設計製造 http://www.uchidanet.co.jp/

52 ホシデン九州 株式会社 電子部品製造業 http://www.hosiden.co.jp/

直方市

53 株式会社 石橋製作所 歯車装置製造業 http://www.ishibashi-mfg.com/

54 小倉鉄道 株式会社 歯車製造業 http://www. 5a.biglobe.jp/^kokura/

55 第一高周波工業 株式会社 金属熱処理業 http://www.dhf.co.jp

56 株式会社　日研稲吉 製造業 http://www.nikken-inayoshi.jp

其の他（飯塚地域　等）

57 株式会社 オプティム 情報・通信 https://www.optim.co.jp/

58 株式会社 麻生情報システム 情報処理サービス業 http://www.aso-group.co.jp/ais/

59 株式会社 ユニテクノ 輸送用機械器具製造業 http://www.uni-techno.co.jp


