
対象

お問い合わせ

次代を担う学生にＩＣＴ企業で働く魅力や宮崎のＩＣＴ企業
を理解していただく機会を提供します！

TEL: 0985-64-8181

主催：宮崎県 企画：一般社団法人宮崎県情報産業協会

平成２９年度次世代ＩＣＴ人材育成事業

受入企業（詳細は裏面をご覧ください）

大学院・大学・高専・専門学校・高等学校に在学中で就業体験をした
い方
（定員４０名）

日程 平成29年8月～30年2月の 1日～7日程度
（原則連続、土・日・祝日は除く）

内容 企業紹介、職場見学、職場体験
（受入企業により内容は違います）

運営：（株）宮崎県ソフトウェアセンター KITEN教室 二川

申込
方法

電話・ＦＡＸ・インターネットにて事前にお申込みください。
TEL:0985-64-8181 FAX:0985-64-8186
http:www.miyazaki-nw.or.jp/msc 又は http:www.misa45.jp
（申込書はホームページよりダウンロードください。）

申込
〆切

29年8月～30年2月まで随時受付致します。
※申込多数の場合は選考させて頂きます。

（株）ＭＪＣ
（株）デンサン
（株）システム開発
スパークジャパン（株）
（株）南日本ネットワーク
ＴＩＳ西日本(株)

（株）フェニックスシステム研究所
（株）サザンクロスシステムズ
（株）教育情報サービス
デル（株）
（株）宮崎県ソフトウェアセンター

E-mail:info@misa45.jp

mailto:info@misa45.jp


インターンシップ企業一覧

（株）宮崎県ソフトウェアセンター御中 インターンシップ参加申込書 FAX0985-64-8186

ふりがな

氏名 連絡先

Tel

E-mail

住所

性別 男 ・ 女 年齢
歳

学校名

応募
企業名

第1希望 第2希望 第3希望

※個人情報につきましては、本事業の目的以外には使用しません。 2017.7.20版

NO 1 2 3 4 5

企業名 株式会社ＭＪＣ 株式会社 デンサン 株式会社システム開発 スパークジャパン株式会社 株式会社フェニックスシステム研究所

住所 宮崎市霧島2-84-1 宮崎市大字赤江字飛江田２２４
宮崎市大橋3-101-1

【UMKテレビ宮崎グループ】
宮崎県宮崎市柳丸町85番地

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂
16079-35

主な事業内容

■ソフトウェア開発業務
■ハードウェア開発業務
■システムインテグレーション
■コンサルティング
■運用サービス
■テクニカルサービス
■研究開発およびパッケージ開発・販売

１．システムインテグレーション
２．ソフトウェア開発
３．アウトソーシングサービス
４．データエントリーサービス
５．最適化ソリューション
６．Webサービス

①業務ソフトウェアの開発及び販売
②歯科医院向けソフトウェアの開発及
び販売
③OA機器の販売、ITインフラ構築

【インターネット関連事業】
Webソリューション
システム開発
ネットワークソリューション
サーバーサービス

＜ソフトウェアの開発、販売および関
連サービスサポート＞

ひとが住みやすい理想的なコンピュー
タ社会を作り上げることを目標に、生
活に密着した放送、新聞、地図、住宅、
電力、医療、OA機器等の基幹産業の
システム開発を中心に事業展開を行っ
ています。

受入日数 1日OR3日 2日 3日 5日以内（応相談） 3日or5日

1日の実習時間 6時間 ７時間 6時間 9:30～17:30（7時間以内） 7時間

受入条件
■1日コース：特にありません。
■3日コース：授業等でプログラミング経
験のある方

特にありません。
■パソコンの基本操作ができる方
■IT業界の仕事に興味のある方

特になし

■対象学生
プログラマー・SEの仕事に興味のある
方
■集合場所：佐土原駅または宮崎駅）

研修内容

（1日）
■就活に役立つマナー
■ＳＥ仮想体験
■プレゼン研修、発表演習

（3日）
■就活に役立つマナー
■就活お役立ち情報
■面接演習
■ＳＥ仮想体験
■プレゼン研修、発表演習

１．IT業界、デンサンについて
２．必要となる基本スキルについて
３．Bloft（Webｼｽﾃﾑ化ﾂｰﾙ）について
４．実習
「Bloftを活用した業務ｼｽﾃﾑ構築」
５．結果報告プレゼンテーション実習
６．まとめ

①システムエンジニア体験
（要件定義等のシステム開発上流工程
体験）
②プログラミング体験
（プログラミング言語による実装体験）
③システムテスト体験
（単体テスト，結合テスト等のシナリオ作
成とテスト体験）
④ビジネスドキュメント作成講座
（技術文書や報告書，製品マニュアル等
作成体験）
※内容が変更になる場合がありますの
でご了承ください。

1.HTML・CSS・JavaScriptを使ったWebサ
イト制作
2.ホームページ内で利用する画像の制作
加工
3.プログラミング学習
4.チーム力体験ワーク
5.構内ネットワーク構築および各種サー
バ構築の基礎
6.セールスフォースなどクラウドサービス
の基礎

＜■ICTキャリアスタート体験（3day）＞
・業界説明、職場説明、見学
・グループディスカッション：情報セキュ
リティ
・プログラミング基礎講義・演習

＜■ICT業務体験（5day）＞
・業界説明、職場説明、見学
・グループディスカッション：情報セキュ
リティ
・プログラミング基礎講義・演習
・現場でのシステム開発工程体験
・会議参加

受入時期
（3日）8/23（水）-8/25（金）
（1日）8/30（水）

※日程については調整させて頂きます。
29年9月（初旬～中旬）

平成29年8月－9月（予定）
9月上旬〜10月上旬（応相談）※日程に
ついては調整させて頂きます。

前期：3日：2017年9月4日（月）～9月6日（水）
5日：2017/9/4（月）～9/8（金）

後期：１日:2018年1月～3月

その他

●実施時間
・10時～17時（休憩時間12時～13時）
●昼食付
●開催場所：ＭＪＣソフトウェア研究所
宮崎市学園木花台西2-2-1

●実施時間
・9時～17時（休憩時間：12時～13時）

●昼食支給いたします。

■駐車場有、開催場所は本社
（上記住所）です
■実施時間：10時から17時
（1時間休憩）

■昼食支給します
■駐車場有ります
■実習時間は相談に応じます

・実施時間：9時～17時（休憩：12時～
13時）
・佐土原駅または宮崎駅からの送迎あ
り。（要:事前連絡）
・交通費支給（一律）
・昼食支給

申込責任者 総務部 岩本信子 中尾 良洋 総務部 河野剛 三角龍二 益留 伸人

連絡先TEL 0985-25-8228 0985-56-4111 0985-22-1800 0985-31-9171 0985-30-5160

メール recruit@mjcnet.co.jp ynakao@densan-soft.co.jp t-kawano@sdev.co.jp r-misumi@spark.ne.jp saiyo2017@eandm.co.jp

mailto:recruit@mjcnet.co.jp
mailto:ynakao@densan-soft.co.jp
mailto:t-kawano@sdev.co.jp
mailto:r-misumi@spark.ne.jp
mailto:saiyo2017@eandm.co.jp


インターンシップ企業一覧

※個人情報につきましては、本事業の目的以外には使用しません。 2017.7.20版

NO 6 7 8 9 10

企業名 株式会社 サザンクロスシステムズ 株式会社教育情報サービス デル株式会社 （株）南日本ネットワーク 株式会社宮崎県ソフトウェアセンター

住所
(宮崎事業所) 〒880-0303宮崎県宮
崎市佐土原町東上那珂16500-2
宮崎県ソフトウェアセンター 2F

〒880-0001
宮崎市橘通西3丁目10番36号ニシム
ラビル6F

宮崎県宮崎市橘通東4丁目8番1号 カ
リーノ宮崎5F 

宮崎市橘通東3丁目6-29
宮崎市佐土原町東上那珂字長谷水
16500-2

主な事業内容
１．企業向けビジネスアプリケーション
の受託開発
２．医療系情報システムの開発

■ソフトウェア開発
■eラーニング開発・構築
■動画授業の制作代行
■動画教材の提供
■ICT支援
■海外展開コンサルティング
■ICT活用の提案

デル株式会社はデルテクノロジーズ
の一員です。私達はお客様のパート
ナーとして、このデジタルビジネスの
時代におけるデータセンターのモダナ
イズ、市場の牽引に必要な革新的な
デバイス、プロセス、サービスを提供
し、お客様の成功を支えます。

ネットワーク及びセキュリティ、仮想化
のコンサルティング、設計、構築、運
用、保守。
Ｗｅｂシステムの構築など

■IT人材育成事業
■人材派遣事業
■ITコンサルティング・コーディネート
■ネットワーク事業・システム開発事
業
■カスタマーサポート事業
■インキュベーション事業

受入日数 2日 1-7日で要相談 6日 3日 3日

1日の実習時間 6時間 9：30～17：006時間半 7時間 8時間 6時間

受入条件
・SE・プログラマーの仕事に興味のあ

る方

・パソコンの基本操作ができる方
・海外や英語に興味がある方
・人と話すことが好きな方。

*特に無し
※応募者多数の場合は、選考をさせ
ていただくこともあります。

特になし パソコンの基本操作ができる方

研修内容

1.IT業界について
2.システム開発の流れ
3.プログラム試験体験
4.プログラム製造体験

1．ビジネスマナー
2．プレゼンに向けて情報収集
3．プレゼン(テーマは随時変更有)

デルでは、毎年夏休み期間に実施しているボ
ランティアイベント「親子PC組立教室」に参加
頂くお客様の"トレーナー"として、PC組み立
てをサポートするインターンシップ生を募集し
ております。
■「親子PC組み立て教室」イベントの内容
小学生と中学生の親子を対象としてデルの
PCのパーツを一式安価で購入頂きます。
イベント当日宮崎カスタマーセンターにお越し
頂き、トレーナーと一緒に親子でPCを組み立
て、そのままご自宅にお持ち帰りいただくとい
う内容のイベントです。
■インターンシップ約１週間のプログラム内容
・PCの仕組みを知る・デルの組織について・
オフィスツアー(2日程度) 
・実際に組み立てるPCを使用し、分解や組
み立てを練習/リハーサル(2日程度) 
・イベント本番

ネットワーク、サーバー、クライアントＰ
Ｃの構築、設定
セキュリティ製品の構築、設定など

ロゴ＆チラシデザイン 3つのコツ。[イ
ラストレーター基礎]
パンフレットや広報チラシが必要な場
面における、
DTPデザインやレイアウトの基礎知識
を理解し、
業界標準ソフトであるイラストレーター
の基本操作を習得します。

受入時期
① 2017年8月24日(木)、25日(金)
② 2017年9月7日(木)、8日(金)
③ 2018年2月15日(木)、16日(金)

平成29年9月～
（調整させて頂きます）

29年8月28日～9月2日
平成29年9月の3日間
（調整させて頂きます）

29年10月24日・25日

その他

インターンシップ実施場所は、宮崎事
業所になります。
佐土原駅または宮崎駅からの送迎が
あります。(要予約)
交通費および昼食を支給いたします。

プロジェクト準備、当日の進行を社員と一緒
に行います。必要な技術等はしっかりトレーニ
ングを行いますので、PCの知識がなくても問
題ありません！また、せっかく一週間企業で
時間をすごして頂きますので、就職活動を見
据えて働くことを考えることができるようなセッ
ションや就職活動のお役立ち講座なども含め
る予定です。現場の部門長・新卒の先輩やベ
テラン社会人など様々な社員の話を聞きく
チャンスもありますので、社会人になって働く
イメージを広げて頂くことができます！

受け入れ可能人数 ４人

申込責任者 高瀬 和幸 江渕・二宮 人事本部高島彩 鍋山 誠 小山 貴美雄

連絡先TEL 0985-72-3770 0985-35-7851 044-388-6192 0985-22-5091 0985-30-5010

メール kazuyuki.takase@scsys.co.jp info@e-kjs.jp Aya_Takashima@dell.com nabeyama@si-mnc.jp koyama.kimio@miyazaki-nw.or.jp

（株）宮崎県ソフトウェアセンター御中 インターンシップ参加申込書 FAX0985-64-8186

ふりがな

氏名 連絡先

Tel

E-mail

住所

性別 男 ・ 女 年齢
歳

学校名

応募
企業名

第1希望 第2希望 第3希望

mailto:kazuyuki.takase@scsys.co.jp
mailto:Aya_Takashima@dell.com
mailto:nabeyama@si-mnc.jp
mailto:koyama.kimio@miyazaki-nw.or.jp


インターンシップ企業一覧

※個人情報につきましては、本事業の目的以外には使用しません。 2017.07.20版

NO 11 12 13 14 15

企業名 TIS西日本株式会社

住所
宮崎市広島2-5-11 宮崎東京海上日
動ビルディング6F

主な事業内容

・ソフトウェア開発
・コンサルテーション
・WEBシステム構築支援
・アウトソーシング
・セキュリティ

受入日数 2日～3日

1日の実習時間 6時間

受入条件 パソコンの基本操作が出来る方

研修内容

・ＩＴ業界説明
・企業説明、見学
・システム開発体験
・就活事前講座
・先輩社員との意見交換

受入時期
① 29年8月23日～25日
② 29年9月13日～15日

その他

希望日数(2日or3日)により、「システ
ム開発体験」の時間が増減します。ま
た、「システム開発体験」の内容は、
開発経験をヒアリングした上で決定し
ます。

申込責任者 渋谷 智之

連絡先TEL 092-452-8400

メール shibuya.tomoyuki@tis-w.co.jp

（株）宮崎県ソフトウェアセンター御中 インターンシップ参加申込書 FAX0985-64-8186

ふりがな

氏名 連絡先

Tel

E-mail

住所

性別 男 ・ 女 年齢
歳

学校名

応募
企業名

第1希望 第2希望 第3希望

mailto:shibuya.tomoyuki@tis-w.co.jp

