
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・専門学校に在学中で就業体験をしたい方
（定員２０名）

日程 平成30年1月～30年3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

30年1月～30年3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

（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
ＴＩＳ西日本(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。 2017.12.15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

■各種ソフトウェア開発・コンタクトセン
ター事業
私達の生活に密着した電力、医療・介
護、住宅、放送、新聞、プリンター、地
図、セキュリティ、ブライダル関連など
幅広い業種、業務に対応したソリュー
ションの提供と医療情報システム、見
守りシステムに特化したコンタクトセン
ターサービスを展開中

受入日数 1日 2日 3日 5日以内（応相談） 1日

1日の実習時間 6時間 ７時間 6時間 9:30～17:30（8時間以内） 7時間

受入条件 ■特にありません。 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

【Aコース】
プログラミング未経験者（プログラミン
グ経験者も歓迎）
【Bコース】
プログラミングを少しでも勉強した経験
者）

研修内容

■就活に役立つマナー
■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

■IT業界を垣間見る1日体験
【Aコース】
・未経験でも大丈夫！
プログラミング体験コース
【Bコース】
・現場エンジニアによる
プログラミング演習コース

受入時期 2018/2/23（金） 2018/2/5(月）、6（火） 平成29年8月－9月（予定） 30年1月～3月で要相談
【Aコース】 1/30（火）、2/13（火）、2/22（木）
【Bコース】 1/31（水）、2/14（水）、2/27（火）

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

■報酬・交通費ともに支給無し
■昼食は当社にて手配いたします

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 saiyo2018@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:saiyo2018@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。 2017.12.15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 TIS西日本株式会社 （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

宮崎市広島2-5-11 宮崎東京海上日
動ビルディング6F

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

・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

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 2日～3日 3日 3日

1日の実習時間 6時間 9：30～17：006時間半 6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。

パソコンの基本操作が出来る方 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)

・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

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 2018年2月15日(木)、16日(金) 平成30年1月～平成30年3月28日 平成３０年１月１６日、１７日、１８日 30/1/17(水)・18(木)

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。

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。

3日間 ９：００～１８：００

受け入れ可能人数 ４人

申込責任者 高瀬 和幸 二宮 梨紗 渋谷 智之 鍋山 誠 長友 孝之

連絡先TEL 0985-72-3770 0985-35-7851 092-452-8400 0985-22-5091 0985-30-5010

メール kazuyuki.takase@scsys.co.jp kikaku@e-kjs.jp shibuya.tomoyuki@tis-w.co.jp nabeyama@si-mnc.jp msc-kensyu@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
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