
企業No. 1

資本金 4,800万円

E-mail：

海外拠点における従業員数 2,840人

うち日本から派遣した駐在員数 5人

過去３年間に受入れた 国内事業所 3人

インターンシップ学生数 海外拠点 1人

対象人数

実施期間 要相談 （20日以上）

主な内容

留学コース

対象人数

実施期間 1 か月 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート）

代表者名 代表取締役社長　愛宕　泰男

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名 株式会社アタゴ

本社所在地 福井県福井市みのり4丁目13－1

当該地域内の
事業所所在地

本社（アパレル事業本部）：福井市みのり4-13-1

テキスタイル事業本部    ：福井市深見町12-1

商品センター            ：福井市浅水二日町131-1

事業内容
〔繊維工業〕
　　ニットテキスタイル・ニットアパレル製品の製造、販売

設立年月日 昭和37年5月10日

従業員数 247名（平成29年4月末）

本事業担当部署 財務・業務部門 TEL：0776-35-3171

担当者名および連絡先 堀内　雅俊

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

日本と海外との違い（製造現場、経済環境、文化）の中での働き方
及び現地社員とのコミュニケーション能力の向上を図り、グローバ
ルに活躍できる人材に育ってほしい。

その他企業から
提供可能な支援

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

 ・青島（中国山東省）に関連会社5社（うち独資3社）
 ・香港に関連会社1社（独資）
 ・2017年にベトナム（ホーチミン近郊）に進出

インターン
シップ
（国内）

１～２名

【事前】会社概要説明および工場見学と現場実習等（10日）
【事後】業務体験（営業）と研修成果発表（10日）
合計２０日間

留学

②海外生産マネジメントコース（生産管理・人財育成）

１～２名

・海外生産拠点においての就業体験（1週間程度）に語学研修を
  組み合わせたプログラム

・現地宿泊先の紹介
・宿泊先から事業会社までの送迎

20日

http://www.atago.co.jp/


企業No. 2

セーレン株式会社

福井県福井市毛矢１丁目10-1

代表取締役会長　川田　達男

資本金 175億2,025万円

1,520名（平成28年3月末）

人事労務部 TEL： 0776-35-9157

E-mail：

福井市、勝山市、鯖江市、坂井市

海外拠点における従業員数 3,200 人

うち日本から派遣した駐在員数 60 人

過去３年間に受入れた 国内事業所 21 人

インターンシップ学生数 海外拠点 1 人

対象人数 1～2 人

実施期間 7～9月 （20日以上）

主な内容

留学コース ②海外生産マネジメントコース（生産管理・人材育成）

対象人数 1～2 人

実施期間 8～10月 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート）

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容
〔繊維工業〕
各種産業資材製品（カーインテリア、建築用資材、化粧品等）、各種繊維
製品（ファッション衣類、水着、インナー）の企画、製造、販売

設立年月日 大正12年5月1日

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先 　中村　俊岳

その他企業から
提供可能な支援

当該地域内の

事業所所在地

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

ニューヨーク・モーガントン・カリフォルニア（アメリカ）、マイスール（インド）、ブカ
シ（インドネシア）、バンコク・シラチャ・カビンブリ（タイ）、ボトランチン（ブラジ
ル）、蘇州・上海・香港（中国）、パリ（フランス）、ケレタロ（メキシコ）

インターン
シップ
（国内）

【事前】会社概要説明、事業所見学、現場研修　など
【事後】現場研修、研修成果まとめ、報告会
合計　20日間

留学 アメリカ、中国、タイなどの海外生産拠点において、生産管理等の
業務体験および語学研修を組み合わせたプログラム

宿泊先の手配、最寄り空港への送迎、日程全般の調整

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

日本と海外との違い（製造現場、経済環境、文化）の中での働き方

http://www.seiren.com/


企業No. 4

日信化学工業株式会社

福井県越前市北府２丁目１７番３３号

代表取締役社長　宮澤　繕行

昭和30年3月1日 資本金 ５億円

２２０名

事務部　総務グループ TEL:0778-22-5100

上木　達矢 E-mail：t-ueki@nissin-chem.jp

本社・工場：福井県越前市北府２丁目１７番３３号

東京

海外拠点における従業員数 2人

うち日本から派遣した駐在員数 1人

過去３年間に受入れた 国内事業所 8人

インターンシップ学生数 海外拠点

対象人数 1～2 人

実施期間 （20日以上）

主な内容

留学コース ①国際マーケティングコース

対象人数 1～2 人

実施期間 （１か月以上）

主な内容 海外インターンシップへの参加、語学留学

（企業から提供可
能なサポート） プログラムにかかる調整は企業が実施

異文化理解と語学力向上

国内移動の旅費も企業が負担

事業所所在地

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容

〔化学工業〕
塩化ビニル系変性樹脂の製造・販売、各種合成樹脂エマルジョンの製造・販売、シリ
コーン系変性樹脂の製造・販売、ホットメルト接着剤の製造・販売、アセチレン系化
学品の製造・販売

設立年月日

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先

当該地域内の

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

その他企業から
提供可能な支援

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

中国上海代表処
中華人民共和国上海市長寧区虹橋路1438号

インターン
シップ
（国内）

【事前】H30年3月　　【事後】H31年3月

【事前】　研究所（福井）にて製品紹介、開発実習（10日）
【事後】　本社（福井）にて業務体験、成果報告（10日）　　計20日間

留学

4月～10月

http://www.nissin-chem.co.jp/


企業No. 6

フクビ化学工業株式会社

福井県福井市三十八社町33-66

代表取締役社長　八木　誠一郎

資本金 21億9,390万円

716名

企画管理本部人事部 TEL:0776-38-8003

E-mail：h.okamoto@fukuvi.co.jp

アメリカ、ベトナム、タイ

海外拠点における従業員数 146人

うち日本から派遣した駐在員数 10人

過去３年間に受入れた 国内事業所 92人

インターンシップ学生数 海外拠点 人

対象人数 2 人

実施期間
7～9月
2～3月

（20日以上）

主な内容

留学コース

対象人数 2 人

実施期間 8～9月 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート）

その他企業から
提供可能な支援

留学

①国際マーケティングコース ②海外生産マネジメントコース

①アメリカの取引企業におけるマーケテイング等の業務体験や国際
展示会等への参加を通じたニーズ調査を実施する海外インターン
シップと短期語学研修との組合せプログラム
②ベトナム工場（アマタ工業団地）での生産管理等の業務体験や同
工業団地に立地する日系企業や取引企業への見学

受入企業への依頼・日程調整などプログラムにかかる全ての調
整は企業にて実施

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

語学力＆コミュニケーション力の向上ならび現地の文化やス
ケール感の違いを体感いただきたい

当該地域内の 本社・工場：福井県福井市三十八社町33-66
坂井工場：福井県坂井市坂井町定旨1-1
三方工場：福井県三方上中郡若狭町三方18号菅原45
あわらバイオマス工場：福井県あわら市蓮ヶ浦34字10事業所所在地

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

インターン
シップ

（国内）

合わせて20日間

【事前】
・福井本社での現場実習、県内工場見学等（7日）
【事後】
・福井本社での業務体験（営業・技術・事務部門）、
　国内インターンシップと海外研修との最終成果発表（14日）
合計　21日間

設立年月日 昭和28年5月25日

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先 人事課長代理　岡本秀信

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容
〔プラスチック製品製造業〕
建築資材、産業資材、精密化工製品の開発・製造・販売

https://www.fukuvi.co.jp/


企業No. 7

昭和24年1月24日 資本金 1億円

本社 福井県福井市日之出2-1-6

事業所所在地 丸岡工場 福井県坂井市丸岡町舟寄1-10-1

坂井工場 福井県坂井市坂井町宮領8-4

敦賀支店 福井県敦賀市栄新町7-19

東京、仙台、群馬、名古屋、金沢、彦根、京都、大阪

海外拠点における従業員数 人

うち日本から派遣した駐在員数 人

過去３年間に受入れた 60人

インターンシップ学生数 ※平成26年…32人、平成27年…12人、平成28年…16人

対象人数 1～2 人

実施期間 （20日以上）

主な内容

留学コース

対象人数 1～2 人

実施期間 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート）

　※営業体験に伴う現地での企業訪問などのプログラム調整は企業にて実施

当該地域内の

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

○語学力とコミュニケーションスキルの向上
○異文化の理解
○海外営業についての就業体験

その他企業から
提供可能な支援

○事前・事後のインターンシップを含めた国内移動にかかる旅費も企業が負担

インターン
シップ
（国内）

【事前】7～9月　　【事後】2～3月

【事前】
○福井(本社・工場)での現場実習・工場見学並びにビジネスマナーの習得など（10日）
【事後】
○本社での成果報告と支店・営業所での現場実習など（10日）
　　※技術職の場合には開発・設計などの業務体験　　　　　　　　　　　合計20日間

留学

①国際マーケティングコース

8～9月

総務部 TEL:0776-27-8380

担当者名および連絡先 尾﨑　孝純 E-mail：ozaki@inoue-s.co.jp

代表者名 井上　繁

○語学留学(現地の大学等に通い語学力向上を目指す)
○ドイツを中心としたヨーロッパの伝統や文化を学ぶ
○ドイツを中心としたヨーロッパでの海外営業体験及び建築物の視察

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名 井上商事株式会社

本社所在地 福井県福井市日之出２丁目１－６

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

○ドイツで開催される展示会「ＢＡＵ」への参加（平成２７年、平成２９年）
○ヨーロッパの設計事務所に対しての商品ＰＲ
○平成２９年度中に商品を出荷(輸出)予定

事業内容

・アルミ外装建材「シルバーライン」の製造・販売
・建築資材の販売・施工
・エネルギー関連商品（産業用燃料・ＬＰガス）の卸売
・サービスステーションの運営

設立年月日

従業員数 161名（正社員の人数）

本事業担当部署

https://www.inoue-s.co.jp/


企業No. 8

株式会社日本エー・エム・シー

福井県福井市市波13-8

代表取締役社長　山口　康生

昭和38年2月 資本金 1億8,550万円

186名

総務部 TEL：0776-96-4409

本社：福井県福井市市波13-8

中国、タイ、フィリピン

海外拠点における従業員数 約 900人

うち日本から派遣した駐在員数 5人

過去３年間に受入れた 国内事業所

インターンシップ学生数 海外拠点 タイ 4人 短期除く

対象人数 1人

実施期間 20日 （20日以上）

主な内容 会社ガイダンス、職場体験（製造・検査・物流部門）

留学コース ②海外生産マネジメントコース（生産管理・人材育成）

対象人数 1人

実施期間 1 ヶ月 （１か月以上）

主な内容 海外子会社（タイ・フィリピン）での職場体験

（企業から提供可
能なサポート） 必要サポートは要相談

現地社員とのコミュニケーション能力の理解・向上

支援は要相談

本社所在地

代表者名

事業内容

取締役総務部長　高橋 永

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

〔鉄鋼・非鉄金属・金属製品製造業〕
高圧配管用継ぎ手の製造・販売、海外製品の現地調達

設立年月日

E-mail：h-takahashi@j-amc.co.jp

企業等名

インターン
シップ

（国内）

留学

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

その他企業から
提供可能な支援

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先

当該地域内の

事業所所在地

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

http://www.j-amc.co.jp/


企業No. 9

福井鋲螺株式会社

福井県あわら市山十楽1-7

代表取締役　打本　幸雄

資本金 4億5,000万円

574名

総務部 TEL：0776-73-1000

佐藤、藤田、山本

本社：福井県あわら市山十楽1-7

東京、大阪、愛知、石川

海外拠点における従業員数 50人

うち日本から派遣した駐在員数 5人

過去３年間に受入れた 国内拠点 53人

インターンシップ学生数 海外拠点 4人

対象人数 2～3 人

実施期間
7～8月
11～12月

（20日以上）

主な内容

留学コース ②海外生産マネジメントコース

対象人数 2～3 人

実施期間 9～10月 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート）

留学 ・海外拠点（タイ）での品質管理や生産管理等の業務体験
合計　30日

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

常に問題意識を持ち、研究・技術への探求心を養ってほしい。また異
文化体験から国際性豊かな感覚を育み、グローバルに活躍できる人材
に育ってほしい。

その他企業から
提供可能な支援

当該地域内の

事業所所在地

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

自動車や家電･通信機器関連製品の製造・販売
アメリカ、中国、シンガポール、タイ

インターン
シップ
（国内）

合わせて20日間

【事前】
・技術教育部門での研修
・工場見学等　（10日）
【事後】
・技術開発部門での現場実習（10日）　　　合計　20日間

設立年月日 昭和34年11月3日

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先 E-mail：fb-jinji@byora.co.jp

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容
〔鉄鋼・非鉄金属・金属製品製造業〕

微小・特殊形状の鍛造パーツおよび省力機器の製造・販売

http://www.byora.co.jp/


企業No. 10

オリオン電機株式会社

福井県越前市家久町41-1

代表取締役社長　　野又　恒雄

資本金 1億2,500万円

250人(グループ1,500人)

人事総務部 TEL：0778-23-0001

海外拠点における従業員数 1,300人

うち日本から派遣した駐在員数 20人

過去３年間に受入れた 国内事業所 3人

インターンシップ学生数 海外拠点 6人

対象人数 2人

実施期間 【事前】７～８月　【事後】９～１０月 （20日以上）

主な内容

留学コース

対象人数 2人

実施期間 8～9月 1 ヶ月 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート）

現地社員とのコミュニケーション能力の理解・向上

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容
〔電機電子機器製造業〕
オーディオ･ビジュアル機器、LED照明機器、情報関連機器の企画･開
発･設計･製造･販売･貿易、EMS事業

設立年月日 昭和33年3月1日

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先 部長　田中　伸一 E-mail：s_tanaka@orion-electric.co.jp

当該地域内の 本社：福井県越前市家久町41-1
東京事業所所在地

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

タイ

その他企業から
提供可能な支援

海外拠点（タイ）において社員寮の提供が可能であるほか、そ
の他支援は要相談

インターン
シップ
（国内）

【事前】
・会社ガイダンス、職場体験（開発・製造・物流部門）（10日）
【事後】
・生産・開発部門における現場実習（10日）　　　合計　20日間

留学

②海外生産マネジメントコース　③未来ものづくり創造コース

・海外グループ会社（タイ）での職場体験、異文化の経験および海外
グループ会社（タイ）の生産現場の見学、生産現場の体験、現地社員
とのコミュニケーションの組み合わせプログラム。
上記に加え、語学留学の組み合わせも応相談。

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

http://www.orion-electric.co.jp/jp/


企業No. 11

株式会社シャルマン

福井県鯖江市川去町6-1

代表取締役社長　　宮地　正雄

資本金 6億1,753万円

655名

人事・総務部 TEL：0778-52-4141

海外拠点における従業員数 1,419人

うち日本から派遣した駐在員数 21人

過去３年間に受入れた 国内事業所 91人

インターンシップ学生数 海外拠点

対象人数 1人

実施期間 【事前】7～8月　【事後】9～10月 （20日）

主な内容

留学コース

対象人数 1人

実施期間 8～10月 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート）

その他企業から
提供可能な支援

インターン
シップ
（国内） 【事前】本社工場の見学や実習、本社での業務体験やワークショップ（10日）

【事後】国内インターンシップ及び海外での研修の成果発表（10日）

留学

①国際マーケティングコース

海外の販売子会社（アメリカ）におけるマーケティングの補助業務体
験、海外展示会の見学などのインターンシップと短期語学研修

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

問題意識を高く持ち、行動力を発揮してください。顧客の視点で
考えることができるよう海外市場を学んでください。

E-mail：ykouno@charmant.co.jp

当該地域内の 本社/本社工場：福井県鯖江市川去町6-1
東京、大阪、名古屋、札幌、大宮、福岡、仙台、広島、福井、静岡事業所所在地

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

【海外拠点】アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、香港　他

設立年月日 昭和43年1月1日

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先 河野　泰史

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容

〔その他の製造業〕
メガネフレームの企画から生産、販売までを一貫して手掛ける国内シェアNo,1
メーカー。フレーム事業で培った技術を生かし、先端医療機器の製造・販売で
医療分野に参入。

http://www.charmant.co.jp/


企業No. 12

株式会社SHINDO

福井県あわら市伊井11-1-1

代表取締役CED　新道　忠志

資本金 3,000万円

251名（国内グループ総数）、438名（海外グループ総数）

総務部 TEL:0776-73-7111

E-mail：recruit@shindo.com

海外拠点における従業員数 441人

うち日本から派遣した駐在員数 11人

過去３年間に受入れた 国内事業所 7人

インターンシップ学生数 海外拠点 3人

対象人数 人

実施期間

主な内容

留学コース

対象人数 人

実施期間 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート）

異文化理解　語学力向上

その他企業から
提供可能な支援

留学

①国際マーケティングコース②海外生産マメジメントコース

１～２

８～９月の１～２か月

①営業拠点での海外営業体験（２週間）に語学研修を組み合わせたプ
ログラム(アメリカ ＮＹ等)
②中国工場においての生産管理、業務体験（２週間）に語学研修を組
み合わせたプログラム(上海、香港）

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

インターン
シップ

（国内）

１～２

【事前】７～９月、【事後】２～３月 の  計２０日間

【事前】福井・本社での現場研修、工場見学等（７日）
【事後】本社・業務体験・営業研修、海外研修と国内インターンシップの

      　成果発表（１３日）　                        合計２０日間

設立年月日 昭和53年7月

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先 長谷部　泰三

当該地域内の 繊維製造：福井県あわら市古屋石塚22-105-1
産業資材事業：福井県あわら市菅野60-8-1
シリコーン事業：福井県あわら市伊井11-1-1事業所所在地

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

ドイツ、パリ、ミラノ、ニューヨーク、ロサンゼルス、香港、
上海、広東省（中国）

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容
〔その他の製造業〕
服飾繊維資材、産業用繊維資材、OA機器等に使われるシリコーン原材
料の開発・製造・販売

http://www.shindo.com/jp/corporate/outline.php


企業No. 13

前田工繊株式会社

福井県坂井市春江町沖布目38-3

代表取締役社長　前田　征利

資本金 3,442百万円

994名（連結）

人材開発部 TEL：0776-51-9577

E-mail：mdk-jinji@mdk.co.jp

ドイツ、ベトナム

海外拠点における従業員数 160人

うち日本から派遣した駐在員数 4人

過去３年間に受入れた 国内事業所 55人

インターンシップ学生数 海外拠点 人

対象人数 2人

実施期間
７～９月
２～３月

（20日以上）

主な内容

留学コース

対象人数 2人

実施期間 ８～９月 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート）

その他企業から
提供可能な支援

事後インターンシップの国内移動にかかる旅費は企業にて負担

留学

①国際マーケティングコース ②海外生産マネジメントコース

①アメリカ、ニュージーランド等の取引企業での海外営業体験や市場
調査等を実施する海外インターンシップと短期語学研修との組合せプ
ログラム
②ベトナム工場での生産管理、海外営業等を体験する海外インターン
シップとアグリ大学等の短期研修との組合せプログラム

受入企業への依頼・日程調整などプログラムにかかる全ての調整は企
業にて実施

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

異文化理解と語学力向上

当該地域内の 本社工場：福井県坂井市春江町沖布目38-3
坂井工場：福井県坂井市坂井町長屋72
丸岡工場：福井県坂井市丸岡町熊堂3-3-12-4
鯖江工場：福井県鯖江市御幸町1-401-16事業所所在地

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

インターン
シップ

（国内）

合わせて２０日間

【事前】
・福井本社での開発実習、品質管理、研修成果発表（10日間）
【事後】
・東京本社での営業研修、国内子会社での現場実習（10日間）
合計20日

設立年月日 昭和47年11月25日

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先 執行役員・人材開発部長　千秋　明博

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容
〔その他の製造業〕
環境資材・産業資材の製造・販売

http://www.maedakosen.jp/recruit/index.html


企業No. 14

江守商事株式会社　

福井市毛矢1-6-23

代表取締役社長　市川　哲夫

平成25年4月25日 資本金 4億5,000万円

183名

人事総務部人事課 TEL:0776-36-6521

圓道　ちひろ E-mail：

本社：福井県福井市毛矢1-6-23

東京、大阪、名古屋、金沢、富山、敦賀、松江

海外拠点における従業員数 62人

うち日本から派遣した駐在員数 13人

過去３年間に受入れた 国内事業所 人

インターンシップ学生数 海外拠点 人

対象人数 1～2人

実施期間 【事前】2～3月、【事後】帰国後 （20日以上）

主な内容

留学コース ①国際マーケティングコース

対象人数 1～2人

実施期間 4～9月 1～2ヶ月間 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート） 海外拠点訪問等のプログラムの調整は、企業にて実施

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

海外ビジネスのスケール感を体感
語学力向上

その他企業から
提供可能な支援

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

直轄支店…シンガポール
現地法人…タイ、香港、インドネシア、フィリピン、深セン

インターン
シップ
（国内）

【事前】商社ビジネスに関する基本知識習得、ビジネスマナー、心得
（10日）
【事後】研修成果まとめ（10日）　　　　　　合計　20日間

留学 ・当社の海外拠点において、当社海外事業の概要を学ぶ。
・海外で語学学校に通い、語学力の向上を図る。

設立年月日

従業員数

本事業担当部署

担当者名および連絡先

当該地域内の

事業所所在地

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容
〔卸売・小売業〕
化学品・電子材料・電子部品・合成樹脂・繊維加工剤・環境関連商品の販売・輸出
入、情報システム・ソフトウエアの開発・販売

http://www.emori.co.jp/


企業No. 16

株式会社福井銀行

福井県福井市順化１丁目１－１

代表執行役頭取　林　正博

資本金 179億65百万円

1,385名

経営企画グループ

本支店・出張所/96店舗

海外拠点における従業員数 7人

うち日本から派遣した駐在員数 5人

過去３年間に受入れた 国内事業所 約 1,000人

インターンシップ学生数 海外拠点

対象人数 １～２ 人

実施期間 【事前】7～8月　　【事後】9～10月 （20日以上）

主な内容

留学コース ①国際マーケティングコース

対象人数 １～２ 人

実施期間 ８～10月 （１か月以上）

主な内容

（企業から提供可
能なサポート） 上海大学への入学手続き案内は企業にて実施

留学 ・上海大学への語学留学（１か月）
・上海商談会、現地企業視察帯同（１～２週間）

学生に経験してほしいこと
（期待すること）

・海外現地の語学習得のみならず、現地のビジネス感覚を体感し、地域の
お客様に広くアドバイスできる経験を身に付けること。

その他企業から
提供可能な支援

当該地域内の 福井県内全域、石川、富山、東京、大阪、愛知、京都、滋賀

事業所所在地

海外での事業展開・
海外拠点の設置場所

事務所：タイ・バンコク
その他連携事業所として、中国上海、ベトナム・ホーチミンなど

インターン
シップ
（国内）

【事前】　事前基礎研修（6日）
【事後】　外国為替業務（6日）、海外支援業務（8日）
合計　20日間

設立年月日 明治32年12月19日

従業員数

本事業担当部署 TEL:0776-25-8002

担当者名および連絡先 人財開発チーム　勝木昭宏 E-mail：fbk00102@fukuibank.jp

トビタテ！留学JAPAN　第８期（平成30年４月～平成30年10月留学開始）

企業等名

本社所在地

代表者名

事業内容
〔金融・保険業〕
普通銀行業（預金、貸出、内国・外国為替、証券、その他付随業務）

https://www.fukuibank.co.jp/
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