
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ募集要項 Internship application guide 

企業名 臼井国際産業株式会社 

Company name USUI CO., LTD. 

事業内容 

Company info 

自動車用配管を中心に環境に優しい部品づくりを目指し、次世代向

け FCV配管、ガソリン直噴エンジン用高圧フューエルレール及びつ

なぎ管、コモンレール用高圧燃料噴射管等の商品や、機能部品とし

てクーリングファン、ファンドライブ、多管式熱交換器、メタルガ

スケット等、数多くの商品と、きめ細やかなサービスをグローバル

にご提供しています。 

Our main products of pipes for cars and other different parts 

have been supplied globally and we are aiming to produce 

environmental-friendly products such as FCV pipes for next 

generation, High Pressure Fuel Tubes and Rails for Gasoline 

Direct Injection, Fuel Injection Tube for common rail system 

and functional components including Cooling Fan, Fan Drive, 

Heat Exchanger, Metal Gasket, and others. 

業界 Industry ■Manufacturer 製造業 □Information Technology・communication 情
報・通信  □  Finance 金融  □  Education 教育関連  □Creative 
industry 広告・クリエイティブ産業  □  Tourism  観光  □Service 
industry サービス業 □HR 人材関連 □Distributer・Retailer 販売系 
□（ ） 

募集職種 

Job opening 
■Technical 技術系 □Admin/ Office 事務・管理系 □Sales 営業系 

担当部署 

Department in charged                              

総務部 

General Affairs Dept. 

役職 Position  

氏名 P.I.C  Name  加藤 理恵 Rie Kato 

ｅｍａｉｌ RieKato@usui.co.jp 

Phone 055-972-2111 FAX 055-973-0775 

住所 location 静岡県駿東郡清水町長沢 131－2 

131-2,Nagasawa,Shimizu-cho,Sunto-gun,Shizuoka-ken,411-8610  

ＵＲＬ http://www.usui.co.jp/ 

海外取引 

overseas business 

有 Yes （国名 Country：    ） ・  無 No  ・   

検討中 Considering（国名：            ） 

輸入 import ・ 輸出 export ・委託加工 OEM 

海外拠点 

overseas branch 

有 Yes （国名 Country：   U.S.A., MEXICO, France,  Germany, 

China, Korea, Thailand, Indonesia, India, Philippines  ） ・  無 No  ・   

検討中 Considering（国名：            ） 

 

 

 

 

 



インターンシップの内容、受入学生の希望等  task and required skill 

研修内容 

task 

CAD を使った製品設計と構造解析 

社内システムの設計、開発体験 

ロボットティーチング、生産技術実習 

電動アシスト自転車に使用されているトルクセンシング機構の実習 

研修場所 

Location for internship 

臼井国際産業株式会社 本社 

ロボットティーチング、生産技術実習のみ、富士御殿場工場 

研修場所までの交通

アクセス access 

【本社】 

静岡県駿東郡清水町長沢 131-2 

JR 三島駅南口駅前バスターミナルより 

1 番のりば、旧道経由沼津駅行き乗車(約 12 分)。医療センター入口下

車。 

4 番のりば、柿田経由沼津駅方面行き乗車(約 29 分)。対面石入口下

車。 

JR 沼津駅南口駅前バスターミナルより 

3 番のりば、旧道経由三島方面行き乗車(約 12 分)。医療センター入口

下車。 

2 番のりば、柿田経由三島方面行き乗車(約 12 分)。対面石入口下車。 

各バス停より本社まで、徒歩約 4 分 

【富士御殿場工場】 

静岡県御殿場市神場 2314-7 

費用負担について 

expense 

交通費 transport： 実費支給 ・ 一部支給（    円） ・ 支給なし  

昼食手当 meal： 支給 ・ 一部支給（     円） ・昼食を手配 

制服支給 uniform ：  あり ・ なし 

学生に求めること、こ

れまでの勉強内容等 

required skill 

理系の大学もしくは大学院に在学中の学生 

日本語で問題なくコミュニケーションが取れること 

対象学年 grade 

(該当するものに○をすべてお

願いします) 

短大 ： １年  ２年  学部 ： １年  ２年  ３年  ４年 

修士 ： １年  ２年  ・  博士課程  ・  既卒者 

 


