
【募集要項】

実施期間 2018年8月27日(月)～9月7日(金)　計10日間　※平日のみ実施

実施時間 9:15～18:00(内休憩65分)

実施場所 広島県広島市中区中町6-13　広島Ｋビル3F　NSウエスト株式会社　営業・開発センター内

日当 日当・食費等の諸手当の支給は致しません。

応募資格

●就職を次年度に控えている高専生及び大学生の方

※高専本科4年生、専攻科1年生、大学3年生、大学院1年生

●機械系学科、電気・電子系学科、情報系学科いずれかに在籍している方

●エンジニアとして就職したいと考えている方

●単位以上のものを持ち帰りたいと強い熱意のある方

【企業情報】

会社名 NSウエスト株式会社

事業内容 車載用計器類開発・生産

本社所在地 〒727-0004　広島県庄原市新庄町366-2

ウェブサイト http://www.nswest.co.jp/

連絡窓口 E-mail：tanaka.m@nswest.co.jp　　インターンシップ担当： 田中 美優

NSウエスト株式会社　インターンシップ実施要項
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募集人員
6名程度(応募状況により、当社にて受入れる学生の選定を行います。)

※学校ごとに応募人数を制限することはしておりません

実施内容

自動車メータの開発・設計について幅広い業務に触れることのできるプログラムです。

メーターの構造理解や、回路設計、プログラミングなどメーター開発の業務に触れながら

メーターがどのように開発されているのかを体系的に学び、経験して頂きます。

自身の専攻分野の該当部署にて、実業務に近い部分を体験頂きます。

実際の開発業務に触れて頂くことで、『エンジニアになる』ということを疑似体験頂きます。

保険加入
期間中の『インターンシップ・ボランティア活動等体験活動賠償責任保険』または、

それに類する保険への加入が必須となります。必ずご加入頂きますようお願い致します。

企

業

情

報

処

遇

・

待

遇

交通費

≪ご自宅から通われる場合≫

当社から1.5kmの範囲内は交通費の支給は致しません。(当社社員も支給しておりません）

≪広島県外にお住まいの方や、自宅からの通勤が困難である場合≫

ご自宅・学生寮から当社手配のホテルまでの往復の交通費は、全額実費にて支給致します。

宿泊
≪広島県外にお住いの方や、自宅からの通勤が困難である場合≫

当社にて宿泊場所を手配致します。(近隣ホテル、シングル、朝食つき　宿泊費用は当社負担)

応

募

詳

細
応募方法と

締切

2018年6月15日（金）当社必着でご応募ください。

提出書類：当社指定インターンシップ申込書

提出方法：必要項目入力後、下記連絡窓口までE-mailにてExcelデータのまま送付して下さい

参加可否の

通知

2018年6月22日(金)までに、参加可否結果について、各校様宛に通知致します。

応募者多数の場合は、ご希望に沿いかねることもありますが、何卒ご了承下さい。

そ

の

他

別紙「インターンシップ参加にあたっての注意点」をご参照ください

※ただし、初日および最終日はスーツでお越しください。
参加時の服装

http://www.nswest.co.jp/


下記、フォーマットに必要事項を記入下さい。

《記入時の注意事項》

■弊社規定により割引料金ではなく定額料金で支給致します。

■広島駅からご来社の場合は路面電車を利用いただき「袋町電停」下車です。

■公共交通機関の場合は路線名、バス会社名等を記載してください。

　※乗換等で公共交通機関が変わる場合は、恐れ入りますがすべてご記載下さい。

~

~

~

~

~

~

~

~

~

□男　　　　　□女

要　　・　　不要

加入済　　・　　未加入

弊社が宿を用意する場合 喫煙　or　禁煙

※未加入の場合はインターンシップまでにご自身で加入下さい

　 なお、不明な方は学校へお問い合わせ下さい

¥18,040

¥0

    広島駅 袋町

¥0

¥0

インターンシップ保険

加入有無

実習で掘り下げて学びたい分野

(どれか１つに丸を付けてください)

弊社での宿の手配

要不要

単位認定の手続きについて

バス ¥1,900

    東京駅 広島駅 新幹線

NSウエスト株式会社　インターンシップ申込書

(フリガナ)

氏名

性別

生年月日 型

住所

学校名
（学部・学科名・学年まで記入下さい）

緊急連絡先
上記項目と同一の場合、

住所については記載不要

本人連絡先
インターンシップ当選後も含め

各種連絡はメールにてお送りします。

よって、夏季休暇中でも常時メールを

確認できるアドレスとして下さい

〒

住所：

〒

住所：

E-Mail：

TEL：

TEL：

血液型

例:成東駅自宅、あるいは寮等から

営業･開発センターまでの

経路・費用
※新幹線は自由席・特急料金

※飛行機、タクシー不可

※自家用車不可

※1.5km圏内の方は支給無

駅名

¥0

¥0

駅名 公共交通機関 片道料金

東京駅 JR ¥1,320

駅名 駅名 公共交通機関 片道料金

¥0

¥0

¥0

合計 ¥0

¥0

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日（満　　　歳）

¥0 ¥0

　機械系　　・　　電気電子系　　・　　情報系

往復料金

¥2,640

¥36,080

¥3,800

往復料金

¥0



※どちらかに丸を付けて下さい

※ 申込用紙は、Excelデータのまま、送付先へお送り下さい。

※ 記載して頂いた個人情報は、法律に基づいた、警察等の行政機関や司法機関からの

要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。

回路図を理解出来る

7 オシロスコープの操作が出来る Yes No

4 ２D-CADが使用出来る Yes No

Yes No

1 詳細な指示があればMicrosoft Excelにてデータの集計が出来る Yes No

2 詳細な指示があればMicrosoft Excelにてデータの解析が出来る

8 CAN評価装置の操作が出来る Yes No

5 ３D-CADが使用出来る Yes No

6

No

9 C言語の文法が理解出来る Yes No

10 電子部品を基板に半田付け出来る Yes No

11 Microsoft PowerPointが使用出来る Yes No

3 Microsoft　Wordを使って文書が作成出来る Yes No

No 項目 Yes No

単位認定の手続きについて

経験・資格等

資格・免許

履修科目について

その他得意分野

NSウエストの

インターンシップに

応募した理由・目的、

また、NSウエストの

インターンシップで

何を学びたいか

スキルチェック・アンケート

Yes

今までご自身が勉強されたこと（得意科目・好きな授業等）をご記入下さい。

その他、ご自身の得意分野などがあれば自由にご記入下さい。



● 枠に色を塗ってあるところのみご記載下さい。

みなさんから頂いたデータをコピーなどして、社内用資料として使用しますので書式の変更等はお止め下さい。

● 特に記載にあたって、注意が必要な部分は、下記に注意点をご記載しておきますので、ご確認下さい。
・ 緊急時の連絡先、住所について

安全には万全を期して実習を行いますが、万一実習中に怪我や急な病気等となった場合の連絡先です。

必ずしもご両親ではなくとも構いませんが、指示を仰ぐことの出来る方のご連絡先をお教え下さい。

・ インターンシップ実施にあたっての宿の手配について

原則として広島県外からの実習参加者に宿の手配は行いますが、手配が必要ない方はお伝え下さい。

例） 『親戚・友人の自宅に泊るため、必要ありません』

・ インターンシップに関連する保険加入について

よくわからない場合は、学校の先生方、キャリアセンターなど、インターンシップご担当の方へご確認下さい。

基本的には学校側で加入済みとは思いますが、もし加入されていない場合は加入が必須です。

・ 単位認定のための必要な流れや処理等について

学校側で実習に必要な書式等ございましたら、データあるいは紙で実習前日までにお送り下さい。

当社にて単位認定のためにするべきことがあればお教え下さい。

・ NSウエストのインターンシップへの志望動機、何を学びたいかについて

応募者多数の場合は、この欄にご記載頂いたコメントや、それ以降のスキルチェックシートでの抽選となります。

熱意や意欲、NSウエストとマッチするかどうかを測るためのものです。

NSウエストのインターンシップへの志望動機や、主体的にどんなことを学びたいかについてはぜひ熱いコメントを

期待しています。

・ 交通費支給について

自宅、あるいは寮等から営業･開発センターまでの経路、費用をご連絡下さい。

※タクシーのご利用、新幹線のグリーン車・指定席利用は弊社規則により支給不可となっております。

新幹線等をご利用の場合は、自由席及び特急券料金の支給となりますので、予めご了承ください。

※安全上の観点、駐車場等の都合から、自家用車での実習参加はお断りしております。

※当社から1.5kmの範囲内は交通費の支給は致しません。(当社社員も支給しておりません）

※弊社で交通経路と費用を確認する際は、Yahoo乗り換えを使用しています。

　 参考　URL：https://transit.yahoo.co.jp/

※費用についてご不明な点があれば、ご連絡をお願い致します。

・ 各種スキルチェックシートについて

ご自身が使えるだろう、と思っているものにはYesに丸を、そうでないものにはNoをつけて下さい。

実習最終日にはMicrosoft社のPowerPointを使用した発表を行って頂きます。

スライド作成時間は限られていますから、事前に操作方法や、機能などはご自身で学習下さい。

作成のための考え方などはお伝え出来ますが、機能説明までは行えませんので、ご了承下さい。

記入上の注意点



● インターンシップに関わる不安に関しては、なるべく事前に解消したいと考えております。

ご不明な点があれば、お問い合わせ下さい。

● 実習中、飲食費等に関しては自己負担となります。

● 服装に関しては、クールビズにてお願いします。

夏のため、冷房に弱い方は、ご自身で上着を用意するなどしてください。

女性は過度に華美でなければ私服でも構いませんが、(初日･最終日はスーツでお越しください)

なお、デニム、Gパン、かかとのない靴はNGです。（ヒール可）

女性は下記URLを参考にして頂ければと思います。

http://topicks.jp/26136

基本的には、過度に露出がなく、かつ色味も抑えめのものだと考えております。

一般的にはブラウスにカーディガン、チノパンか膝丈くらいのスカートが無難でしょうか。

● 宿泊施設については、下記の通りですのでご確認下さい。

特段の事情等がある場合はご相談下さい。

・ 宿泊施設の場所 原則1.5km以内のホテルを手配する予定としています。

・ 部屋サイズ 基本的にはシングルサイズのお部屋を手配する予定としています。

・ 食事について 基本的には朝食付きのホテルを手配する予定としています。

ただし、昼食・夕食は自己負担にてお願い致します。

・ 各種費用について 宿泊費用（朝食付き）に関しては全て弊社にて負担致します。

その他の費用については自己負担にてお願い致します。

インターンシップ参加にあたっての諸注意

http://topicks.jp/26136
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