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2012012012018888 年度インターンシップ開催のお知らせ年度インターンシップ開催のお知らせ年度インターンシップ開催のお知らせ年度インターンシップ開催のお知らせ    

 

拝啓 時下益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。 

平素は格別のご指導、ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて弊社ではこの度、インターンシップを下記の通り開催させていただきます。弊社の

業務を肌で感じていただくことで、企業理解、また学生の皆様の知見の向上、職業観の形

成に繋がることを期待しております。 

つきましては、学生の皆様に弊社インターンシップの開催をご周知いただきたくお願い

申し上げます。本来ならば直接お伺いして、ご説明申し上げるべきところ、書面にてご案

内いたしますことをお許しください。 

業務ご多忙の折と存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

◆企業情報◆企業情報◆企業情報◆企業情報    

企業名 アイシン・コムクルーズ株式会社 業種 情報通信業（トヨタ系列） 

本社所在地 〒450-0002 

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号名古屋クロスコートタワー3階 

主な事業内容 ・ 自動車用機器の制御ソフトウェア開発及び評価 

・ ソフトウェア技術に関する調査・研究・技術教育等 

実習先所在地 

 

〒020-0045 

岩手県盛岡市盛岡駅西通 2 丁目 9 番 1 号マリオス 14 階 

実習先責任者 盛岡開発センター センター長 水口 正也 

 

お問合せ先 

東日本エリア採用担当  熊谷 めぐみ 

TEL：019-604-8601 FAX：019-653-2828 

E-mail：morioka-information@aisin-comcruise.com 

弊社ＨＰ http://www.aisin-comcruise.com 

 

 



◆インターンシップ実施要綱◆インターンシップ実施要綱◆インターンシップ実施要綱◆インターンシップ実施要綱    

職 種 ソフトウェア開発エンジニア 

実習内容 車載向け制御ソフトウェア開発業務の模擬体験 

予定期間 (※注１) 2018 年 8月 27 日（月） ～ 2018 年 9 月 7 日（金） 

予定日数 2 週間 （実働 10 日間 ） 

実習時間 9：00 ～ 17：00 ※応相談 

実習場所 ・岩手県盛岡市盛岡駅西通 2 丁目 9番 1号マリオス 14階 

（実習場所までは、公共交通機関をご利用のうえお越しください） 

受入対象 理系全学部全学科※高専(本科 4年､専攻科 1年)大学(学部 3年､院 1 年) 

受入可能人数 (※注２) 1～4名程度（学校毎に応募数の制限はございません） 

各種手当 ・交通費：上限 1,000 円/日もしくは学校から実習地までの 1往復分旅費 

・食費補助：500 円/日 ・宿泊費：支給なし 

必要条件 ・Microsoft Excel が使用できること 

・基本的なプログラミングの経験があること 

必要書類 ・履歴書（写真貼付）学歴には出身高校も記載のこと 

・成績証明書 

・作文（テーマ：『ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ先に弊社を選んだ理由とｿﾌﾄｳｪｱ開発について

学びたいこと』（200 文字以上） 

・誓約書（後日ご案内いたします） 

書類送付先  実習先所在地に同じ 

募集期限   (※注３) 2018 年 6月 29 日（金） 書類必着 

受付から終了までの流れ 

(※注１) 

以下の通りを予定しております。 

STEP. 内容 日程 

1. 募集開始 5 月～ 

2. 募集締め切り 6 月 29 日（金） 

3. 選考終了 ならびに 受入者への連絡 

（誓約書などの発送） 
7 月中旬 迄 

4. インターンシップ開始 8 月 27 日（月） 

5. インターンシップ終了 9 月 7日（金） 
 

注意事項など (※注１) 

都合により変更する場合がございます。 

また学生さんのご都合にあわせ、調整することも可能です。 

(※注２) 

すべて応募者を社内で検討したのち、受入を決定いたします。希望者が多く定員を超え

る場合には、受入れをお断りする可能性がございます。 

(※注３) 

管轄部署様（インターンシップご担当者）にて取り纏めのうえ、担当：熊谷までご連絡

ください。 書類送付が締切日に間に合わない場合には、事前にご連絡ください。 

以上 
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事業概要

仙台高専の皆さんへ

にも たくさん！

アイシン・コムクルーズ株式会社
私たちは“クルマに生命（いのち）を吹き込む”ソフトウェアの専門集団です！

加藤 喜昭

9000万円
721

(2017 3月時点)

▼アイシングループ

・トヨタグループに属する
アイシン精機㈱を中心に、
世界21ヶ国、207社に事業
展開。

・1勦勷 上の自動 部品
等を手掛ける、世界屈指の

合自動 部品サプライヤ。
▼アイシン・コムクルーズ
・自動 用機 の勧 ソフ
トウェアの開発 評価
・ソフトウェア技術に関す
る調査、研究、評価技術の
教育 等

■製品分野■
・パワートレイン・シャシ
関連
・HV・駆動関連
・ボデー関連
・ 勣全・VIT関連 等

当社はソフトウェアで、この世の中にないものを生み出し、技術を極めることの
できる会社です。ソフトウェア開発そのものは手段や方法と捉え、ソフトを使っ
てものづくりの付加価値を高める仕事をしています。

その① クルマの未来を創造する喜び
クルマの進化にソフトウェア技術の発展は必要
勘可 。当社は先 勩開発まで幅広く手掛
け、最先端の技術と最高峰の品質を追求するこ
とで夢とやりがいを持って働くことができます。

業勲 を の勱 を 感 い す！
ソフトウェア開発は黙々とPCに向き合う印象でしたが、実際は
チームの仲間や上司と連携をとりながら取り組むことが多い仕
事だと感じています。プロジェクトをやり遂げた時の達成感は
言い表せません。皆さんも、自分がどんな仕事に就きたいか決
めていくにあたり、自分が何にやりがいや楽しさを感じるのか、
今までの経験を振り返って考えてみてください。

▲2015 社（ 当：ボデー系キックモーションセンサー）

その② シス ム を たものづくり
アイシングループならではの環境とノウハウにより、“開発全工程を自社完結
できる”ことが強みです。ソフトウェアだけでなく、ハードウェア（メカ）も
含めた視野で提案し、ものづくりの醍醐味を体感できます。

当社で働く社員からのメッセージ☝

【ものづくり活動“TACCMI（たくみ）”で感性を磨く！】
社員の から生まれ、自勢活動として設 10周 を
機にスタートしました。
勶 に れる活動を して、 を け、経験を
むことでソフトウェア開発の仕事に活かすTACCMI
を全社を挙げて後押しています！

の に加えて、 間80時間分を会社が支援
し、社員のスキルアップを促進する“チャレンジ勧 ”
をスタートさせました。テーマは自由！みんな思い思
いのテーマを設定し、自分磨きに励んでいます。

▲社内公募のデザインに塗装
( レストア）

【“ ンジ勧 “で る人づくり！】

（活用 ： 強、 取 、体 づくり、TACCMI活動 等）

その③ 勾 中 者 多数活
地の と連携を取り、 生の 用に を れていま

す。本人の 勵プランを した人事 属を って り、
生まれ育った地域で活躍することも可能です。

＜活動中の4プロジェクト＞
・EV自動運転レース委員会（EV自動運転レースを 事完 ！）
・ レストア委員会（ス ル360をレストアし、全国の事業所周遊に挑戦！）
・ 勯ものづくり委員会（ 勯 のものづくりに挑戦！）
・ロボット研究委員会（NAOロボットやETロボコンを活用し、技術を磨く！)

学生の皆さんへ

▲会社ＨＰ

愛知県名古屋市中村区名駅
4-4-10
名古屋クロスコートタワー3333階

岩手県盛岡市盛岡駅勽
2-9-1
マリオス14階

福岡県福岡市博多区博多駅前
1-3-3
明治安田渡辺ビル7階


