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＜別紙３＞ プログラムの詳細 

 

Ａ 続けノーベル賞！グローバル技術者コース（主に理系） 

ａ－１ 新技術開発プログラム 

製造，化学，建設，コンピューターソフト開発等の関連産業における人材育成として，海外

拠点での製造工程に主に従事する留学を行います。 

  派遣先：東アジア，東南アジアなど 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

北島酸素（徳島市）www.kitajima-sanso.com 

四国化工機（北島町）www.shikoku-kakoki.co.jp 

日本フネン（吉野川市）www.nihonfunen.co.jp， 

ニホンフラッシュ（小松島市）www.nfnf.co.jp， 

藤崎電機（阿南市）www.fujisakikk.co.jp 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

明友電脳系統有限公司（中国上海市）www.minyou.com， 

Pubson（中国上海市）http://pubson.jp 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

ａ－２ 新ビジネス創出プログラム 

諸分野における新規事業展開を牽引する人材育成として，海外拠点での製造工程に主に従事

する留学を行います。 

派遣先：東アジア，東南アジアなど 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

市岡製菓（徳島市）www.ichioka-seika.co.jp， 

北島酸素（徳島市）www.kitajima-sanso.com， 

四国化工機（北島町）www.shikoku-kakoki.co.jp， 

徳島港湾荷役（徳島市）www.t-kohwan.co.jp， 

日本フネン（吉野川市）www.nihonfunen.co.jp， 

ニホンフラッシュ（小松島市）www.nfnf.co.jp， 

藤崎電機（阿南市）www.fujisakikk.co.jp 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

デバイス（中国上海市）， 

for JDM（中国上海市）http://4jdm.com 

ＮＩＣＤ Ｃｏ．ＬＴＤ（ベトナム・ホーチミン）
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http://www.nicd.co.jp 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

ａ－３ ６次産業化プログラム 

農業振興における人材育成として，海外拠点での先進的活動や製造工程に主に従事する留学

を行います。 

  派遣先：東アジア，東南アジアなど 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

市岡製菓（徳島市）www.ichioka-seika.co.jp， 

徳島港湾荷役（徳島市）www.t-kohwan.co.jp 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

GreenHouse（中国上海市）， 

ＮＩＣＤ Ｃｏ．ＬＴＤ（ベトナム・ホーチミン）

http://www.nicd.co.jp 

Future Transmigration Planning SDN. BHD（マレーシア） 

http://ftp.my 

 

長沙カレー一家レストラン有限公司（中国・湖南省） 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

ａ－４ 環境ビジネスプログラム 

環境対策やエコビジネスにおける人材育成として，海外拠点での先進的活動や製造工程に主

に従事する留学を行います。 

  派遣先：世界各地域 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

藤崎電機（阿南市）www.fujisakikk.co.jp 

いろどり（上勝町）www.irodori.co.jp 

神山しずくプロジェクト（神山町）http://shizq.jp 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業・ＮＰＯ団体等 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

上海アジマス建設工程有限公司（中国上海市）

http://www.azimuth.com.cn/ 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

http://www.nicd.co.jp/
http://www.ichioka-seika.co.jp/
http://www.t-kohwan.co.jp/
http://www.nicd.co.jp/
http://ftp.my/
http://www.fujisakikk.co.jp/
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http://www.azimuth.com.cn/
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ａ－５ 防災対策プログラム 

防災対策における人材育成として，海外での技術的な防災対策を対象とした調査活動に主に

従事する留学を行います。 

  派遣先：世界各地域 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

エフエムびざん（徳島市）www.bfm.jp 

県防災人材育成センター（北島町） 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業・ＮＰＯ団体等 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

デバイス（中国上海市）， 

上海アジマス建設工程有限公司（中国・上海市） 

http://www.azimuth.com.cn 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

 

ａ－６ フリーハンドプログラム 

自ら考え地域のために行動する人材育成として，技術的側面からの本県の振興策を自由に設

計し，フィールドワークやボランティア活動に主に従事する留学を行います。 

  派遣先：世界各地域 

インターンシップ先 自ら選択した県内企業・ＮＰＯ団体等 

海外実践活動先 自ら選択した海外活動先 

 

 

Ｂ 飛び出せ世界マーケット！グローバル営業マンコース（主に文系） 

ｂ－１ 海外販路開拓プログラム 

海外販路の開拓において活躍する人材育成として，海外マーケットを対象とした営業活動に

主に従事する留学を行います。 

  派遣先：東アジア，東南アジアなど 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

市岡製菓（徳島市）www.ichioka-seika.co.jp 

北島酸素（徳島市）www.kitajima-sanso.com 

四国化工機（北島町）www.shikoku-kakoki.co.jp 

徳島港湾荷役（徳島市）www.t-kohwan.co.jp 

日本フネン（吉野川市）www.nihonfunen.co.jp 

ニホンフラッシュ（小松島市）www.nfnf.co.jp 

藤崎電機（阿南市）www.fujisakikk.co.jp 

http://www.bfm.jp/
http://www.azimuth.com.cn/
http://www.ichioka-seika.co.jp/
http://www.kitajima-sanso.com/
http://www.shikoku-kakoki.co.jp/
http://www.t-kohwan.co.jp/
http://www.nihonfunen.co.jp/
http://www.nfnf.co.jp/
http://www.fujisakikk.co.jp/
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県国際戦略課グローバル戦略室（徳島市） 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

県上海事務所（中国上海市）， 

一般社団法人日中経済貿易センター（上海市）， 

易意貿易（上海）有限公司 

http://www.yiyish-group.com/about-us.html 

品栄（上海）広告有限公司（上海市） 

ＮＩＣＤ Ｃｏ．ＬＴＤ（ベトナム・ホーチミン）

http://www.nicd.co.jp 

神戸屋食品工業（タイ・バンコク） 

長沙カレー一家レストラン有限公司（中国・湖南省） 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

ｂ－２ フリーハンドプログラム 

自ら考え地域のために行動する人材育成として，経済面での本県の振興策を自由に設計し，

フィールドワークやボランティア活動に主に従事する留学を行います。 

  派遣先：世界各地域 

インターンシップ先 自ら選択した県内企業・ＮＰＯ団体等 

海外実践活動先 自ら選択した海外活動先 

 

Ｃ やる気と国際感覚で！なんでもこなす人材コース（その他） 

ｃ－１ 企業グローバル化プログラム 

諸分野における企業の海外展開を牽引する人材育成として，海外マーケットを対象とした調

査活動に主に従事する留学を行います。 

派遣先：東アジア，東南アジアなど 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

市岡製菓（徳島市）www.ichioka-seika.co.jp 

北島酸素（徳島市）www.kitajima-sanso.com 

四国化工機（北島町）www.shikoku-kakoki.co.jp 

徳島港湾荷役（徳島市）www.t-kohwan.co.jp 

日本フネン（吉野川市）www.nihonfunen.co.jp 

ニホンフラッシュ（小松島市）www.nfnf.co.jp 

藤崎電機（阿南市）www.fujisakikk.co.jp 

県国際戦略課グローバル戦略室（徳島市） 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業 

http://www.yiyish-group.com/about-us.html
http://www.nicd.co.jp/
http://www.ichioka-seika.co.jp/
http://www.kitajima-sanso.com/
http://www.shikoku-kakoki.co.jp/
http://www.t-kohwan.co.jp/
http://www.nihonfunen.co.jp/
http://www.nfnf.co.jp/
http://www.fujisakikk.co.jp/
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海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

一般社団法人日中経済貿易センター（中国上海市）， 

Pubson（上海市）http://pubson.jp 

デバイス（上海市）， 

ＮＩＣＤ Ｃｏ．ＬＴＤ（ベトナム・ホーチミン）

http://www.nicd.co.jp 

神戸屋食品工業（タイ・バンコク）， 

Future Transmigration Planning SDN. BHD（マレーシア）

http://ftp.my 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

ｃ－２ 新ビジネス創出プログラム 

諸分野における新規事業展開を牽引する人材育成として，企画・プラニング活動や海外マー

ケットを対象とした調査活動に主に従事する留学を行います。 

派遣先：東アジア，東南アジアなど 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

市岡製菓（徳島市）www.ichioka-seika.co.jp 

北島酸素（徳島市）www.kitajima-sanso.com 

四国化工機（北島町）www.shikoku-kakoki.co.jp 

徳島港湾荷役(株)（徳島市）  www.t-kohwan.co.jp

日本フネン（吉野川市）www.nihonfunen.co.jp 

ニホンフラッシュ（小松島市）www.nfnf.co.jp 

藤崎電機（阿南市）www.fujisakikk.co.jp 

神山しずくプロジェクト（神山町）http://shizq.jp 

いろどり（上勝町）www.irodori.co.jp 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

デバイス（中国上海市）， 

for JDM（上海市）http://4jdm.com 

Pubson（上海市）http://pubson.jp 

ＮＩＣＤ Ｃｏ．ＬＴＤ（ベトナム・ホーチミン）

http://www.nicd.co.jp 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

ｃ－３ 観光誘客プログラム 

観光ビジネスにおける人材育成として，海外マーケットを対象とした調査活動に主に従事す

る留学を行います。 

http://pubson.jp/
http://www.nicd.co.jp/
http://ftp.my/
http://www.ichioka-seika.co.jp/
http://www.kitajima-sanso.com/
http://www.shikoku-kakoki.co.jp/
http://www.t-kohwan.co.jp/
http://www.nihonfunen.co.jp/
http://www.nfnf.co.jp/
http://www.fujisakikk.co.jp/
http://shizq.jp/
http://www.irodori.co.jp/
http://4jdm.com/
http://pubson.jp/
http://www.nicd.co.jp/
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  派遣先：世界各地域 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

西阿波観光圏（祖谷・大歩危）http://nishi-awa.jp 

阿波観光ホテル（徳島市）http://www.awakan.jp 

ホテルモアナコースト（鳴門市）http://www.moana.co.jp 

県国際戦略課（徳島市） 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

県上海事務所（中国上海市）， 

明友電脳系統有限公司（上海市）http://www.minyou.com 

ＪＮＴＯ上海事務所， 

ＮＩＣＤ Ｃｏ．ＬＴＤ（ベトナム・ホーチミン）

http://www.nicd.co.jp 

Future Transmigration Planning SDN. BHD（マレーシア） 

http://ftp.my 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

ｃ－４ ６次産業化プログラム 

農業振興における人材育成として，海外マーケットを対象とした調査活動に主に従事する留

学を行います。 

  派遣先：東アジア，東南アジアなど 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞市岡製菓（徳島市）www.ichioka-seika.co.jp 

徳島港湾荷役（徳島市）www.t-kohwan.co.jp 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

GreenHouse（中国上海市）， 

ＮＩＣＤ Ｃｏ．ＬＴＤ（ベトナム・ホーチミン）

http://www.nicd.co.jp 

Future Transmigration Planning SDN. BHD（マレーシア）

http://ftp.my 

長沙カレー一家レストラン有限公司（中国・湖南省） 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

ｃ－５ 防災対策プログラム 

防災対策における人材育成として，海外でのソフト面での防災対策を対象とした調査活動に

http://nishi-awa.jp/
http://www.awakan.jp/
http://www.moana.co.jp/
http://www.minyou.com/
http://www.nicd.co.jp/
http://ftp.my/
http://www.ichioka-seika.co.jp/
http://www.t-kohwan.co.jp/
http://www.nicd.co.jp/
http://ftp.my/
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主に従事する留学を行います。 

  派遣先：世界各地域 

インターンシップ先 ＜受入予定企業＞ 

エフエムびざん（徳島市）www.bfm.jp 

県防災人材育成センター（北島町） 

 

＜その他＞自ら選択した県内企業・ＮＰＯ団体等 

海外実践活動先 ＜受入予定企業＞ 

デバイス（中国上海市）， 

上海アジマス建設工程有限公司 http://www.azimuth.com.cn 

 

＜その他＞自ら選択した海外活動先 

 

ｃ―６ フリーハンドプログラム 

自ら考え地域のために行動する人材育成として，本県の振興策を自由に設計し，分野にとら

われないフィールドワークやボランティア活動に主に従事する留学を行います。 

  派遣先：世界各地域 

インターンシップ先 自ら選択した県内企業・ＮＰＯ団体等 

海外実践活動先 自ら選択した海外活動先 

 

 

 

http://www.bfm.jp/
http://www.azimuth.com.cn/

