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株式会社ADToi’s エーディートイズ
（事業概要：自動車販売（新車、中古車）、保険各種販売）

プロジェクト

紹介

SNSをフル活用した、マーケティング活動 ,販売戦略

～目指せ！Facebookページ１０００いいね！プロジェクト！～

昨今、若者の価値観の変化に伴い、若者の自動車離れが深刻化して
います。自動車産業は日本の根幹産業です。そんな日本を支えてきた
自動車にもっと魅力を感じて欲しい、もっと身近に感じて欲しいと考え
ています。そこで、皆さんの無限の可能性、パワーを貸していただき、も
っと若者に自動車の魅力を伝えていきたい！未知なる可能性がある学
生とインターンシップという形で一緒にお志事がしたいです！

得られる

もの

●ウェブでのマーケティング活動による販売戦略のノウハウ
●一から企画・立案することで、自立した人財になる
●目標達成時の充実感・満足感や自信など、将来の夢に活かせる体験
●経営者の目線で会社を観ることで得られる経営者感覚

求める

学生

■自発的に活動でき、クリエイティブな発想の展開ができる方
■企画運営を立案し、最後までやり遂げる責任感の強い方
■学ぶ意欲が強く、前向きに物事を捉えられる方
■出来ない理由を考えるより、できる方法を考えれる方

条件面

活動場所：三重県桑名市中央町2-39 桑名ビル1F

交通費：支給あり 活動支援金：支給あり

（20日以上で最寄り駅からの定期券支給） （活動内容によって要相談）
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写真

株式会社佐野テック
（事業概要：橋梁免震部品の製造・建築業）

プロジェクト

紹介

太陽光だけで暗い部屋を外にいるかのように明るく
する画期的エコ商品「スカイライトチューブ」を広く世の
中に広める広報ブランディングプロジェクト！
佐野テックの関連会社「㈱スカイライトチューブ三重」が販売を手掛ける太陽光照明シス
テム「スカイライトチューブ」の魅力を発信し、今までその存在すら知らなかった方に、スカイ
ライトチューブというエコ商品の素晴らしさをPRしてください！

昼間は太陽光のみで、全く電気を必要としないスカイライトチューブを実際に体感しても
らった上で、より多くの人にこの商品を知ってもらうにはどのようにPRすれば良いか、その方
法を考えてください。

得られる

もの

●世間にあまり知られていない商品を認知させていく経験
●何度でもチャレンジし、試行錯誤を繰り返して完成させていく経験
●仕事に取り組む姿勢・仕事の進め方

求める

学生

■柔軟な考え方ができる人
■チャレンジ精神が旺盛な人
■企画・宣伝業務をしたい人
■物事に臨機応変に対応できる人

条件面

活動場所：三重県三重郡菰野町大字千草5051-9

交通費：支給あり

※可能であれば、弊社まで自動車で来られる方を希望します。
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株式会社 たまや スポーツ事業部
（事業概要：アウトドア・スノーボード用品の販売）

プロジェクト

紹介

商品の販売だけで終わらない！

お客様と楽しめるイベントをプロデュースしませんか！
今やインターネットで簡単に商品と情報が手に入る時代。

私たちは、商品以外に「あの店で買った！」という、価値観を大切にしています。
だからこそ、お客様と関わる時間＜イベント＞をつくっています。

＜イベントの主目的＞

1.顧客の満足度アップと新規顧客の獲得

2.お客様同士の繋がりを生む場所づくり

3.「楽しいことをしているお店」というイメージづくり

得られる

もの

●マーケット（市場や季節）にあったイベントを創る力

●ターゲットを的確にリサーチし、集客をするための方法

●ゴールを達成していくためのタイムマネジメント力

●イベント実現で得られるお客様の笑顔と達成感

求める

学生

■アウトドアやスノーボードに興味がある方

■販促活動（イベント）に興味がある方

■創造力と企画遂行力を高めたい方

■お客様の「楽しい」のために働きたい方

条件面
活動場所：四日市市日永5丁目12-13

交通費：1万円上限で支給 活動支援金：２万円
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株式会社ドリームエージェント
（事業概要：コンサルティング、デザイン制作、システム開発）

プロジェクト

紹介

学生の声を大学や行政に届けろ！

コンサルティング実践プロジェクト！！
安倍政権が最も力を入れて進めている「地域創生」。今、地方ではもの凄い予
算が投入され、地域創生に関連したプロジェクトが乱立している。しかし、主役
であるはずの地域の次世代を担う若者を抜きにして議論や施策が進められてい
る現場も決して少なくない。

今回のインターンシップでは、弊社にて受託している大学や行政の地域創生案
件を、コンサルタントと連携して、学生や地域のリサーチや全国の事例を調査し
、若者ならではの視点から行政や大学へ提出する企画書を制作していきます。

得られる

もの

●コンサルタントの打合せ現場に立ち会える経験
●行政や大学、中小企業へ訪問し、ミーティングに参加する経験
●マーケティングリサーチの基本知識および実践
●企画書の作成スキルおよびプレゼンテーション能力

求める

学生

■地域活性化や新規事業立ち上げに興味がある方
■行政や大学などのプロジェクトに興味がある方
■基本的なITリテラシー（パソコンの一般的な操作、ワード、エクセル）
■社会的地位のある方と対応できるマインドや礼儀を備えている方

条件面

活動場所：四日市市栄町１-11くすの木ビル

交通費：支給あり 活動支援金：支給なし

原則：弊社では金銭的な援助はいたしません。意欲のない方はお断りします。
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高田会館
（事業概要：宿泊施設運営・飲食・観光）

プロジェクト

紹介

地域の伝統を守る宿泊施設のプロデュース

極楽浄土を魅せる。宿泊プラン企画立案プロジェクト！
１、魅力を生かしたイベントプロデュースで、地域を元気で包み込め！

２、ここならではの宿泊プランを立案せよ！

３、高田会館だからこそできる“おもてなし”とは？

４、お客様に声を届ける。プレスリリースで取材にこぎつけろ！

全国から見えるお客様に、より特別な空間として親しまれる高田会館を目指し、さまざま
な側面から企画立案をしてください。また、宿泊施設でありながら地域との接点の濃い
高田会館。その魅力の発掘と、イベント運営やサービスの向上によって笑顔あふれる地
域を作り出していってください！

得られる

もの

●ツアープランナーの仕事の実践経験
●地域との関わりから、地域活性化の本質とはなにかを体感
●企画の立案から運営までやりきることでの充実感・満足感
●イベントを通してのチームビルディングの経験やマネジメント力の向上

求める

学生

■前向きで、活動的な方
■発想力を生かして、クリエイティブな仕事をしてみたい方
■地域活性や、地域の文化・観光について興味のある方
■企画運営を実践してみたい方

条件面

活動場所：三重県津市一身田町2819番地

交通費：支給あり まかない：あり 宿泊：要相談

（20日以上で最寄り駅からの定期券支給） （活動内容によって要相談）

写真

株式会社プラトンホテル
（事業概要：ホテル業）

プロジェクト

紹介

三重から世界へ！【MISS UNIVERSE JAPAN三重大
会】のイベント運営

～学生の目線で、出場者を集める広報プロジェクト～
11月27日にプラトンホテル四日市にて開催される「ミス・ユニバース・ジャパン三
重大会」に向けて、出場者を募集中。！今回のインターンシップでは、独自の
方法を使って、出場者を募集してみよう。SNSやメディアなどを使って、効果的
に広報する方法を考えてみてください。また、三重大会の前にもイベントやメディ
ア出演がありますので、そちらに同行していただく等、内容盛り沢山です。

得られる

もの

●イベント企画力 ※大会の内容を決める会議にも参加していただきます。
●臨機応変に物事を考えることができる力
●メディアやイベントに同行し、PRを実際に行う経験
●「ミス・ユニバース」という世界のブランドをブランディングする経験

求める

学生

■主体的に物事を考えることができ行動に移せる方
■楽しいことを考えることが好きな方
■イベント運営に興味がある方
■積極的に色々なことに挑戦することが好きな方

条件面

活動場所：三重県四日市市西新地7番3号

交通費：支給なし 活動支援金：支給なし

当社では、金銭的援助はいたしませんが、その分、三重県外でも同行費用を
出せればと思っています。（要相談）
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山二造酢株式会社
（事業概要：食酢、飲む酢、ソースの製造販売）

プロジェクト

紹介

「飲むお酢」で健康ブームを巻き起こせ！

おいしさを届ける動画づくり広報マーケティングプロジ
ェクト！
お酢は身体に良いことはわかっていても、苦手な人がいたり、料理への使い方が
わからない人が多くいます。そんな人でも、手軽にできるレシピやお酢の使い方、
どのように健康に良いのか等を紹介する1～2分程度の動画を複数作成します
。作成した動画はfacebookやホームページに掲載し、多くの人にお酢の魅力を
PRしてもらいます。

得られる

もの

●企画、立案、構成する力
●伝える技術
●プロジェクトを成し遂げる達成感

●お酢の魅力についての知識

求める

学生

■料理に興味があり、簡単な調理ができる
■動画作成技術がある、または興味がある
■企画立案して最後までやり遂げる責任感がある
■創造力がある

条件面
活動場所：津市阿漕町津興２４７６番地

交通費：支給あり 活動支援金：支給あり

有限会社シンワ
（事業概要：内装・建築・リノベーション）

プロジェクト

紹介

建築・不動産業界に変革を起こすイノベーションプロジェクト！

住空間に関わる全てのリノベーションをプロデュースする

Dream Space『シンワから始まるリノベーション SHINWA神話』
を創り出そう！
1、住環境に関わる全てのリノベーションをプロデュースする商品開発を行う

2、SHINWAブランドの構築とファン創り

3、SHINWAファン（顧客）データーの整備及び顧客管理

4、顧客の成長

5、ブランドの成長

得られる

もの

●お客様の喜ぶ笑顔
●無から有を創造する力
●目標達成を行うためのロジック的な仕組み
●自分自身だけではなく周りの人も喜ばせる力

求める

学生

■元気で笑顔が素敵な方
■自分自身に負けない方
■他人を喜ばせたいと思っている方
■挨拶・礼儀が理解できている方

■クリエイティブな感性のお持ちの方

条件面

活動場所：三重県桑名市大字大福510-3

交通費：支給あり

※可能であれば、弊社まで自動車で来ていただける方
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マツオカ建機株式会社
（事業概要：建設関連の総合レンタル・リース業）

プロジェクト

紹介

建築業界の総合レンタルサービスで地域のインフラを守る！

会社の魅力を若者に届ける、広報ブランディングプロジェクト!!

マツオカ建機は土木建設機械、産業用機械をはじめとして、建設関連
の総合レンタルサービス業として、地域の社会インフラ整備に貢献し
ています。街の至る所で当社のレンタル機械をみることができますが、当社
を知る学生さんはとても少ないのが現状です。そこで、マツオカ建機を知らな
い学生さんに対して、わかりやすく会社の魅力をＰＲできるツール（パワーポイ
ントのプレゼン資料）を、あなたの目線で企画・制作してマツオカ建機をまる
ごとブランディングしていってください！

得られる

もの

●ひとつのものを一から作り上げたときの達成感、充実感
●資料作成スキルおよびプレゼンテーションスキル
●企画・構成力

●建設機械、レンタル業界に関わる幅広い知識・ノウハウ

求める

学生

■相手の視点で物事を考えられる方
■パワーポイント作成経験のある方
■発想力を生かした広報ブランディングを実践したい方

■行動、実行力をもって、一つのものをカタチにしてみたい方

条件面
活動場所：三重郡川越町当新田17番地

交通費：あり 活動支援金：支給あり
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長谷川シャッター工業株式会社
（事業概要：シャッターの製造販売）

プロジェクト

紹介

建物の入口と出口に革命を起こすシャッター集団

ランチェスター戦略を実践するマーケティングプロジェクト！！
三重県北勢地域は県全体の経済を支えている中心地。そこで活躍する企業
様の工場のシャッターや建物に関するお困り事を解決し、お役に立つことで地域
貢献をしたいと考えているのが長谷川シャッター工業です。

このプロジェクトは、経営学のランチェスター戦略に則って、北勢地域で活躍する
企業の工場・倉庫を調査し、新しいサービス開発を行っていく実践的なマーケッ
トリサーチプロジェクトです！

モノ作りメーカーがサービス業態へと転換していく重要なプロジェクトを、あなたの
力で動かしてみませんか！？私たちと共にチャレンジしていきましょう！

得られる

もの

●新規顧客を掘り起こす手順が解る
●マーケットリサーチの実体験
●新規のお客様を訪問する時のむずかしさを体感（※貴重な体験です）
●地域にどんな製造業があるかがくまなく分かる

求める

学生

■実践的なプロジェクトを通して大きく成長したい方
■マーケティングの知識を実践で使いたいと思う方
■やってみたいという気持ちさえあれば、基本的にはどんな方でも大丈夫です

条件面

活動場所：四日市市楠町北五味塚３３７番地１を中心に

交通費：支給あり 活動支援金：支給あり

※要自動車免許
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◆株式会社 ライフテクノサービス
介護業界の革命児と共に仕掛ける商品開発プロジェクト！
活動場所：三重県津市中央4-19 LTS中央ビル

◆万協製薬 株式会社
コスプレ社長と共に仕掛けるクールジャパン戦略
全国から人が集まるフィギュア館の動画製作プロジェクト！
活動場所：三重県多気郡多気町仁田725-1
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