
募集

コース

・長期インターンシップ20日間

・中期インターンシップ 5日間 (シゴトラベル体験編)

※企業と相談の上、１月15日〜3月9日の間で、5日間／20日間を選択（調整可能）

プロジェクトの
紹介

（長期）

業務プログラム実践！

文理および授業等でのプログラム経験の有無にかかわらず、プロの現場でソフトウェ
アエンジニアリングを体感できます。ＩＴ業界を目指している方には、授業ではわから
ない実践プログラムを通じて、今後のキャリア形成の第一歩に。 これまでＩＴ分野に
なじみのなかった方には、基礎の基礎から学べますので、プログラムスキルを身につ
けるとともに自身の適性を知る機会にできます。

インターン生
の

活動内容

＜5日間＞
STEP1: プログラミングって何だ！ － プログラム基礎の基礎講座 －
STEP2: プログラミングしよう！ － スマホゲームを作ろう －
＜20日間＞
STEP1: プログラム実践 － プログラム基礎、Ｊａｖａ基礎 －
STEP2: 業務プログラム作成 － Web掲示板作成 －（含むWBS作成）
STEP3: 成果レビュー

企業の特徴

【トータルSIサービス】業務システムの設計開発を中核に、システム構築およびネット
ワーク設計保守、ＳＩ作業を自社にて一貫提供しています！

【暮らしを支える仕事】「必要な人に、必要な場所で、必要なサービスを」をモットーに、
システムを通じて人々の暮らしを支えています！

【ゼロから価値を創造】「日本初」「日本でウチだけ」 と自慢できるシステムが多数

会社概要
■ 業種：自治体向け業務システムの設計開発 および ＳＩ作業

■ 活動時間：9：00～17：00 ■ 従業員数：280人■受入れ担当者名：稲垣

条件面

■活動場所：三重県松阪市朝日町386-7

■最寄り駅：松阪駅から徒歩５分 ■推奨の交通手段: 電車、車 どちらでも可

■交通費等の支給：有 ■活動支援金：1日1000円（昼食代含む)

松阪電子計算センター

本社

総合住民情報システム

職場風景

募集

コース

・長期インターンシップ20日間

・中期インターンシップ 5日間 (シゴトラベル体験編)

※企業と相談の上、12月〜3月の間で、5日間／20日間を選択（調整可能）

プロジェクトの
紹介

（長期）

三重の大家さんのお困りごとを徹底
調査！

リストデータの大家さん宅へ訪問し、賃貸経営の悩みを聞いてきます。
大家さんから聞いてきた内容をまとめ、今後の営業戦略用の資料作成を

行います。

インターン生
の

活動内容

(長期の場合)

STEP1:ヒアリングシートと、お尋ねマップを作成します。
STEP2:ヒアリング内容をまとめ、データ分析を行います。
STEP3:営業戦略のためにどのような考察ができるか、社内で発表します。

企業の特徴

・新たな物へのチャレンジ

・共に喜び共に笑える価値の創造

・社長が変わっている！！

会社概要

■ 業種：自治体向け業務システムの設計開発 および ＳＩ作業

■ 活動時間：8：30～17：00 ■ 従業員数：5人

■ 受入れ担当者名： 伊藤 一紀

条件面

■活動場所：三重県桑名市大字大福５１０番地３（本社）もしくは四日市近辺

■推奨交通手段：車 ※社用車の利用OK！自動車免許を持っている方を歓迎

■ 交通費：支給あり ■ 活動支援金：なし

有限会社シンワ

代表取締役 伊藤一紀



募集

コース

・長期インターンシップ 20日間(広報ブランディング)

・中期インターンシップ 5日間 (シゴトラベル体験編)

※企業と相談の上、12月〜3月の間で20日間の調整可能

プロジェクトの
紹介

（長期）

①ヒラマツでは、新しいモデルの洗車機を導入。

営業マン補佐として、営業ツールに使える情報を収集せ
よ！

②社内の改善委員会で提案。

会社全体を知り尽くして、新しい改善ポイントを発掘！

インターン生
の

活動内容

(①の場合)

STEP1:担当の社員さんにヒアリングを行う。
STEP2:現状の営業ツールにプラスできる情報を収集する。
STEP3:収集のまとめ？発信する？営業する？アウトプットはSTEP2次第！

企業の特徴

✓【オンリー1!三重県唯一の自動洗車機製造】1964年から開発・改良を続け53年、三重
の『移動式の自動洗車機製造』は（株）ヒラマツのみ！

✓【専門技術を競う大会での受賞多数】確かな技術を持ち、近年は新たなモデルを導入。
業界の先駆者！

会社概要

■ 業種：製造業（大型車の洗浄機・鋼構造物製品の製造など）

■ 本社所在地：三重県津市雲出長常町1349

■ 活動時間：8:00〜17:00 ■ 従業員数：57名(男52名・女5名)

■ 受入れ担当者名：神田（かんだ）

条件面

■活動場所：三重県津市雲出長常町1349

■最寄り駅：高茶屋(たかちゃや)駅から自転車で15分（貸出可）

■推奨の交通手段：車

■交通費：あり ■ 活動支援金:30,000円（長期インターンシップのみ）

株式会社ヒラマツ

代表取締役 平松洋一郎

募集

コース

・長期インターンシップ 20日間(広報ブランディング)

・中期インターンシップ 5日間 (シゴトラベル体験編)

※企業と相談の上、12月〜3月の間で20日間の調整可能

プロジェクトの
紹介

（長期）

①ネットショップの期間限定店長に！

広報やマーケティングで売上アップの基盤をつくる

②会社全体を知り尽くせ！

経営陣&社員インタビューやブログ更新で会社の魅力
を発信

インターン生の

活動内容

（長期の場合）

STEP1:ネットショップのレイアウト作成、商品ページ作成。
STEP2:お客様からの注文対応（商品包装から発送まで）。
STEP3:販売キャンペーンチラシの作成。
STEP4:各営業所を回り、社員インタビュー。また営業職の方につき、現場同行。
STEP5:経営陣にインタビュー。

企業の特徴

✓【東海地方トップクラスの総合レンタル会社！】昭和13年創業。愛知県にも営業所を
構えています。

✓【アットホームな社風！】現場だけでなく営業や事務など、新卒採用で入社した若い世
代が活躍中平均年齢が20代の営業所も！

会社概要

■ 業種：機材の総合レンタル・ユニットハウス製造

■ 活動時間：AM8:00～PM5:00 ■ 従業員数：192名（男：143名、女：49名）

■ 受入れ担当者名：伊藤 久野

条件面

■活動場所：三重県三重郡川越町当新田17番地

■推奨の交通手段：車推奨、近鉄伊勢朝日駅より徒歩15分

■交通費：公共交通機関の場合：各自負担

自家用車の場合：交通費支給（往復km×450円）

■ 活動支援金: 30,000円（長期インターンシップのみ）

マツオカ建機株式会社



募集

コース

・長期インターンシップ 20日間(広報ブランディング)

・中期インターンシップ 5日間 (シゴトラベル体験編)

※企業と相談の上、12月〜3月の間で20日間の調整可能

プロジェクトの
紹介

たべねっとのSNS運用で
三重の主婦層にリーチ&顧客獲得プロジェク

ト!

FacebookやインスタグラムなどのSNSを活用して、ターゲットとなる新規顧客
にどう情報を届けるかを調査します。PDCAを繰り返し、会社で実際に使える
仕組みをつくる！

インターン生の

活動内容

（長期の場合）

STEP1:現状のヒアリングと市場調査をおこなう(モデルケースを探す)
STEP2:どのツールを利用するのか、戦略を立てる
STEP3:実際に運用しPDCAサイクルをまわす

企業の特徴

✓【県内NO.1】他社と差別化を図り、冷凍・チルド配送ネットワークの市場を確保

✓【トータル物流サービス】輸送のみならず、物流コンサルタント・営業など総合的に管理

✓【たべねっとみえ】独自通販サービスを展開。『たべねっとみえを運営してみたい！』という
新卒希望者も

会社概要

■ 業種：運送業

■ 活動時間：9:00〜18:00 ■ 従業員数：160名（正社員:80名）

■ 受入れ担当者名：大西さま

条件面

■活動場所：：三重県多気郡明和町大字斎宮1854−6（本社）

■最寄り駅：斎宮駅（さいくうえき）から徒歩20分※駅から送迎可能

■推奨の交通手段：車

■交通費：あり ■ 活動支援金：30,000円（長期インターンシップのみ）

大王運輸株式会社

代表取締役 天白拓治

募集

コース

・長期インターンシップ 20日間(広報ブランディング)

※企業と相談の上、12月〜3月の間で20日間の調整可能

プロジェクトの
紹介

人財獲得プロジェクト！

社員のターゲット層である20代に業界・会社をPRする手段・方法を提案！
電気・水道・ガスと同じようにライフラインとして欠かせない存在が、物流。
その約90％をトラック輸送業界が担っているが、ドライバーはどんどん不足。
若い人財を確保するためにやりがいの持てる環境づくりや、LINEスタンプやタ
オルなどのグッズ作成も行っているカワキタエクスプレスの魅力をPRしていき
ます。

インターン生
の

活動内容

STEP1：仕事・会社・業界を知って、感じて、PRポイントを発見/表現する。
STEP2:どのツールを使って、どのように拡散するかを検討、実践する。
STEP3:反応率を検証、今後、定期的に何をすればいいかプランを立てる。

企業の特徴

【自慢は社員！業界一社員が若い会社！】

一般的な運送会社のドライバーの平均年齢が46歳と言われる中、弊社のドライバーの平均
年齢は29.2歳！高校新卒者は８期連続採用。中途採用も２０代の未経験者と特化し
ている。

「こわい」「危険」「きつい」というトラックドライバーのイメージを変えるために、研修や社内イベ
ント、評価制度など業界内では先進的な取り組みをしていて、顧客からの評価も高い。

会社概要

■ 業種：運送・引越サービス業

■ 活動時間：10：00～17:00 ■従業員数：30人

■ 受入れ担当者名：川北辰実

条件面

■活動場所：〒519-0169 三重県亀山市白木町60−21

■最寄り駅：亀山駅から徒歩40分 ■推奨の交通手段: 車・バイク

■交通費等の支給： あり ■ 活動支援金：30，000円

株式会社カワキタエクスプレス



募集

コース

・長期インターンシップ 20日間(広報ブランディング)

※企業と相談の上、12月〜3月の間で20日間の調整可能

プロジェクトの
紹介

日本人も海外の人も『買いたくなる』
売店をプロデュース！

老舗ホテルの売店・初代店長として
接客&店舗デザインせよ

条件面

■活動場所：〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野8520-1

■最寄り駅：近鉄湯の山温泉駅からバス

■推奨の交通手段:電車

■住み込み: OK!費用は必要ありません

鹿の湯ホテル

ホテル季の座

三重の地域密着ホテルで住み込みでインターンシップ！

募集

コース

・長期インターンシップ 20日間(広報ブランディング)

※企業と相談の上、12月〜3月の間で20日間の調整可能

プロジェクトの
紹介

おもてなしを世界に発信する
宿泊プラン企画・情報発信プロジェクト
私たちの使命は地域にあかりを灯し続けることです。近年では料理の評
判や昨年オープンした地域随一のチャペルの口コミなど三重県の方にも利
用していただく機会が増えてきておりますが、宿泊業のみというイメージも
ありまだまだ地域の人に知られていないことが多くあります。そこで三重県
民に特化した企画立案、そしてチラシ作成・SNS等（1日3回以上更新）によ
る情報発信で販売促進をやっていただき、三重県民の集客倍増を目指して
ください。

条件面

■活動場所：〒519-3204 三重県北牟婁郡

紀北町東長島３０４３−４

■交通費：支給なし ■活動支援金：支給なし

※社員寮あり



最強の営業力を身に着けろ【虎の穴道場系インターン！】
地域で圧倒的NO1を勝ち取る、新市場開拓プロジェクト！！

数ある企業戦略の中で、あなたは「ランチェスター戦略」を聞いたこ
とはあるだろうか！？三重県四日市に位置する長谷川シャッター工業
株式会社。シャッターの匠の集団である長谷川シャッターは「製造し
て売る」という従来のスタイルから、会社の強みである、“即日修理
対応”と“完全オーダーメイド”という強みを生かした新事業、「メン
テナンス事業」に打って出た。大手との差別化を図ったこの新しい事
業は着実にそして確実にエリアとその売り上げを伸ばしている。
大手資本が手を出せない市場を攻めていく戦略、ランチェスター戦略。
この戦略を土台として今まで進化を遂げてきた長谷川シャッター工業
株式会社。次の挑戦のフィールドとして選んだのが、「地域企業のプ
ラットフォームづくり」。地域の企業のあらゆる要望や強みを集め、
様々な課題を解決できるプラットフォームを実現したい。そのために
は新しいエリアの開拓、そして今まで以上にお客様との接点をより密
に、より多くの情報が必要となる。今回のプロジェクトでは、その新
たな挑戦を実現する第一歩の営業を君に任せたい。

■代表取締役：長谷川達智
■プロフィール：昭和４１年７月２９日生まれ ５１歳 三重県四日市市楠町出身
生まれた地元で小学校、中学校と進み、高校は三重県立四日市工業高等学校機械化へ進学、小学校5年生からサッカーを始め中学
校時は全国ベスト８.高校サッカー選手権では全国ベスト１６を経験、社会人に成ってからも指導者を務め三重県選抜の女子国体
チームのコーチ、Ｕ－１５コーチを経験。と仕事以外の方が忙しいような２０代を送りました。
仕事上は特筆する事無し。

団体紹介 ココがスゴイ！

経営者メッセージ

エリア内での圧倒的優位性を生かした経営戦略、練りつくされた営業戦術を武器に
新市場/新エリアで顧客の信頼をつかみ取るプラットフォーム構築プロジェクト！
「営業・マーケティングを極めてみたい！」そんな人にこそ挑戦してほしい。
この経験が、あなたの人生を劇的に変えていく、そんな半年間になるはずです！

写真

写真
600×600px以上5MB以下

学生へのメッセージ
「働くってどんなこと？」この質問にどう答えますか？
この問いに対する答えをインターシッププログラムで見つけてみませんか？
人生の意味や価値は自らの働き方で作り出すものです。

会社のビジョン・想い
僕は「人は、自己実現と未来を作る為に生まれて来た」と考えています。
したがって、働く事も「未来を作る」事に通じていないと面白くないと考えてます。
では、「未来」はどうやって作るのでしょうか？
今までにないサービスや商品を提供する事が「未来」の具体的な作り方です。
車や飛行機なども「発明」と言われる、今までになかった物を時代や人類に提案した事だ
と思います。宅配便や携帯電話のサービスも、時代を「未来」に一歩進めました。
長谷川シャッターも自らの活動領域で、安心・安全のテーマで、今までに無いサービスを
創造する事をビジョンとして描いています。「第５次産業創造企業」に成る事が夢です。

☑大学生 ☑留学生(語学力有り) □留学生(語学力無し) ☑社会人 ☑プロボノ
☑6ヶ月以上 ☑3ヶ月程度(クオーター制大学対応)

対象/期間

長谷川シャッター工業株式会社

【製造業(2次産業)×サービス業(3次産業)＝中小企業の経営革新の最・前・線！】

特徴①：ランチェスター戦略。勝てるところで徹底して勝つ。
長谷川シャッターは地域の中で中小企業が生き残るための戦略、「ランチェスター戦略」を取り入れている。地域の中で
“完全オーダーメイドのシャッター製造”の技術を持ち、“即日対応できるサービス力”を兼ね備えた会社は他にいない。
そこで、元々シャッターを製造し販売する、という典型的な2次産業であった業態を見直し、その強みを最大限生かすべく、
「工業のメンテナンス業」に踏み出した。3次産業であるサービス業との掛け合わせこそが、この企業の攻めの挑戦である。

特徴②積み上げられた営業戦術。中小企業とは思えない、研修体制から充実した営業チーム！
営業、と一言で言ってもたくさんの考え方や手法がある中、長谷川シャッターでは統計や理論に基づいた計算された営業手法が

確立されつつある。初対面のお客様へのあいさつ回りから始まり、顧客とぐっと距離を詰める方法、そして一度取引が始まると

他企業との差別化を図れる営業頻度を設け、独自で製作した新聞の配布や、個別訪問を徹底して行う。そしてまさに、本プロジ

ェクトの内容にもある“地域のプラットフォームづくり”のために営業も新たなステージに挑もうとしているのだ。



長谷川シャッター工業株式会社

プロジェクトス
テップ

(仕事内容)

地域で圧倒的NO1を勝ち取る、新市場開拓プロジェクト！！

ランチェスター戦略を学び、足・口・頭をフル稼働！そんな営業まみれの半年間。

地域のプラットフォームを作るための営業スタイル“長谷川モデル”を確立せよ！！
【STEP1（1カ月〜2カ月）】
★ランチェスター戦略、営業戦術を徹底研修
★営業計画づくり、営業の練習
・ランチャスター戦略とはなにか？中小企業が大企業に勝つための戦略を
社長とディスカッションを行いながら理解していきます。

・同時に、長谷川シャッター工業の強みを把握、
業界の知識を深めていきましょう。

【STEP2（2カ月〜4カ月）】
★新規エリアへの営業を実践！
★マーケテイングリサーチ
・四日市と鈴鹿に5000社あると言われている工場のリサーチを行うため、
エリアごとの計画づくりを行っていきます。

・まずは一つ目のエリアから一件一件挨拶回りを行いながらお客様のお困りごとを
聞き出していきます。

・集めた情報をニーズごとにカテゴリ分けを行い、
データベースを作り上げていきましょう！

【STEP3（5カ月〜6カ月）】

★新サービスのアイデア出しからマニュアル作成
★営業リストの確立、営業方法の改善提案・成果プレゼン
・作り上げたデータベースから、ニーズにあった新サービスを生み出しまくれ！！
・社長や、協力企業とディスカッションを重ねながら、
新サービスをカタチにしていきます。

・そして最後には、あなたが回し続けてきた半年間のPDCAサイクルを
後輩が引き継げるようにマニュアルとして残していってください。

続け！第四期生！長谷川営業道場、第四期生募集！！

「営業・マーケティングを極めてみたい！」そんな人にこそ挑戦してほしい。

この経験が、あなたの人生を劇的に変えていく、そんな半年間になるはずです！

期待する成果 ・地域の工場をめぐり、シャッター調査を通して創り出す、見込み客リスト100件の構築。
・お客様の声を聞きながら、新しいメンテナンスサービスアイデアを100個立案。
・コンシェルジュ機能構築に向けた一連の流れをマニュアル化し、社内に残す。

得られる経験 ・業界でも初となる新サービスの構築に関わる経験
・マーケティングを中小企業の経営革新の最前線で実践する経験
・たくさんのお客様の声を拾い上げ、一つのデータベースを作り上げる経験
・情に厚く、想いのある長谷川社長の右腕として共に駆け抜ける経験

対象となる人 【こんな方と一緒に取り組みたい！】
・中小企業の経営革新の最前線でマーケティング活動を実践してみたい人
・信頼で勝ち取る本物の営業力を身に付けたい人
・将来、企業経営で自分の力を発揮したいと考えている人

事前課題 ・ランチェスター戦略の実践例を調べまとめてくる。
・10人の困りごとを聞き出して分析し、解決策を提案。

期間 2018年春(2月～3月)頃～6ヶ月程度

基本実習時間の

目安
休暇中： 週4日（32時間/週）
学期中： 週3日以上（24時間/週） ※土日受入不可

企業概要 ・事業内容： シャッターの設計・販売・取付工事
・従業員数： 16名
・資本金 ： 5000万円
・WEBサイト：http://www.hasegawa-shutter.com/index.html
・就業時間： 8:00 ～17:00

研修場所
〒510-0103 三重県四日市市楠町北五味塚337-1

活動支援金 ☑【大学生】3万円/月、交通費別途あり

□【社会人】 ー (インターン or 兼業 の場合。ご相談ください。)



ダンボール屋のおやじが‟地球“を救う！！段ボールパレット
を武器に戦う、環境・福祉ビジネス構築プロジェクト〜！

「障がい者たちが生き生きと働ける社会を創りたい」その熱い想い
を胸に、障がい者たちの賃金を上げようとこれまで様々な仕事を生み
出してきた南川社長。その彼が、次に仕掛けるのは、ものを運ぶとき
に使う、木製やプラスチックのパレットよりも、軽くて超エコな段
ボールのパレットを、全国に広めていくこと。
このパレットが全国に広がれば、障がい者の仕事として組み立て作

業を発注し、障がい者たちの仕事を創っていくことができる。そして、
運送業者や大手メーカーなどの企業に段ボールパレットを提案してい
くことで、全国のCO2削減に大きく貢献することができます。この
福祉問題と環境問題２つの社会課題を同時に解決していく、壮大な仕
掛け創りを目指しているのです。
小さな町の小さなダンボール屋のおやじが、全国や世界を見据えた

大きな夢の実現に向けて動き出します。今回、その右腕になる若者を
探しています。南川社長と共に壮大な夢を描いていきませんか！？

■代表取締役：南川 伸一
■プロフィール：
昭和３８年６月１４日生まれ５４歳。四日市市浜一色町で生まれ育ちました。
高校は松阪の三重高校に進学して寮生活も経験しました。
２０歳の時に会社に入社。４４歳の時に代表取締役に就任し現在に至ります。
趣味はゴルフと野球。スポーツ全般は観るのも協議するのも好きです。食べ歩きも大好きです。

団体紹介 ココがスゴイ！

経営者メッセージ

【Oyagi saves the Earth by DANBO-PALLETS】
ダンボール屋のおやじが、地球環境のため障がい者のために立ち上がった！世界初
の段ボールパレットを武器に、世のため人のための新たなビジネスモデルを創り上
げる、壮大な物語が、今始まる！

写真

写真
600×600px以上5MB以下

学生へのメッセージ
何事も挑戦。経験した事が自分の人生を変えていきます。

素直な心で感謝の念を持ち行動し、体験したことだけが身に付いてくると私は思っていま
す。全国の障がい者施設などに仕事をして頂けるシステムを作りたいと考えています。
その立ち上げからお手伝いをして頂ける学生さんを募集しています。

会社のビジョン・想い
社訓は【無限努力】

「迅速・確実・丁寧にお客様の安心を包み環境を守ります」を社是として段ボール箱の
製造販売・包装資材の販売・古紙の回収を行っています。
工場の敷地の中に、みはま作業所と言う障がい者の施設を運営しています。段ボールと

段ボールを貼ったり、箱を組んだりする作業所です。
社員さんも２０歳から７５歳までと幅広く勤めていて、障がい者でも高齢者でも皆がい

きいき働き続けれる企業を目指しております。

☑大学生 □留学生(語学力有り) □留学生(語学力無し) □社会人 ☑プロボノ
☑6ヶ月以上 ☑3ヶ月程度(クオーター制大学対応)

対象/期間

三浜紙器株式会社

「迅速・確実・丁寧にお客様の安心を包み環境を守ります」

特徴①：アイデアマンの強面社長が数々の挑戦を続けて黒字経営を実現！
一見すると強面の南川社長だが、話し出すととても人懐っこい中小企業のおやじである。その南川社長は、常にビジネスのこと障
がい者の雇用のことを考え、たくさんのアイデア商品を開発し仕事を創り出しています。「グッドデザイン賞」や「男女がいきい
きと働き続けられる企業賞」など数々の表彰も受けるような成果を生み出しています。社訓にもある「無限努力」の言葉通り、コ
ツコツと積み上げていく絶え間ない努力によって、世の中の大半の中小企業が赤字経営の中、三浜紙器は黒字経営を続けてきてい
るのです。

特徴②：他の施設よりも高い賃金支払いを実現する福祉施設を併設
会社の隣に併設する「みはま作業所」では、たくさんの障がい者の人が毎日元気に働いています。他の施設よりも高い賃金の支払
いを実現している背景には、南川社長のアイデア商品や、付加価値の高い商品を創り仕事を生み出しているところにあります。こ
の仕組みを全国にも広げていきたい。障がい者の若者たちがもっと活き活きと働ける環境を作っていきたい。そんな思いが込めら
れているのです。



三浜紙器株式会社

プロジェクトス
テップ

(仕事内容)

段ボールパレットを武器に戦う、
環境・福祉ビジネス構築プロジェクト〜！

【STEP1（1カ月〜2カ月）】
★福祉施設へのニーズ調査
★類似商品のリサーチ業務
★ものづくり補助金の申請手続き
まずは、福祉ビジネスの業界のことをリサーチし、
事前知識を吸収していきます。
また類似商品のリサーチや、新商品の開発に向けた
補助金の申請手続きにも取り組んでいきます。

【STEP2（3カ月〜4カ月）】
★新ビジネスモデルの企画書を作成
★福祉施設や運送業者・大手メーカーへの提案
新商品を完成させ、作業所で障がい者の方が段ボールパレットを
組み立てできるように、作業手順のマニュアル作成にも取り組みます。
また、パレットを使っている運送業者や大手メーカーなどへの
提案資料を創りこみ、提案業務を行っていきます。

【STEP3（5カ月〜6カ月）】

★お役様のニーズをくみ取り、提案と改善を繰り返す

★新たなビジネスモデル構築を目指す
福祉事業者に段ボールパレットを卸し組み立てを依頼、
その先の運送業者や大手メーカーなどに納品できるまでの流れを作りこんでいきます。

様々な困難が待ち受ける新たなビジネスモデル構築の物語。
あたなが走り抜けたその先には、たくさんの障がい者の方の笑顔や、
地球に貢献する企業がたくさん生み出されているのです！

期待する成果 ■競合他社との差別化ポイントを明確にした、新しい段ボールパレットの開発
■作業所の障がい者の方でも組み立てできるように、作業手順をマニュアル化する
■運送業者や大手メーカーのニーズを掴んだ、提案資料の作成

得られる経験 ★環境問題の最前線の現場で、新しい枠組みを創り出していくダイナミックな経験
★障がい者の方々の未来を創る、福祉事業の最前線の現場に飛び込む経験
★ザ・中小企業のおやじこと南川社長と共に、地域ビジネスを実践していくむちゃくちゃリアルな経験

対象となる人 【こんな方と一緒に取り組みたい！】
◆志高く、環境ビジネスや福祉ビジネスの最前線で大きな仕組みを作ってみたいと思う人
◆経営やマーケティングを、地域のリアルな現場で実践してみたいと思う人
◆リサーチをしたり資料を作ったり人と交渉したり、泥臭い仕事でも楽しんで取り組める人

事前課題 ●他の段ボールパレットをリサーチし、比較・検討・考察を行ってください。書式・枚数は自由です。

期間 2018年春(2月～3月)頃～6ヶ月程度

基本実習時間の

目安
休暇中： 週4日以上（32時間/週）
学期中： 週3日以上（24時間/週） ※土日受入不可

企業概要 ・事業内容： 外装ケース、内装ケース、
段ボールパレットなどの製造販売とリサイクル事業

・従業員数： 23人
・資本金 ： 1000万円
・WEBサイト：http://www.mihamasiki.jp
・就業時間： 8:20 ～17:00 (途中40分の休憩)

研修場所
三重県四日市市野田2-2-42

活動支援金 ☑【大学生】支給あり。FA宣言制度。必要な金額を提示してください。

写真

写真



医療福祉分野の革命児と共に仕掛ける！
新サービス企画開発プロジェクト！

学校の進学。就職や転勤。結婚や出産、育児。様々なタイミングで
引っ越しや、慣れない場所での生活が始まるとき、「普段考えないけ
どいざという時に困ること」。それが病院や福祉施設の情報です。
風邪を引いたとき、けがをしたとき、そんな何かあった時に助かる

メディアが、株式会社メディサポジャパンが提供する情報サービス“
メディサポ”。
患者さんに寄り添い使命をもって取り組む医者がいます。だけど中

には、不必要な薬を出して検査点数稼ぎで売上を上げる医者もいるの
も事実。そんな中、本当に良いお医者さんや介護施設と利用者さんを
つなぐメディアがあったらいいのにと立ち上がったのが、株式会社メ
ディサポジャパン創業者の小串副社長。小串さん自身もその当事者で
あり「もっと住民の方々が、医療福祉の知識を知れば、ちゃんとして
る施設かどうかわかるはず。意識の向上に取り組みたいんです。」と
熱い想いで医療・福祉業界に革命を起こそうとしています！

■代表取締役副社長 ：小串 拓由
■プロフィール：

生年月日：1981年7月30日、出身地：大阪府堺市、趣味：サッカー・フットサル、将棋(堺市小学校チャンピオン)
、好きな言葉：七転び八起き、仕事方針：三方良し（売り手良し、買い手良し、世間良し…近江商人の言葉です。）
、「少子高齢化社会の一助を目指す」を合言葉に医療・介護専門のネットワーク『チームメディサポ』を運営。

団体紹介 ココがスゴイ！

経営者メッセージ

医療・介護難民に救いの手を！病院や福祉施設の情報インフラを構築し、住民と施
設の適切なマッチングを実現していく情報サービス「メディサポ」。このメディサ
ポ媒体の編集長となり、新たなサービス開発を行う企画開発プロジェクト！

写真

写真
600×600px以上5MB以下

学生へのメッセージ
私も28才で起業し、会社を興しました。独立志望のある学生さん、チャレン
ジ精神溢れる方は是非一緒に、医療・福祉業界の大きな課題解決に取り組ん
でいきましょう！

会社のビジョン・想い
当社は、20代、30代の社員ばかりの若い会社です。
強みであるフットワークと企画力を活かして、少子高齢化社会の一助を目指し
ています。
前職場の転勤で三重県へきて、趣味であるフットサルの最中に肩を脱臼し、見
ず知らずの地での病院探しに苦労した経験から、医療・介護の情報誌「メディ
サポ」が生まれました。

☑大学生 □留学生(語学力有り) □留学生(語学力無し) ☑社会人 ☑プロボノ
☑6ヶ月以上 ☑3ヶ月程度(クオーター制大学対応)

対象/期間

株式会社メディサポジャパン

少子高齢化社会の一助を目指す！
特徴①：三本柱で病院のお困りごとにワンストップサービスで展開！
1つは、フリーペーパーやweb掲載、名刺の作成・看板など、病院や福祉施設が抱えるプロモーションの問題をサポート。2つ目は
業界でも一番の悩みどころの「人」の問題をサポートする人材紹介支援。そして、3つ目が若者が働きたいと思える会社にしていく
軽絵コンサルタント支援。これらの専門的なノウハウやサービスがあることで、クライアントから強烈に支持されている会社なの
です。

特徴②：医療福祉業界に特化した情報メディア『メディサポ』の全国展開
現在三重県から始まった、地域住民と医療福祉施設をつなげる情報メディア“メディサポ”は、全国から問い合わせがきていて、全
国への展開が始まっています。日本各地にメディサポの仕組みが出来上がれば、医療・福祉施設を探す地域住民の方や、それぞれ
の施設にとって、有難いインフラとなっていくのです。



株式会社メディサポジャパン

プロジェクトス
テップ

(仕事内容)

医療福祉業界に特化した情報メディア『メディサポ』の編集長となり、

待ったなしの超高齢化社会に対する新事業創造プロジェクト！

【STEP1（1カ月〜2カ月）】
★地域の中の福祉とは何か。理解せよ！
・まずは、地域の中であふれている医療・福祉業界の問題や
地域住民が抱える問題について、資料を調べたり、
現場の声を探しにいったりしながら、
業界全体の状況を理解していきます。

・その解決方法や仮説などを、他事例の研究や社長との
ディスカッションから模索し、レポートにまとめていきましょう。

【STEP2（3カ月〜4カ月）】
★コラム記事を企画、取材、編集！
・フリーペーパー「メディサポ」に載せる
新しいコラムを企画していきます。

・企画が決まれば、病院や福祉施設への取材を行い、
記事に起こしていきます。編集担当との
やり取りを通して記事を完成させていきます。

【STEP3（5カ月〜6カ月）】

★新規事業を社長と共に創り上げる。
・メディサポのコラムを書きながら、
新しい事業のアイデアを具現化していきます。

・不動産、金融、人材などなど、多方面から医療・福祉の
新しい価値創造を模索し、企画&マーケティングリサーチを実施していきます。

・新しい企画の方向性が決まれば、テスト運用を行い、
会社の新事業としての可能性を効果検証して結果を導き出していきましょう！

期待する成果 ●メディサポに載せるコラム企画を考え、取材・編集業務を仕組み化する。
●業界情報や顧客の声を聞きながら、新しいサービスアイデアを100個立案。
●医療福祉分野の新サービスの開発とテストマーケティングを実行。

得られる経験 ★業界でも初となる新サービスの構築に関わる経験
★医療・福祉業界が抱える課題の、最前線で解決策を見つけ出していく経験
★たくさんのお客様の声を拾い上げ、サービスに反映させていく経験
★小串社長の右腕として医療・福祉業界の変革に向けて、共に駆け抜ける経験

対象となる人 【こんな方と一緒に取り組みたい！】
◆医療・福祉分野の課題に対して、強い問題意識を持っている人
◆アイデアを企画化し、実行する経験を積んでみたいと思う人
◆将来、医療・福祉分野で新しい価値創造を行っていきたいと思っている人

事前課題 医療・福祉分野の現場のニーズを調査し、新サービスを考え、
プレゼンテーションしてください（企画数は問いません）

期間 2018年春(2月～3月)頃～6ヶ月程度

基本実習時間の

目安
休暇中： 週4日以上（32時間/週）
学期中： 週3日以上（24時間/週） ※土日受入可能

企業概要 ・事業内容：「医療・介護情報メディサポ」の発刊、看護師・介護士の人材紹介、コンサルタント業務等
・従業員数： 20名
・WEBサイト：http://www.mie-seikatu.com/
・就業時間： 8:00 ～17:00 (途中1時間の休憩)

研修場所
〒510-0083 三重県四日市市沖の島町3-13 2F

活動支援金 ☑【大学生】3万円/月、交通費別途あり

□【社会人】 ー (インターン or 兼業 の場合。ご相談ください。)



「自分らしく最後を迎えたい」業界のタブーを打ち破る
全国初の医療・介護施設立ち上げプロジェクト！！

老いや死は誰しもが避けて通ることはできない事です。皆さんは、
自分の人生の最期を想像したことがありますか？住み慣れた自宅なの
か病院なのか、最期は人それぞれかも知れません。
皆さんの中にもおじいさんやおばあさん、ご親族をご自宅で介護さ

れていたり施設に入居されているという方もいらっしゃるでしょう。
私たちは在宅医療・介護の分野で様々な利用者様をみてきました。ほ
とんどの方はずっとご自宅で過ごしたいと言われますが色々な事情で
在宅生活不可となる方もいらっしゃいます。お見舞いにいくと病院や
施設で口々に「早く家に帰りたい」の言葉を耳にします。
私たちが考えるナーシングホームしらゆりケアは在宅療養生活が不

可といわれた方も24時間看護体制で出来る限りご自宅に近い環境で
生活をしていただく事ができる施設です。どのような療養生活をして
いくのかを御本人の意向を目いっぱい汲んで周りのみんなで考え支え
ていく事こそが今必要とされているのです。

■代表取締役：浜中 俊哉
■プロフィール：2001年明治大学商学部卒業 2005年まで東京の証券会社にて新規営業に従事。2006年念願のアメリカ大陸横
断の旅に出てNY~LAまで横断。2006年春から親族の経営する製造業の会社に勤務。2008年専務取締役に就任。海外進出プロジ
ェクトを立ち上げベトナムハノイに工場建設の準備を進めるが親族間の争いが絶えず、法廷闘争の末2014年退任。同時に義母の
在宅介護を経験し在宅介護看護の不憫さを痛感、起業を決意。2014年11月株式会社PlanB設立。2015年訪問看護ステーションし
らゆりケアを設立。その後様々なサービスを設立、現在に至る。2018年7月ナーシングホームしらゆりケア（30床）開設予定。

団体紹介 ココがスゴイ！

経営者メッセージ

いつまでもその方らしく、そして最期まで過ごしていただける最良の施設。
今までの医療介護の常識を覆す「ナーシングホームしらゆりケア」を立ち上げろ！
あなたの関わりが、利用者様の人生最後の最高の思い出になる。

写真

写真
600×600px以上5MB以下

学生へのメッセージ
今漠然と、「将来は経営したい」「いつかは社長になりたい」と思っていませんか？

その「将来」や「いつか」は早ければ早いほど成功につながります。それらを弊社にてお
教えしましょう。本気で取り組む方に全力でお応えします。

会社のビジョン・想い
私はいつも従業員に言います。「弊社は顧客第一主義です！だなんて嘘は私は絶対に

つかない」と。なぜなら弊社は「従業員第一主義」だからです。お客様はどうでもいい、
という意味ではありません。従業員満足なくして顧客満足無し、つまり従業員満足なくし
て企業の発展はあり得ないのです。弊社では皆それぞれが責任を持った仕事を進めていき
ます。個々で単独でやるのではなく、専門分野ごとに協力しながら進めることにより格段
とスキルと効率が上がるのです。
弊社のスローガン「在宅介護・医療のパイオニア」の通り、今までの概念にとらわれな

い常に先駆者の気持ちで新しい事にチャレンジできる環境が揃っています。そのような環
境で目いっぱい皆さんの力を発揮していただきたいと思っています。

☑大学生 ☑留学生(語学力有り) ☑留学生(語学力無し) ☑社会人 ☑プロボノ
☑6ヶ月以上 ☑3ヶ月程度(クオーター制大学対応)

対象/期間

株式会社PlanB

在宅介護・医療のパイオニアを目指す！！

特徴①：壮絶な人生を歩んできた浜中社長「ド素人の僕が、介護ベンチャー経営者に！」
浜中社長は元々証券マンとして、大きなお金を動かすバリバリのビジネスマンでした。時に5000万くらいの年収をもらうほど稼い
でいた時期もあります。しかし、家業を継ぐために地元に戻りますが、先代との折り合いがつかず法廷闘争の末退社します。そん
な壮絶な経験を積んできた浜中社長だからこそ、他業種の視点で、医療・介護業界にはびこる悪習慣や制度の問題に、真正面から
向き合うことができるのです。

特徴②：病院や介護施設が受けたがらない、大変な利用者様を引き受けるスタッフたちの覚悟
PlanBがサービスを行う利用者様たちは、他の施設が受けたがらずに辿り着いてきた人たちが多いといいます。余命半年や3週間と
宣告された利用者様に寄り添い、24時間体制で「医療業界や介護業界の制度の限界」に挑戦し続けるスタッフたちがいます！そん
な厳しい現場にも関わらず、利用者様たちの最後の願いを実現していくために、スタッフの皆さんはとても明るく陽気な方々ばか
りなのです！



株式会社PlanB

プロジェクトス
テップ

(仕事内容)

今までの医療介護の常識を覆す「ナーシングホームしらゆりケア」を
立上げる！利用者様の想いを叶えるイベント企画実行プロジェクト！

【STEP1（1カ月〜2カ月）】
★全国の介護施設が行うイベント内容をリサーチ
★四日市近隣の介護施設にヒアリング調査
★利用者さんにも直接リサーチ
利用者さんが喜ぶイベントの企画実現に向けて、
全国の介護施設が行うイベントや催し物のリサーチを進めていきます。
また同時に、利用者さん自身が何を求めているのか、
介護施設が提供するものと利用者さんが求めていることの違いを
浮き彫りにしていきます。

【STEP2（3カ月〜4カ月）】
★リサーチ結果を元にイベントを企画
★イベントの実施と改善
リサーチ結果を元に、利用者さんが喜ぶイベントの
企画作りを行います。浜中社長とも議論を重ね、
イベント案が決まれば実施に向けて準備を進めます。

他の施設ではまずやらない、地域住民の方を巻き込んだ
イベントも仕掛けていき、他にはないソフトコンテンツを
創り上げていきます。

【STEP3（5カ月〜6カ月）】

★イベント内容を何度も何度もブラッシュアップ
★イベント運営マニュアルを作成し後輩に引き継いでいく
イベントを3回程度実施する中で、ここでしかできないイベントを
創り上げていってください。制約の多い介護医療業界の中で、
常識にとらわれない自由な発想でイベントを仕掛けていってください。
また、次の後輩たちが引き継いでいけるように
マニュアルに落とし込み、持続可能な仕組みを創り上げていきましょう。

利用者様の最後の想いを実現する最高の施設を、一緒に創りあげていきましょう！

期待する成果 ◆近隣の介護施設との意見交流やデータ蓄積（30件以上）を基に常識にとらわれない企画提案書を作成する
◆業界の常識にとらわれない、利用者様の想いを最大化するイベントの実現（2~3回の実施）
◆後輩に引き継げるイベント運営マニュアルの作成

得られる経験 ★介護施設の企画～立ち上げという通常では関わることのできない仕事にゼロから携わる経験
★医療・介護施設の課題を最前線の現場で変えていくことができる経験
★利用者様の最後の瞬間に寄り添うことで、自分の哲学や人間性を磨くことができる経験

対象となる人 【こんな方と一緒に取り組みたい！】
●医療・介護業界のタブーに問題意識を持っている人
●マーケティングやイベント企画を実践してみたいと思う人
●世代を超えた様々な人たちと深いコミュニケーションをとっていくのが好きな人

事前課題 ☆利用者様の想いを叶えるイベントを企画してみてください。１つでも年間企画でも内容は自由です。

期間 2018年春(2月～3月)頃～6ヶ月程度

基本実習時間の

目安
休暇中： 週4日以上（32時間/週）
学期中： 週3日以上（24時間/週） ※土日受入可能

企業概要 ・事業内容： 訪問介護・訪問看護ステーション・居宅介護支援事業・生活支援サービス
・従業員数： 19名
・資本金 ： 3,000,000円
・WEBサイト：http://planb-shirayuri.com
・就業時間： 9:00 ～18:00 (途中1時間の休憩)

研修場所
〒510-0891 三重県四日市市日永西3-2-8オフィススペースクリエイト1C

活動支援金 ☑【大学生】3万円/月＋＠おたのしみ、交通費別途あり

□【社会人】 ー (インターン or 兼業 の場合。ご相談ください。)

写真

写真



世界とつながるフリーペーパー＆WEBメディアの初代編集長大募集
「グローバル×地域×若者のチャレンジを応援する」メディア事業立ち上げプロジェクト

団体紹介 ココがスゴイ！

経営者メッセージ

地域から世界へ、世界から地域へ！世界へ羽ばたく応援と世界を見てきた視点で地域を盛り上げていく
グローカルな活動を増やしたい。東海のグローバルな学生・団体・企業をつなげて、グローカルで面白い
プロジェクトがどんどん生まれるプラットフォームが作りたい。その第一弾として、メディアを立ち上げます。
クラウドファンディングで資金と応援者を募り、取材し、フリーペーパーとWEBを制作します。

☑大学生 ☑留学生(語学力有り) ☑留学生(語学力無し) ☑社会人 ☑プロボノ
☑6ヶ月以上 ☑3ヶ月程度(クオーター制大学対応)

対象/期間

株式会社ドリームエージェント

世界と世代を地域で結び、がんばるヒトの夢をカタチに！
一見華やかそうに見えるコンサルタントやメディアのシゴト。ワークライフバランスが重要！とかいう最近の傾
向と逆行するようなブラックな世界です。でもそこにミッションを感じた人たちと寝食を忘れて夢中になれるプ
ロジェクトがそこにはあります。想いだけでは始まらない、想いがなければ続かない。大切なことを大切にしな
がら生きて行く。そんな世界と地域をつなぐことに奮闘するコンサルタントの現場を覗いてみませんか？

時代を切り拓くVUCA（ブーカ）人材を求めています！！
VUCA： Volatility – 変動性 Uncertainty – 不確実性 Complexity – 複雑性 Ambiguity – 曖昧性
そんな4つの単語の頭文字がVUCAです。変化やいろんな価値観を受け止め、何もないところから0→１で物
事を考え、自分の足で道を切り拓くそんな人材になりたいと思う人と一緒にプロジェクトを創っていきたい！

経営者プロフィール ■代表取締役 白木 邦貞 ■経歴 三重県伊勢市出身。青山学院経営学部卒業
経営学だけでは、起業することはできないと確信。卒業後は、思想を学ぶべく、倫理道徳の研究所に入所。
古今東西の古典を通じて儒教・神道・東洋哲学や歴史を学ぶ。日本にいるだけでは本当の日本がわから
ないと思い内閣府主催「世界青年の船」に応募、日本代表青年に選出され、世界中から集まった３００名
の青年と共に世界を回る旅にでる。その後、（株）インテリジェンスに転職し、IT部門に配属。東日本大震災
を機に、地元に戻ることを決断。今までのキャリアや研究で培ってきたことを地域で活かそうとドリームエー
ジェントを2014年に創業する。プロボノでは、内閣府や大学と連携し、グローバル人材育成事業を推進中

1. とにかくグローカルな人やプロジェクトと常に関われる！

国（内閣府、経産省、文科省…）や愛知県・名古屋市・三重県、大学、NGO・NPOなど、とに
かく関係する機関や人がものすごく幅広いんです。それぞれの立場の違いから生じる方向
性や目的のズレの調整役を担っています。みんな地域のためになることや次の世代のこと
を考えてるんだから協力しないと勿体無い！！

2. さらに、出会うヒトの人生やキャリアが面白い！！！
地域を変えられるのは、「よそ者」 「若者」 「馬鹿者」 と言われたりもしますが、時代を作ろ
う！地域を変えよう！の現場には、既存の常識に囚われないカッコいい大人や、そこに共
感する若者が集まっています。

株式会社ドリームエージェント

東京では、大手企業では、当たり前なことも地方や中小企業では全然できていないことや手をつけられていないことがたくさんあります。そうした時

代・地域・社会の様々なギャップ（課題）をコンサルティング（戦略：企画）とソリューション（戦術：ITやマーケティングなど）で埋め、地

域や世界を舞台に頑張っている人の夢をカタチにし、多様性・持続可能性のある社会を創造していきます。現在は、三重県庁や市町などの自治体や大
学の依頼を受け、戦略立案・調査・システムやポータルサイトの立ち上げなどIT・マーケティングの分野で数多くの地方創生・活性化プロジェクトを

企画・実施しています。

IT・海外・マーケティングの力でがんばるヒトの夢をつなぎ、育て、応援します！

マーケティングリサーチ系

GoogleやYahoo!などの検
索ボリュームを用いたマー
ケットリサーチ。OCRに
よる自動集計・分析、デー
タベース連携が可能な調査
票を使用し大量のアンケー
トを解析。各種調査・分析
業務も実施。

各種調査・分析業務
県内就職と地域活動に関する意識調査アンケート  平成 2 8 年 9 月 

 

 

 

 

1 .所属し ている高等教育機関について教えてく ださ い【 一つ選択し マーク 】   A ４ 年制大学  B  短期大学  C 高等専門学校 

２ ． 学んでいる分野を教えてく ださ い。【 一つ選択し マーク 】   A 文系   B  理系   C 医療系（ 看護含む）  

３ .性別を教えてく ださ い。【 あなたの性別をマーク 】   A 男性   B 女性 

４ .出身はどちらですか【 下記から一つ選択し マーク 】  

A 三重県北勢地域 B 三重県中勢地域 C 三重県伊勢志摩地域 D 三重県伊賀地域 

E 三重県東紀州地域 F 愛知県 G 岐阜県 H 静岡県  I滋賀県 J 京都府 K 大阪府 

L 兵庫県 M 奈良県 N 和歌山県 O 北海道 P 東北 Q 関東 R 北信越 S 中国、 四国 

T 九州、 沖縄 U 海外 
５ .現在の住まいのある地域はどちらですか【 下記から一つ選択し マーク 】  

A 三重県北勢地域 B 三重県中勢地域 C 三重県伊勢志摩地域 D 三重県伊賀地域 E 三重県東紀州地域 

F 愛知県 G 岐阜県 H 奈良県 I大阪府 J 滋賀県 K 京都府 L その他 

６ .現在どのよう に暮らし ていますか【 下記から一つ選択し マーク 】  

A 一人暮らし （ アパート ）  B  一人暮らし （ 学生寮）  C ルームシェ ア  

D  実家暮らし  E  祖父母の家 F その他 
７ .在学中に熱心に取り 組んでいること （ 夢中になっているこ と ） は何ですか？一番熱心に取り 組んでいるこ と から  

順番に３ つを選択し てく ださ い【 下記からアルファ ベッ ト ３ つまで選択し て記入】  

A サークル、 部活 B ボランティ ア  C アルバイト  D 勉強、 研究、 実習 E 社会（ 地域） 活動 F インターンシッ プ  

G 資格取得 H 趣味 I恋愛 J その他  記入例) ※一番熱心に取り組んだものを左から順番に A  I C  

８ .三重県に愛着はあり ますか？ 【 下記から一つ選択しマーク 】  

 １ 愛着がある   ２ まあまあ愛着はある   ３ どちら と もいえない   ４ あまり 愛着はない   ５ 愛着は全く 無い  

9 .三重県のそれぞれの項目に対する印象について、 あてはまる数字を記入し てく ださ い【 下記のそれぞれの項目から一つ選択し マーク 】  

                           １ 非常によい   ２ よい   ３ 普通  ４ 悪い   ５ 非常に悪い  

 -交通面（ 県内・ 県外へのアクセス面）              1           2          3         4         5  

 -住環境（ 気候や店舗、 公共施設など立地に伴う 暮らし やすさ ）    1           2          3         4         5  

 -人間関係（ 三重県内で今まで築いてきた人間関係）           1           2          3         4         5  

 -食文化（ 三重県内特有の食材、 名物料理など）            1           2          3         4         5  

 -伝統文化（ 三重県の歴史、 文化（ 祭り や伝統工芸品など）      1           2          3         4         5   

 -都会的な施設やイベント などの充実度                    1           2          3         4         5  

 -ホビー・ レジャー（ 趣味や遊びに取り 組む環境）                1           2          3         4         5  

【 就職に関する質問事項】  
1 0 .現在の卒業後の進路希望を教えてく ださ い【 下記から一つ選択し マーク 】  

A 就職 B  起業 C 進学（ 大学院や専門学校）  D  その他 

1 1 .就職の選択肢と し て検討し ているものを教えてく ださ い【 あてはまるものをすべてマーク 】  

A 公務員 B 大手企業 C 中堅企業 D 小規模企業 E 団体職員 F 家業 G ベンチャー企業 H  N PO/N GO I 教育機関 J 医療機関 K その他 

 

 

1 2 .将来就職する際、 どちらの地域で就職を希望し ますか【 あてはまるものをすべてマーク 】  

A 三重県北勢地域 B 三重県中勢地域 C 三重県伊勢志摩地域 D 三重県伊賀地域 E 三重県東紀州地域 

F 愛知県 G 岐阜県 H 静岡県 I滋賀県 J 京都府 K 大阪府 

L 兵庫県 M 奈良県  N 和歌山県 O 北海道 P 東北 Q 関東 R 北信越 S 中国、 四国 T 九州、 沖縄 U 海外 

1 3 .関心のある職種を教えてく ださ い【 あてはまるものを３ つマーク 】  

 A 総務・ 経理・ 人事などの管理部門  B 営業企画・ 営業部門  C 商品企画・ 開発・ 設計部門  D 広報・ 宣伝部門 

 E 海外営業などの海外事業部門  F 研究・ 開発部門  G 調査・ 企画部門 H 製造技術・ 生産管理部門 I 情報システム部門  

 J 技術サービス部門 K  教育部門  L 医療部門  M その他 

1 4 .関心のある業種を教えてく ださ い【 あてはまるものを最大５ つまでマーク 】  

A 農業、 林業、 水産業 B 建設業 C メ ーカー D 商社 E 運輸 F 海運 G  IT、 通信 H 飲食 I金融、 保険、 不動産 J 観光  

K 医療、 看護 L 介護、 福祉 M 広告、 メ ディ ア  N 教育 O「 その他サービス」  P 官公庁（ 公務員）  Q その他 

1 5 .就職において重要視する項目は何ですか？最も重視するものから順番に５ つを選択し てく ださ い  

【 下記からアルファ ベッ ト ５ つを選択し て記入】  

 

A 企業の将来性 B 企業の知名度 C やりがい D 給料 E 業種/職種 F 待遇及び福利厚生 G 勤務地 H 社風 I 働きやすさ  

J 離職率 K 産休・ 育児休暇制度 L キャリ アパス  M 社長の魅力 

記入例)  B  A  D  I M  1 6 .就職先を選ぶ際に、 誰の意見を参考にし ますか【 あてはまるものを３ つマーク 】  

A 父親 B 母親 C 兄弟 D 祖父母 E 教職員 F 友人 G 先輩 

H 恋人 I企業の人 J ネッ ト の意見 K その他 

 

 

 

 

  

 

 

 

…

5 ,0 0 0

3
 

…

 

…

5

2 0

 

…

 

企画系（取材・撮影・編集）

学生取材チームやプロ
のライターなどによる
コンテンツ作成業務

コンテンツの企画・編
集ライターやカメラマ
ンの手配、学生インタ
ーンによる取材チーム
など幅広いコンテンツ
作成方法を用意。

デザイン・システム系（サイト構築・運用）

SNSやメルマガなど
を使った情報発信や
ポータルサイト運用

大学・行政の各種情報発
信、ポータルサイト運営
も手がけるほか。SNS広
告やweb広告などの集客
や集計分析を実施。

国際系NGO/NPOの活動を常にしている代表
は、来年1月から１ヶ月半世界11カ国240人
の青年たちのリーダーとして乗船予定。



株式会社ドリームエージェント

プロジェクト
ステップ

(仕事内容)
「GLAP:GLocal Active Projects」初代編集長募集
世界と地域をつなげるプロジェクトやイベントを取材しまくれ！！！

【STEP1（1カ月〜2カ月）】スタートアップ！クラウドファンディングで支援者を募れ
★コンセプトに共感・協力してくれる支援者を募るための国際系団体のリストづくり
★クラウドファンディングの企画を作成し、メディア活動を行うための資金を獲得する

世界青年の船、トビタテ留学JAPAN青年海外協力隊など世界にチャレンジ
するプロジェクトたち、そして、地域にいながら世界とつながっていくグ
ローカルな活動やイベントも世の中にはたくさんあるんです。でも東海で
は全然知られていなくて、本当にもったいない。世界に出たくてうずうず
してる。自分たちの活動をもっと知って、広げていきたい。そんな想いを
持っている人に声をかけて、どんどん巻き込んでいいこう～。その手段と
してクラウドファンディングを活用し、応援者と資金を一緒に集めよう。

【STEP2（3カ月〜4カ月）】メディア制作期間
★フリーペーパー（８P）の企画・取材・編集を実施
★WEBメディアを立ち上げ、取材した内容をSNSで発信

ここからがいよいよメディア制作の本丸突入！
本気の取り組みじゃないと面白くない。自分たちの目線で自分たちが共感
できる世界へのチャレンジ、地域へのチャレンジに体当たり取材をしよう。
フリーペーパー創刊号の特集企画やページ構成、取材先へのアポ取りまで
メディアを作っていく過程を体験してもらえます！！自分が参加したくな
るような面白いコンテンツを一緒に作り出そう！！

【STEP3（5カ月〜6カ月）】キックオフイベントを開催！

★協力者や支援者を集めたメディアお披露目キックオフ開催

★プラットフォーム化に向けたビジョンやミッションを共有
GLAPプロジェクト第１期の最後の仕上げは、半年間で出会った人たちと

協力してイベントを作り上げ、次の第２期メンバーにつなぐこと！！

クラウドファンディングやメディアの取材、イベントの企画・運営を通し

てグローカル・プラットフォームの事業化を目指します。

期待する成果 ・代表の右腕となって、プロジェクトの企画や打ち合わせに参加し、資料作成やリサーチなどのサポート
・日本初のグローカル情報発信メディアとしてフリーペーパーを10,000部発行し、東海に新しい風を起こせ
・グローカルプロジェクトのプラットフォームとしての「GLAP」の事業化に向けた準備

得られる経験 ・とにかく面白く魅力的なグローバル＆グローカルな人やプロジェクトに出会えるチャンス
・リーダーシップ/マネジメントスキル：クラウドファンディングやイベント企画など学生チームの運営を通
じて、リーダーシップやプロジェクトマネジメントの具体的なスキルが学べます。
・フリーペーパーやWEBメディアの立ち上げを通じて、企画・構成・取材・編集のスキルが学べます。

対象となる人 【こんな方と一緒に取り組みたい！】
・グローバルなことにチャレンジしたい人、グローバルな経験を地域で活かしていきたい人
・いろんな人を巻き込んでメディアを作ったり、イベントを作ったりすることに興味がある人
・文章を書いたり、デザインを考えたりするのが好きな人もしくはそういう人と何かを作り上げたい人

事前課題 東海地方で学生が参加できるグローバルやグローカルなプロジェクトや団体を10個調べてくること
クラウドファンディングのことを調べ、GLAPで応募する企画を考え、インターン初日に発表する

期間 2018年春(3月)頃～6ヶ月程度：PBL形式にて、12月より定期的に研修会を実施予定となっております。

基本実習時間の

目安
休暇中： 週5日（40時間/週）
学期中： 週3日以上（24時間/週） ※土日受入可能

企業概要 ・事業内容：自治体・大学・NPO等へのコンサルティング業務、IT/マーケティング支援業務、メディア運営
・従業員数：プロジェクトスタッフ8名。他、提携フリーランサーやコンサルタント多数所属
・就業時間：10:00～19:00 (途中1時間の休憩)

研修場所 四日市オフィス（近鉄四日市駅徒歩7分）および名古屋オフィス（名古屋駅徒歩５分）
プロジェクト展開によっては、国やNGOのプログラムに参加し、世界（東南アジア、中国、中南米、欧州）
へ派遣されることもあります。ただし、その場合、所定の選考および自己負担金がかかります。

活動支援金 ☑【大学生】あり（３万円程度）

☑【社会人】 具体的なスキルによって業務委託での協業もしくはレベニューシェアでの対応可能

グローバルやグローカルなプロジェクト
に取材し、体感し、魅力を伝える。

フリーペーパーの企画・構成イメージ

青年の船の交流の舞台となるにっぽん丸



わくわくスイッチ代表取締られ役
中村憲和の右腕、左腕、大募集〜！！

「あなたがわくわくすることはどんなことですか？」
「子どもや若者がわくわくすることってなんだろう？」
「地域企業がわくわくすることってなになに？」
ポチっ！っとそのボタンを押すことで、わくわくのエネルギーで、社
会が・人が活き活きと動きだす。そんな風に、誰かの心を、そして社
会を内側から動かす”わくわく”のエネルギー。その奥には、一人一人
の成長の先にある自己実現や夢があります。そのためにわくわくス
イッチは、学校、企業、様々な枠組みを超えて、人が”わくわく”のエ
ネルギーで主体的に成長していくための仕組みを創っています。

「わくわくはそこにありますか？」
”わくわく”は人の成長を内側からひっぱる力です。 社会にはいつも
様々な問題があります。その中でもわくわくスイッチは、誰かの自己
実現・成長を通じて、社会問題の解決を目指しています！

■代表取締役：中村憲和、代表取り締まられ役
■プロフィール：■大阪生まれ大阪育ち その辺のやつら大体友達 ■1994年インラインスケート全国大会優勝
■全国約2500㎞をインラインスケートで走破 ■バックパックでアジア各国を放浪 ■卒業後、飲食店店長や店の立上げを経験
■半年間のニート生活後、人材育成業界に参画 ■インターンシップ全国大会優勝など最多受賞
■全国各地のインターンコーディネート団体の立ち上げや運営に携わる（NPO法人ヒーローズファーム、一般社団法人ワカツク、

NPO法人JAE、NPO法人G-net（実践型インターンシップ、採用就職支援）、一般社団法人EACH などなど流浪人の代表です
。

団体紹介 ココがスゴイ！

経営者メッセージ

【そこにわくわく、ありますか？】地域のわくわく爆破装置＝わくわくスイッチ
インターンシップ、キャリア教育、IT、国際、マーケティング、なんでもこい！！
真実はいつも一つ。“NO WAKUWAKU NO LIFE” 全員大集合だ〜！！

写真
600×600px以上5MB以下

学生へのメッセージ 〜 わくわくモデルを世界へ！〜

「世界わくわく大賞2017」って聞いたことありますか？ありませんよね。これから創る
んです。関わる全ての人のわくわくスイッチを押す。子供から学生、ビジネスマン、地域
の大人、高齢者、そこの君。世界中のわくわくを追い求め、新しいわくわくを一緒に生み
出していきましょう〜！

会社のビジョン・想い
◆わくわくスイッチのミッション◆
『ひとりひとりのわくわくするスイッチを設計しコーディネートすること』
小学生〜若手社会人や法人組織に向けて、
わくわくスイッチ（人材育成プログラム）を設計し、コーディネートしていきます！
【インターンシップ事業部】 地域のわくわくを爆発させたい！
わくわくスイッチの本丸、長期実践型のインターンシップその名も“MIEイノベーターン”
をはじめとする様々なプロジェクトをコーディネート。
地域の中小企業の経営革新と、大学生を中心とする若者の挑戦を応援するプログラムで地
域に革命を起こします。

☑大学生 ☑留学生(語学力有り) ☑留学生(語学力無し) ☑社会人 ☑プロボノ
☑6ヶ月以上 ☑3ヶ月程度(クオーター制大学対応)

対象/期間

一般社団法人わくわくスイッチ

三年目の新鋭ベンチャー！わくわくというカオス。もはや期待しかもてない！？

特徴①：生み出され続ける多種多様な企画やイベントたち！わくわく中心アプローチ！
長期実践型インターンシップの他、キャリア教育事業、市町村と連携したマルシェ開催、就活系イベントなどとにかく幅が広い！
わくわくというキーワードを中心に、プロジェクトの設計やコミュニティ運営、さらにはイベントやメディアなどが有機的に生ま
れる組織なんです。また、一緒に作っていくパートナーも多種多様。大学、行政、企業、学生団体など、多くの組織と連携しなが
らダイナミックに進めています！

特徴②ベンチャーならではの自由な社風！バラエティ豊富な精鋭たち！！約10名
【メンバー紹介】※肩書は本物です

◇代表取り締まられ役（見た目28）：夢は世界平和 ◇チーフコーディネーター（24）：わくわく大食堂の料理長

◇わくわくアーティスト（27）：画家。宇宙語を操る森ガール ◇わくわくスッキリ☆福事務局長（？）：大学生というと喜ぶ

◇戦略担当理事：人呼んで“企画の錬金術師” 他にも写真家や関東支部長わくわくな人が大集合！



一般社団法人わくわくスイッチ

プロジェクトス
テップ

(仕事内容)

地域のわくわくプロジェクトの運営リーダーに抜擢！！
自由な社風、多様なPJTから選び放題・わくわく放題！！
今までの常識がぶっ壊れる、そんな半年が君を待っている！！
【PART1】
★ミライ企業プロジェクト 〜企業切り込み特攻隊員大募集〜
代表中村と共に、魅力的な企業を発掘し、実践型インターンシップを導入してもらうべくコンサルティン

グ営業を仕掛け、わくわくするようなプロジェクトを設計していくことがみなさんへのミッションです！

①まずは、魅力的な企業を発掘し、電話がけや手紙を送ったりして、取材を取り付けていきます。
②取材のタイミングで、しっかりと企業さんの事業課題や組織課題をヒアリングして、
改善のためのプロジェクトを企業さんと一緒にねりねりして設計していきます。

③企業さんの事業課題改善のプロジェクトが決まれば、実践型インターンシップがスタート！
チャレンジしていく学生のサポートも合わせて行っていきます。
スタートのタイミングでは、これまでの苦労の道のりを思い出し、また、チャレンジする
学生の姿にも立ち会うことで、これまでに味わったことのない感動的なシーンがあなたを
待っているハズです！

【PART2】
★「地方創生」全国橋渡しプロジェクト 〜わくわく探検隊 大隊長大募集！！〜
わくわくを探している学生を見つけ出し、わくわくする大人と出会う機会を創ったり、個別に背中を押し

てあげたり、学生のチャレンジの伴奏者になることが、あなたに取り組んでもらうミッションです！
マーケティングや企画の極意を学びながら、人が変化する機会を創りこんでいってください。
（東京・大阪・名古屋・三重）

【PART3】
◆わくっち大ブランディングプロジェクト 〜ブランディング企画室長大募集！！〜
わくわくスイッチの取り組みや、まさに“わくわく”を、HP・SNS・紙媒体等を駆使して発信＆ブランディ

ングしていくプロジェクトです！全国にわくわくを届けよう～！

他にもてんこ盛り。「神話系インターン」「忍者インターン」など、
全国でも伝説となるようなプロジェクトを共に企画し、共に仕掛けていきましょう〜！

期待する成果 ■代表中村と共に、魅力的な企業30社を開拓すること
■チャレンジしたい学生のコミュニティを四拠点［三重・名古屋・東京・大阪］に創り上げること
（東京支部長いるよ☆）

■わくわくスイッチを全国に発信。月間PVを10倍に！
■学生の伝説になり、ほかの学生の憧れの的になること

得られる経験 ★何もないところから、新しい価値や仕組みを創り上げる経験
★100人を超える経営者やカッコいいオトナたちとの出会い
★営業、コンサルティング、マーケティングをビジネスの現場で実践できる経験
★三重県の神話として語り継がれるかもしれない経験

対象となる人 【こんな方と一緒に取り組みたい！】
●これまで誰もやっていないことを一から創り上げる経験を積んでみたい人
●面白いことなら死んでもいいと思える人
●自分の限界を突破して、ルフィより強くなって見たい人
●わくわくすることをぞくぞくするまでやり通してみたい人

事前課題 ◆誰かのわくわくするポイントを押すにはどうすればいいか、
◆そのわくわくが弾け出すスイッチを設計してみてください。形式は超自由です。

期間 ①長期（6ヶ月～※1年を歓迎）②プロジェクト型（週1日～6ヶ月以上）③中期（週5日、1ヶ月～）

基本実習時間の

目安
休暇中： 週5日（40時間/週）
学期中： 週3日以上（24時間/週） 土日勤務可能 基本勤務時間 ＝ ～ (途中、1時間の休憩)

企業概要 ・事業内容：企業支援（新規事業、組織開発）、若者支援（実践型インターンシップ）、大学・自治体支援
（地域と連携したプログラムの提供）
・従業員数：スタッフ 7名 インターン生 3名 リモート 1名
・WEBサイト： http://waku1.com

研修場所 わくわくスイッチ事務所：三重県四日市市中浜田町5-22ルナハイツ四日市３A
※プロジェクトによって活動場所は相談できます！

活動支援金 ☑【大学生】3万円/月、交通費別途あり、オーガニックまかないもついてくるYO

☑【社会人】 ー (インターン or 兼業 の場合。ご相談ください。)


