■ 平成29年 インターンシップ学生受入募集票 ■

クロネコキューブ株式会社

企業･団体名
所在地

〒658-0011
兵庫県神戸市東灘区森南町2-8-2 savannaビル ※最寄駅：JR甲南山手より徒歩4分
・建設業 ・製造業 ・電気/ガス/水道業 ・運輸/通信業

業 種

・卸/小売業/飲食店 ・金融保険業 ・不動産業 ・サービス業
・旅館･宿泊業 ・公務 ・その他

担当部署

社長室

担当者名

岡田 充弘

TEL

従業員数

※該当するものに○印を記入下さい

6

名

役職名 代表取締役
■略歴：http://www.canaria-net.co.jp/company/ceo.html
■著書：「仕事が速い人ほどマウスを使わない! 超速パソコン仕事術」他多数

078-453-5488 ※メール連絡推奨

078-453-5490 ※メール連絡推奨
URL http://blackcats-cube.com
E-mail
okada@blackcats-cube.com
事業内容： 脱出・謎解きゲームを中心とした、参加型イベントやワークショップ等の企画・運営
事業内容/主要製品等 主要サービス： 自主公演、受託公演、法人・団体イベント、法人・個人研修、ネット公演

実習内容

FAX

話題のイベントが生まれるクリエイティブな現場で、
下記①②のいずれか又は両方を、ご希望に応じて経験して頂きます。
①謎解きイベントの企画・制作・運営・集客業務の支援
②謎解きイベント以外の学びやスポーツ、クッキング等の参加型イベント企画・制作・運営・集客業務の支援

実習場所
資格・能力
（※実習内容に必要な資
格･能力）

(所在地と同じ)

実習時期・期間

下記日程から任意に2コマ以上選択 ※長期歓迎、連続したコマでなくてもOK
① 2/1（水）- 2/3（金） ② 2/6（月）- 2/10（金） ③ 2/13（月）- 2/17（金）
④ 2/20（月）- 2/24（金） ⑤ 2/27（月）- 3/3（金） ⑥ 3/6（月）- 3/10（金）
⑦ 3/13（月）- 3/17（金） ⑧ 3/21（火）- 3/24（金） ⑨ 3/29（水）- 3/31（金）※20・27・28日除く
各コマ4名ずつで期間合計36名
１．大学院(専攻、年次等)
２．大学理系(学部、専攻等)
３．大学文系(学部、専攻等)
４．短期大学(学部、専攻等)
５．工業高専(学部、専攻等)
６．問わない （留学生も可）
待遇：
・無給実習・交通費無
・自転車・バイクの駐輪場有
・食事補助無 ※ただし、インスタント食品・コーヒー・お茶・菓子類の無償支給有
・宿泊施設無 ※ただし、近隣に銭湯と民宿有

受入人数
対象学生・学部等

実習内容に関して、下記のような興味・経験・知識があるとより充実した実習時間を過ごすことができます。
①謎解きイベントや各種ソーシャルイベントへの興味、イベントの企画・制作・運営の経験
②クリエイティブやデザインへの興味、イラスト・写真・映像・Webに関する制作ツールの利用経験

その他特記事項
選考方法：
(宿泊施設、食事補助、
履歴書・志望動機書をメール送付（書式自由）⇒選考（合格者のみ1週間以内に通知）
選考方法、大学指定他)
⇒面接・テスト⇒合格通知（合格者のみ1週間以内に通知）
求める人物像：
成長意欲が高く、チームワークを大切にできる方
メッセージ：
最新の情報や企画に触れられるエンターテイメントやクリエイティブが好きな人にはたまらない環境です。
また、オフィスは広くて清潔、ネットラジオが流れる女性にも働きやすい空間です。
世界を驚かせる企画・作品が生まれる現場で、僕たちと一緒に感動を共有しませんか？

■ 平成29年 インターンシップ学生受入募集票 ■

カナリア株式会社

企業･団体名
所在地

〒658-0011
兵庫県神戸市東灘区森南町2-8-2 savannaビル ※最寄駅：JR甲南山手より徒歩4分
・建設業 ・製造業 ・電気/ガス/水道業 ・運輸/通信業

業 種

・卸/小売業/飲食店 ・金融保険業 ・不動産業 ・サービス業
・旅館･宿泊業 ・公務 ・その他

担当部署

社長室

担当者名

岡田 充弘

TEL
E-mail

従業員数

※該当するものに○印を記入下さい

6

名

役職名 代表取締役
■略歴：http://www.canaria-net.co.jp/company/ceo.html
■著書：「仕事が速い人ほどマウスを使わない! 超速パソコン仕事術」他多数

078-453-5488 ※メール連絡推奨

FAX

078-453-5490 ※メール連絡推奨

URL http://www.canaria-net.co.jp/
事業内容： 映像制作や医療現場で使われるカメラリモート製品の開発・製造（国内実績No1）
主要製品： 超小型雲台、一眼レフ雲台、PC雲台、水中雲台、空撮雲台（世界初製品多数）

okada@canaria-net.co.jp

事業内容/主要製品等

実習内容

世界初の製品・サービスが次々に生まれる活気ある現場で、最先端のテクノロジー や
マーケティング技術、次世代のワークスタイルなどを体感することができます。
下記①②のいずれか又は両方を、ご希望に応じて経験して頂きます。
①製品開発部：電気・機械・IT技術を用いた技術製品の開発・製造・販売の支援
②映像制作部：撮影機材や編集ソフトを用いた映像作品の企画・制作・販売の支援

実習場所
資格・能力
（※実習内容に必要な資
格･能力）

(所在地と同じ)

実習時期・期間

下記日程から任意に2コマ以上選択 ※長期歓迎、連続したコマでなくてもOK
① 2/1（水）- 2/3（金） ② 2/6（月）- 2/10（金） ③ 2/13（月）- 2/17（金）
④ 2/20（月）- 2/24（金） ⑤ 2/27（月）- 3/3（金） ⑥ 3/6（月）- 3/10（金）
⑦ 3/13（月）- 3/17（金） ⑧ 3/21（火）- 3/24（金） ⑨ 3/29（水）- 3/31（金）※20・27・28日除く
各コマ4名ずつで期間合計36名
１．大学院(専攻、年次等)
２．大学理系(学部、専攻等)
３．大学文系(学部、専攻等)
４．短期大学(学部、専攻等)
５．工業高専(学部、専攻等)
６．問わない （留学生も可）
待遇：
・無給実習・交通費無
・自転車・バイクの駐輪場有
・食事補助無 ※ただし、インスタント食品・コーヒー・お茶・菓子類の無償支給有
・宿泊施設無 ※ただし、近隣に銭湯と民宿有

受入人数
対象学生・学部等

実習内容に関して、下記のような興味・経験・知識があるとより充実した実習時間を過ごすことができます。
①製品開発部： モノ作りやカメラ・映像機器への興味、電気・機械工作やプログラミングの経験
②映像制作部： 映像作品や映画制作への興味、カメラ・編集ツールの利用経験

その他特記事項
選考方法：
(宿泊施設、食事補助、
履歴書・志望動機書をメール送付（書式自由）⇒選考（合格者のみ1週間以内に通知）
選考方法、大学指定他)
⇒面接・テスト⇒合格通知（合格者のみ1週間以内に通知）
求める人物像：
成長意欲が高く、チームワークを大切にできる方
メッセージ：
最新の情報や機材に触れられる、カメラや映像制作が好きな人にはたまらない環境です。
また、オフィスは広くて清潔、ネットラジオが流れる女性にも働きやすい空間です。
世界を驚かせる製品・作品が生まれる現場で、僕たちと一緒に感動を共有しませんか？

■ 平成29年 インターンシップ学生受入募集票 ■
企業･団体名
所在地

ウズラ株式会社
〒658-0011
兵庫県神戸市東灘区森南町2-8-2 savannaビル ※最寄駅：JR甲南山手より徒歩4分
・建設業 ・製造業 ・電気/ガス/水道業 ・運輸/通信業

業 種

・卸/小売業/飲食店 ・金融保険業 ・不動産業 ・サービス業
・旅館･宿泊業 ・公務 ・その他

担当部署

社長室

担当者名

岡田 充弘

TEL

従業員数

※該当するものに○印を記入下さい

3

名

役職名 代表取締役
■略歴：http://www.canaria-net.co.jp/company/ceo.html
■著書：「仕事が速い人ほどマウスを使わない! 超速パソコン仕事術」他多数

078-453-5488 ※メール連絡推奨

FAX

078-453-5490 ※メール連絡推奨

okada@blackcats-cube.com
URL http://uzura.php.xdomain.jp/
事業内容： 建築・都市、オフィス、店舗、プロダクトに関わるデザイン・設計・制作業務
事業内容/主要製品等
E-mail

実習内容

世の中にはないものが生まれるクリエイティブな現場で、
設計・制作・販売の支援を経験して頂きます。

実習場所
資格・能力
（※実習内容に必要な資
格･能力）

(所在地と同じ)

実習時期・期間

下記日程から任意に2コマ以上選択 ※長期歓迎、連続したコマでなくてもOK
① 2/1（水）- 2/3（金） ② 2/6（月）- 2/10（金） ③ 2/13（月）- 2/17（金）
④ 2/20（月）- 2/24（金） ⑤ 2/27（月）- 3/3（金） ⑥ 3/6（月）- 3/10（金）
⑦ 3/13（月）- 3/17（金） ⑧ 3/21（火）- 3/24（金） ⑨ 3/29（水）- 3/31（金）※20・27・28日除く
各コマ4名ずつで期間合計36名
１．大学院(専攻、年次等)
２．大学理系(学部、専攻等)
３．大学文系(学部、専攻等)
４．短期大学(学部、専攻等)
５．工業高専(学部、専攻等)
６．問わない （留学生も可）
待遇：
・無給実習・交通費無
・自転車・バイクの駐輪場有
・食事補助無 ※ただし、インスタント食品・コーヒー・お茶・菓子類の無償支給有
・宿泊施設無 ※ただし、近隣に銭湯と民宿有

受入人数
対象学生・学部等

実習内容に関して、下記のような興味・経験・知識があるとより充実した実習時間を過ごすことができます。
①造形物の設計・制作・販売の経験
②クリエイティブやデザインへの興味、イラスト・写真・映像・Webに関する制作ツールの利用経験

その他特記事項
選考方法：
(宿泊施設、食事補助、
履歴書・志望動機書をメール送付（書式自由）⇒選考（合格者のみ1週間以内に通知）
選考方法、大学指定他)
⇒面接・テスト⇒合格通知（合格者のみ1週間以内に通知）
求める人物像：
成長意欲が高く、チームワークを大切にできる方
メッセージ：
最新の情報や企画に触れられるクリエイティブが好きな人にはたまらない環境です。
また、オフィスは広くて清潔、ネットラジオが流れる女性にも働きやすい空間です。
世界を驚かせる企画・作品が生まれる現場で、僕たちと一緒に感動を共有しませんか？

