
エントリー一次締め切り 12月中旬

プロジェクトガイド
※2018年11月7日現在の情報です。
これから追加されるプロジェクトもあります。
プロジェクトによっては、申込時に募集終了して
いる場合がございますので、ご了承ください。
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【復興・創生インターンへの参加申込・問い合わせ】
復興・創生インターン 統括事務局
株式会社パソナ（担当：高橋・武田）までご連絡ください。

e-mail: bansou-intern@pasona.co.jp
TEL: 03-6262-6340（平日 9:00 ～ 17:30）

メール本文には必ず、
「氏名・大学名・学年・メールアドレス・電話番号」 を書いて送ってください。

エントリーの流れ

～12月中旬 ホームページからエントリー

11月初旬
～12月中旬

1次面談・個別相談
統括事務局 株式会社パソナ

東北事務局 一般社団法人ワカツク
※遠方の方はskype等オンラインでの面談となります

11月下旬～
1月中旬

現地コーディネーター面談
企業とのマッチング・面接
※skype等オンラインでの面談・面接となります

2月上旬～
3月中旬

インターン参加！

募 集 要 項

実施期間
2019年2月～3月（4週間～6週間） 週4日～、1日6時間～
※インターン実施期間は受入企業によって異なりますので、
事務局や現地コーディネーターにご相談ください。

対象
全国の大学院生、大学生、短期大学生、
及び高等専門学校4年生以上

支援・
補助

・各エリアごとに事前・中間・事後の集合研修があります。
・現地までの往復交通費（1回分）を補助します。
・宿泊場所は、現地コーディネーターが用意します（費用はかかりません）
・食事代等として1日850円を補助します。
・インターンシップ保険に加入します（費用はかかりません）



宮古ブロック 【岩手県】
コーディネート団体：ＮＰＯ法人みやっこベース・ＮＰＯ法人wiz

②

北三陸ブロック 【岩手県】
コーディネート団体：株式会社バリューシフト①

学生の心をつかめ！建設会社の魅力を
伝える広報プロジェクト

【テーマ】PR・メディア／建築・住・リノベーション
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

若者目線で発信！建設業のネガティブイメージを刷
新する広報に挑戦

陸中建設株式会社

地元の魚を愛する産地へ！食の力で地域
を盛り上げろ

【テーマ】地域／農林水産・6次産業
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

宮古の魚が”ここで食べられる”を創っていく

共和水産株式会社

【教育プログラムをデザインする】地元の中高生と北三
陸の『海の匠たち』(漁師、水産業経営者など)と共創し
ていく『学びあいフィールドワーク』のモデルを創る!

【テーマ】地域／子ども・教育
【職種】新規事業／デザイン

『海の匠たち』と地元の中高生が対話し学びあう教育
プログラムを共創！

株式会社北三陸ファクトリー

地域の基幹産業の現場を牽引す
る北三陸の『海の匠たち』の想い
と活動を深く理解し、地元の中高
生に分かりやすく伝え対話を重
ねていく教育プログラム『学びあ
いフィールドワーク』をデザインし
ていく１カ月です。

地域にとって不可欠な建設業で
すが、一方で、危険、キツイ等
のネガティブイメージが根強くあ
ります。社内改革を進める三代
目若手経営者と共に、建設業の
イメージを刷新し学生の心を掴
む広報に挑戦してみませんか？

宮古市の基幹産業の「水産業」
を舞台に、漁師や飲食店とのネ
ットワークを構築し、地産地消で
人とまちを盛り上げるプロジェクト
です。宮古を海と若い力で盛り上
げる学生を募集します！

【求む! ”料理系”学生】目指せ! 地元老舗ホテルの看
板メニュー。創業240年の”商家”が厳選する「オリーブ
オイル×地元食材」~「本物」を伝え「信用」を重ねる～

【テーマ】まちづくり／PR・メディア
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

”本物”の「オリーブオイル×地元食材」で看板メニュー
を共創する!

フェアリーチェ株式会社(西大野グループ)

創業240年の商家が厳選する「オ
リーブオイル×地元食材」で料理
メニューを共創。説明会などで伝
え方も工夫しながら…最終的に
はお取引様の老舗ホテルなどの
看板メニューを目指した提案に
挑戦する1カ月です。

【”自分の好き!”を追求】「”未来の里山”モデル創造に挑

戦する限界集落の食品会社」と「自分自身」の未来を共
創する。～しぜんのめぐみに、にんげんのすべて。～

【テーマ】農林水産・6次産業／食・ライフスタイル
【職種】リサーチ・コンサルティング／新規事業

”自分の好き!”を追求して会社との交点でプランづく
りに挑戦

株式会社ミナミ食品

【テーマ】若者よそ者がミナミ食品
に関わり続けたくなる”動くプラン
”を”自分ごと”として提案する。
～”自分の好き!”と会社との交点
を追求したプラン創りに挑戦。
”好き!”の連鎖で自分と会社の未
来を共創～
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釜石ブロック 【岩手県】
コーディネート団体：株式会社パソナ東北創生・ＮＰＯ法人wiz

③

外国人向けの酒蔵ツアーをつくり、日本酒
文化を発信せよ！

【テーマ】観光・おもてなし／海外展開・貿易・語学
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

ラグビーW杯で釜石を訪れる外国人に日本酒文化を
発信する

株式会社浜千鳥

ホースセラピーを通じた子供の心のケアを
地域に根付かせる

【テーマ】子ども・教育／医療・福祉・ヘルスケア
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

ホースセラピーを地域にPRし、誰もが心豊かに暮ら
せる未来を創り出す

一般社団法人三陸駒舎

2019年9月にラグビーワールドカ
ップが開催される岩手県釜石市。
W杯に向けて、地域で愛される酒
蔵・浜千鳥で外国人向けに日本
酒製造の説明資料を作成し、酒
蔵見学をプロデュースするインタ
ーン生を募集します。

ホースセラピーは馬とのふれあい
を通じて心身の障害を癒やすヨー
ロッパ発祥のケア療法。地域で本
当にケアを必要としている子ども
へ、ホースセラピーを広める取り
組みが始まります。

大船渡・陸前高田・住田ブロック 【岩手県】
コーディネート団体：ＮＰＯ法人wiz

④

地域ポータルサイトでまちの魅力を発信し、
ファンを獲得せよ

【テーマ】地域／PR・メディア
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

地域住民と共にマチの魅力を体感できる交流サイト
を盛り上げる

アローリンクス株式会社

"イカ"プロデューサー求む！商品開発を
通じて水産の未来を拓け

【テーマ】農林水産・6次産業／食・ライフスタイル
【職種】企画・商品開発／職人・ものづくり

イカ加工品の品質改良とメニュー開発を通じて水産
食品の魅力を発信する

サンコー食品株式会社

2017年3月に大船渡市公認サイ
ト「おおふなこポータル」を開設。
サイトを通じて多くの人に大船
渡の楽しさ、良さを知ってもらう
ために、大船渡好きな女性たち
と共にマチの魅力を発掘・発信
してもらいます。

サンコー食品はミリ単位の要望に
も応える水産加工のプロ集団。イ
カが大好きな社長と共にイカ原料
の変化に応じた品質改良と加工
品活用メニューの開発・提案を行
い、三陸・水産の食と仕事の魅力
発信に取り組みます。
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「印刷」で顧客の価値を高める！地域企業
への企画提案に挑戦

【テーマ】地域／PR・メディア
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

地域企業のパートナーとして、顧客を知り、共に課題
解決へ

花坂印刷工業株式会社

老舗印刷会社がまちを盛り上
げる！宮古市内企業への聞き
取り調査～企画提案で顧客の
課題解決に挑戦します。また、
聞き取り内容を基に企業の情
報や宮古の魅力をSNSで発信
してもらいます。

ゲストハウス発、人とふれあい街を楽しむ
マップ制作を担え

【テーマ】地域／観光・おもてなし
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

オープン1年目、若者中心で立ち上げたゲストハウス
を「街の玄関」へ

ゲストハウス3710(株式会社日々旅)

宮古の観光・交流拠点となること
を目指し、2018年8月にオープン
したゲストハウス3710(ミナト)。
宿泊者にもっと宮古を好きになっ
てもらうべく、宮古のひとと出会
い街を楽しむマップ制作に挑戦し
ます。
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市民に安心と健康を!地域密着薬局の
ファン獲得プロジェクト

【テーマ】地域／医療・福祉・ヘルスケア
【職種】営業／マーケティング・広報

かかりつけ薬局を地域に根付かせ、住民の安心と
健康を支える

とうごう薬局(ロッツ株式会社)

外国人”おもてなし力”アップ!温泉宿の
インバウンド化を担え

【テーマ】地域／観光・おもてなし
【職種】販売・接客／マーケティング・広報

外国人宿泊客の満足度を高めるサービス改善を
提案し、実践する

大船渡温泉(株式会社海楽荘)

薬をもらうだけの薬局から「話
せる薬局」へ。地域の安心と
健康を支えるかかりつけ薬局
の普及に向けて、健康に関す
る広報や企画を通じて住民と
交流する場を創り、とうごう薬
局のファン獲得に取り組んで
もらいます。

三陸の絶景と海の幸が自慢の大
船渡温泉は、インバウンドに向け
た宿づくりを目指し接客・サービ
ス改善に取り組んでいます。海
外でホテル開業支援をしていた
支配人と共に、あなたのアイデア
を形にしてみませんか?

地域と共にまちを育てる、民間まちづくり
会社の仕掛け人求む

【テーマ】地域／まちづくり
【職種】企画・商品開発／新規事業

震災を機に生まれ変わるまちを盛り上げ、さらなる活
気を創り出す

株式会社キャッセン大船渡

世界中から民泊者が集まるまちへ！
民泊×伝統芸能の新サービスを担え

【テーマ】地域／文化・伝統産業
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

民泊の新たな価値を創り出し、地域住民のシビック
プライドを育む

マルゴト陸前高田

震災後に産官民連携で創られ
た復興商業エリア「キャッセン大
船渡」。2年目となる民間まちづく
り会社ならではの視点でまちの
魅力を掘り起こし、企画を通じて
新たな場作りを仕掛けていくイ
ンターン生を募集します。

年間2千人以上の民泊をコーデ
ィネートするマルゴト陸前高田。
民泊を通じて住民が自信と誇り
を取り戻し、世界中の旅行者を
民泊で迎えられる地域づくりに
向けて、民泊×伝統芸能のプラ
ン作りに挑戦してもらいます。

客数倍増!地域の特色満載ツアーで秘境
温泉に人を呼び込め!

【テーマ】地域／観光・おもてなし
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

復興に燃える社長と共に、山奥の宿泊施設の再建
プロジェクト

霊泉玉乃湯(ロッツ株式会社)

市民の健康を守れ！フィットネスクラブ
利用者拡大プロジェクト

【テーマ】地域／医療・福祉・ヘルスケア
【職種】企画・商品開発／営業

施設利用者を拡大し、運動を通じた地域住民の健康
づくりに貢献する

ReBorn デイサービス＆フィットネス(ロッツ株式会社)

「奇跡の一本松」で知られる岩手
県陸前高田市の「霊泉玉乃湯」。
全国から宿泊客が集まる宿への
再建に向けて、自ら体感した魅力
を発信しながらここでしか体験で
きない宿泊ツアープランづくりに
挑戦してもらいます。

リハビリとフィットネスの複合サー
ビスを展開するReBorn(リボーン)
では、地域住民の介護予防や健
康増進に向けて施設利用者の拡
大に取り組みます。一緒に運動を
通じた健康な身体づくりを盛り上
げましょう!
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自然エネルギー業界の革新！ソーラー×
農業の新規事業立ち上げを目指せ！

【テーマ】農林水産・6次産業／環境・エネルギー・バイオ
【職種】企画・商品開発／新規事業

「ソーラーシェアリング」事業の立ち上げに向けた
市場調査！

株式会社パートナーズ

建設業のイメージ革新を目指す情報発信
プロジェクト

【テーマ】子ども・教育／PR・メディア
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

建設業の「きつい・汚い・危険」イメージを払拭する発
信戦略を実施!

株式会社菅原工業

自然エネルギーの先進地にな
りつつある気仙沼市において、
その動きをさらに加速させる新
たな事業立ち上げを目指す社
長の右腕として、一緒にチャレ
ンジしてませんか！？

建設業の本質は「社会の基盤
を整え、人々の安心・安全を守
る」こと。ネガティブなイメージを
持たれやすい建設業界、その
本当の魅力・仕事の意義を発
信し、業界に革新を起こすイメ
ージ戦略を実行していきます。

水産と観光の融合！氷を使った新たな観
光産業の創出プロジェクト！

【テーマ】農林水産・6次産業／観光・おもてなし
【職種】企画・商品開発／新規事業

地域に新たな人の流れを呼び込む、観光アイディア
を創出する。

株式会社岡本製氷冷凍工場

これまで共存しなかった「水産
業」×「観光業」の融合を通し
て、これまでなかった交流人
口を生み出し、地域産業を活
性化する。その最前線の現場
で行う挑戦に、あなたも飛び
込んでみませんか！？

気仙沼ブロック 【宮城県】
コーディネート団体：一般社団法人まるオフィス

⑤

気仙沼発！日本一働きがいのある会社を
目指す経営革新プロジェクト

【テーマ】地域／農林水産・6次産業
【職種】リサーチ・コンサルティング／編集・ライティング

160年以上三陸の漁業を支えてきた老舗漁具屋の
働き方改革を担う!

アサヤ株式会社

三陸の漁業の繁栄を裏方とし
て支え続けてきたアサヤ株式
会社。創業167年を迎えた今、
次の100年を見据えて、『社員
が主役になれる」会社を目指し
て、その挑戦を右腕となって支
えてくれる人を募集します!

イメージを形に、外部リフォームのデザイン
集を作成せよ

【テーマ】PR・メディア／建築・住・リノベーション
【職種】マーケティング・広報／デザイン

デザイン集とプロモーション動画で地域のリフォーム
ニーズを掘り起こす

株式会社金子ルーフ工業

被災地の建設業界の未来を切り
拓くべく、屋根や外壁といった外部
リフォームのプロモーション強化に
挑戦します。”見えない”リフォーム
をデザインで”見える化”し、「こん
な家いいね」を地域に発信しましょ
う！
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南三陸ブロック 【宮城県】
コーディネート団体：株式会社ESCCA・一般社団法人サスティナビリティセンター⑥

建設業からのスタートアップ!次期社長とともに、

地域の未来を創る新規事業立ち上げに向けた
マーケティング〜事業戦略を立案せよ!

【テーマ】農林水産・6次産業／起業・経営支援
【職種】マーケティング・広報／新規事業

天然資源枯渇の危機を先取りした陸上養殖の事業
化を検証する

株式会社阿部伊組

モノが売れる”はなぶさWay"を確立し、地域の小さ

な映像制作会社から中小企業を笑顔にする総合
広告代理店へと進化させよ！

【テーマ】PR・メディア／起業・経営支援
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

コミュニケーションの力でセールスを加速する。
株式会社はなぶさ

地域建設会社の次期社長とともに、陸
上養殖の新規事業の開発に挑戦。マ
ツモという高級料亭に納められている
希少な食材の陸上養殖の事業化に向
けて、市場可能性から事業のコスト構
造や販売戦略を構築し提案します。

どのようにしたらモノが売れる
のか。地元企業の店舗と催事
を題材に、はなぶさの得意とす
る映像制作のみならず、お客さ
んを惹きつけ売れるための総
合的なコミュニケーション提案
に全力でチャレンジします。

全社員で商品企画！地域から圧倒的商品を
生み出す新しい商品開発体制を確立せよ！

【テーマ】農林水産・6次産業／食・ライフスタイル
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

商品開発に社員を巻き込み新たな風を起こせ！

株式会社ヤマウチ

店舗、工場、企画、社長など、
すべての人が関わる商品開
発の体制作りにチャレンジし
ます。商品開発の指針、取り
組むべきテーマ領域を社員の
皆さんとともにまとめ、開発チ
ームからアイデアが出るまで
がゴールです。

社長が描く人材革命実現の右腕となり、社員自ら
が顧客のため動く「プラスワンアクション」プロジェ
クトを企画実行せよ！

【テーマ】地域／起業・経営支援
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

社員みんなが笑顔で誇りを持っていきいき働ける
会社へ！

山藤運輸株式会社

社長が掲げる新ビジョンの実現に
向け、社員が顧客のことをより想
像し、喜ばせるためには何をすれ
ば良いかということを考え実行す
る「山藤プラスワンアクション」の
プロジェクトを企画立案し実行し
てもらいます。

南三陸杉で人生を豊かに！木の持つ価値や世界
観を共有し将来の顧客となるようなファンを増やす。
そのためのマーケティング戦略を実行せよ！

【テーマ】地域／建築・住・リノベーション
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

かけがえのない家族の家づくりのストーリーを山から
始める。ヒアリングを基に企画を考える

丸平木材株式会社

南三陸杉は調湿効果やリラックス
効果、風合いで暮らしを豊かにし
ます。しかし、共感していただける
工務店、顧客がいなければ広まっ
ていきません。その価値を広める
ためのマーケティングの戦略を立
案し実行します。



石巻①ブロック 【宮城県】
コーディネート団体：合同会社巻組

⑧

【PR/リサーチ】若者×農業のこれからのあり方を
考え、「農業がある営み」の魅力を形に。

【テーマ】農林水産・6次産業／食・ライフスタイル
【職種】マーケティング・広報／デザイン

若者にとっての「農業」の魅力を見極め、発信しよう！

一般社団法人 イシノマキ・ファーム

【PR/広報/デザイン】年間100人以上がリピートする浜留
学の広報隊長募集！ー漁師×大学生をマッチングー
はたらき、あじわう、１週間の漁師暮らし「イマココ」

【テーマ】PR・メディア／食・ライフスタイル
【職種】マーケティング・広報／デザイン

ターゲットは大学生。新規のイマココファン100人を
増やせ！

一般社団法人ピースボートセンターいしのまき

「ソーシャルファーム」として
人と農のつながりをつくるイ
シノマキファームの新たな挑
戦！農業に携わる人を増や
すための「石巻農業担い手
センター」で「農業がある営
み」の魅力を形にして若者
へ発信したい

「震災・支援・復興」のその先
へ。毎年100人以上がリピート
再訪するプロジェクトの浜と漁
師と参加者がであうきっかけづ
くりを仕掛ける大学生向け広
報を担うインターン生募集！

「女川に日常を取り戻す!」女川町唯一のスーパー

マーケット「おんまえや」の再建・新規オープンに向
けて、顧客満足度アップの企画を創り出せ

【テーマ】地域／小売り・流通
【職種】マーケティング・広報／新規事業

ＬＩＮＥを使って顧客満足度を上げる企画を考えよ！

株式会社 御前屋（おんまえや）

「ポイント制度」「セール案内」
etc。主婦・若者層に向けた会
員向けＬＩＮＥの活用、またＬＩＮＥ
を使わない方へのアプローチは
何が最適か？競合リサーチ、町
民ヒアリングを通して提案してく
ださい！
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女川ブロック 【宮城県】
コーディネート団体：NPO法人アスヘノキボウ・一般社団法人ワカツク⑦

起業5年!石鹸工房の新しい商品開発の
仕組みをつくる!

【テーマ】PR・メディア／ものづくり
【職種】マーケティング・広報／新規事業

新商品開発の仕組みをつくる！

株式会社アイローカル（三陸石鹸工房KURIYA）

新商品をみんなでおこなうことは
できるのか？

アロマづくり、手作りを趣味にして
いる方を巻き込めたら！

私たちと「WIN＝WIN」となるこの
可能性を一緒に考えてください！

【商品開発/ブランディング】文化と伝統の発酵食品

「糀（こうじ）」の魅力を広めたい！新商品開発・販
売プロジェクト

【テーマ】地域／食・ライフスタイル
【職種】企画・商品開発／デザイン

開発→ブランディング→販売→検証に挑戦する１ヶ月

島津麹店

【コミュニティデザイン】「お茶」を使って地域のコ
ミュニティを再生したい!母娘二人で経営する小さ
なお茶屋を地域の茶の間的存在へ。

【テーマ】地域／文化・伝統産業
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

小さなお茶屋のファンづくり活動―「お茶っこのみ文
化」を守りたい!―

お茶の桜井園

材料は糀と水と米だけ。
天然素材100%添加物不
使用・天然発酵、しかも
高栄養価。安全安心な島
津麹店の「糀（こうじ）」を
たくさんの人に取り入れ
てもらうには？？

母娘二人が経営する地域の小
さなお茶屋「お茶の桜井園」。こ
れまでアプローチをしきれてい
なかった地域住民をターゲット
に、交流を通したファンづくり企
画を共に考え実践する学生を募
集します。



【編集・ライティング】会社の歴史を紐解く
「社史」編集責任者を募集！

【テーマ】農林水産・6次産業／PR・メディア
【職種】編集・ライティング

過去、現在、未来へのビジョンがすぐに伝わる社内
広報ツールを編集せよ

末永海産株式会社

【新規事業】ゼロから事業を生み出せ!! 異業種出身
の若き跡継ぎと切り開く水産業の未来プロジェクト

【テーマ】地域／農林水産・6次産業
【職種】企画・商品開発／新規事業

大手商社出身の跡継ぎと共に「攻めの水産ビジネス」
を新規提案せよ!!

株式会社布施商店

会社の歴史や、魅力がわかりや
すく伝わる社内広報ツールとして
「社史」を作成することで、社員の
方々がやりがいをもって働ける
職場づくりを目指すプロジェクト
です。

日々、変化し続けるビジネスの
世界において、変わらないことは
衰退を意味します。大手総合商
社出身の若き跡継ぎと共に「守
り」ではなく、「攻めの新規水産ビ
ジネス」を作り上げませんか。
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石巻②ブロック 【宮城県】
コーディネート団体：一般社団法人フィッシャーマンジャパン

⑨

【広報/新規事業PR】栄養改善と生活リハビリを通
じたデイサービスの新しい価値を創り・伝えたい!

【テーマ】医療・福祉・ヘルスケア／PR・メディア
【職種】マーケティング・広報／デザイン

良くなる介護でサービス利用者の卒業を目指す!?新たな
福祉社会へ挑戦

ぱんぷきん株式会社

「遊・食・住」のサービスを総合的
に行い地域とともに高齢化社会
を支える「総合在宅介護サービ
スぱんぷきん」。今回のプロジェ
クトではデイサービス利用者の
健康促進を共に立ち上げ、拡げ
ていく学生を募集します。

六次化のトップランナー、水産業の未来を
切り開く若き漁師のもとでインターン！

【テーマ】農林水産・6次産業／PR・メディア
【職種】マーケティング・広報／リサーチ・コンサルティング

漁師運営のネット通販サイトのマーケティングプラン
を立案せよ

株式会社マルキン

六次化ブームのはるか前から、
銀鮭の養殖を始め、それを自ら
出荷するというスタイルを貫くパ
イオニア「マルキン」。銀鮭の取
扱量を震災前以上の規模に成
長させた、3代目のもとで新商
品開発にチャレンジしよう。

【海外出張あり!?】三陸の海産物×現地のニーズ!
アジア市場を攻略する営業プランを立案せよ!

【テーマ】農林水産・6次産業／海外展開・貿易・語学
【職種】営業／マーケティング・広報

来春、あなたは日本を飛び出しアジア市場を切り開く
営業マンになる!!

株式会社ヤマナカ

三陸の海の幸を世界へ届けつ
づけるヤマナカ。今回のプロジェ
クトでは、現地のニーズにあった
商品の提供方法や販売促進ツ
ールなどを考案してもらい、実際
にアジアのとある国で営業マンと
して活躍してもらいます!!



名取・岩沼ブロック 【宮城県】
コーディネート団体：一般社団法人ワカツク

⑩
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【商品開発】最新技術を誇る水産加工会社で若き
チームと共に「春・夏の目玉商品」を開発せよ!!

【テーマ】地域／農林水産・6次産業
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

「カキフライ」に次ぐ新たな主力商品を若手社員と共
に開発せよ!

株式会社石巻フーズ

【広告・PR】ネガティブイメージを払拭せよ!
カキの「安心・安全」PRプロジェクト

【テーマ】地域／農林水産・6次産業
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

カキは悪者じゃない!世間の誤解を解くツールをデザ
インせよ!

宮城県漁業協同組合

石巻フーズの主力商品「殻付き
カキ」「カキフライ」、旬の秋から
冬にかけての大人気商品。「年
間を通して三陸の幸を消費者
に届けたい」という想いを実現
すべく、春と夏を代表する目玉
商品の開発メンバー募集中!!

ノロウイルスや食中毒の流行す
るたびに、悪者扱いされがちな
「カキ」。宮城県漁協では消費
者に安心・安全で美味しいカキ
を届ける努力を続けています。
カキの正しい知識を世間に伝え
るお手伝いをしてみませんか。

老舗“漁”亭がモダンカフェに挑戦!?これからはじま
る街・閖上の未来を担う新メニュー開発プロジェクト!

【テーマ】まちづくり／食・ライフスタイル
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

街ができあがっていく姿を見たことありますか?見たい
と思いませんか?

有限会社まるしげ

被災地・閖上に2019年4月に
オープンする商業施設「かわ
まちてらす閖上」で、閖上一
筋60年の「漁亭 浜や」が、新
業態・モダンカフェに挑戦しま
す!社長と一緒に、未来を担う
新メニューを開発してください!

ブランディングを実践で学ぶ。経営層も気づいてい
ない、水産企業のリアルな魅力に迫るプロジェクト

【テーマ】農林水産・6次産業／PR・メディア
【職種】企画・商品開発／編集・ライティング

「強い」からこそ必要なかった魅力探しで、企業のブ
ランド力をより強化

有限会社浜口商店

きつい・汚い・危険…3Kのイメー
ジがある水産企業。輸出メインの
浜口商店の実態は違います。更
なる海外展開、国内への本格的
進出を目指す浜口商店のWEBサ
イト作成のためのコンテンツを集
めてください!

本気の資料作成!「地域振興×田んぼアート」に
挑む測量会社でノウハウと熱意を可視化せよ

【テーマ】農林水産・6次産業／ものづくり
【職種】企画・商品開発／編集・ライティング

測量の仕事を知らない若者に伝えたい、測量から始
まるワクワクを

株式会社仙南測量設計

道端に三脚を立てて、カメラ
のようなものを覗き込む人を
見たことはありませんか?道路
工事などに欠かせない「測量
」の仕事。その技術を応用し
た、田んぼアートの取り組み
を魅力的に伝える資料を作成
してください。
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若きエースの挑戦を支える「6次化プラン
ナー」求む!

【テーマ】食・ライフスタイル／小売り・流通
【職種】企画・商品開発／デザイン

森作りからスピンオフ。新商品開発を担うのは25歳
の若きエース

特定非営利活動法人わたりグリーンベルトプロジェクト

森作りNPOの畑で、とびきりの
「落花生」ができた。町の直売
所で、その日のうちに即完売。
新規事業化に向け、可能性を
探りたい。まちの沿岸部の未
来のため、奔走する20代エー
スを支える右腕募集!

【移住者×学生で共創】地域を支える
「インターンコーディネーター」に挑戦!

【テーマ】地域／まちづくり
【職種】リサーチ・コンサルティング／新規事業

あなた独自の視点で、学生と地域の挑戦の場を耕す!

一般社団法人ふらっとーほく

高校も大学もない町で、「学生
×地域」のWinWinな環境づくり
に挑戦!あなたならではの視点
や企画で、これからのまちに学
生の「かかわりしろを」つくる!

亘理・山元ブロック 【宮城県】
コーディネート団体：一般社団法人ふらっとーほく

⑪

【デザイン実践型】はんぱなく完熟にこだわった「い
ちじく」の魅力をデザインのちからで発信!

【テーマ】農林水産・6次産業／PR・メディア
【職種】販売・接客／デザイン

デザインの力で、食べたい!と感じてもらう。

やまうち農園

生産者の想いと、はんぱないこ
だわりが込められた完熟のい
ちじく。写真、映像、イラスト、文
章‥あらゆるデザインのちから
で伝えよう!

実際の商談会に参加しながら
の超実践型インターンです。

【社長の右腕募集】りんご農家の経営課題
を洗い出し、改善案をつくる!

【テーマ】農林水産・6次産業／起業・経営支援
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

社長と二人三脚で経営課題に向き合う!

高野りんご園

高野農園のりんごは、地元の有
名ホテルでも使われるなど高い
評価を受けています。

しかし、社長の負担は非常に大
きいのが現状です。

だからこそ、経営課題を解決して
りんごの未来を創っていきたい!

【人生100年時代に通用する「魅力プロデューサー」
になろう!】地域で活躍する企業の魅力発見・発信

【テーマ】PR・メディア／ものづくり
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

【企業の魅力を発信せよ】学生目線で魅力の見える
化に挑戦する1ヶ月

メルコジャパン株式会社

良い企業、良い仕事って何だ
ろう?企業の魅力って?そんな
疑問を、地域に根ざした企業
でじっくり考え、深める1ヶ月に
しませんか?ものづくり企業な
らではの、モノ・ヒト・想いを発
見・発信してください!

【現場実践型】ぶどうを介した人と人との交流を目
指す100年企業のアンテナショップづくり

【テーマ】PR・メディア／食・ライフスタイル
【職種】マーケティング・広報／リサーチ・コンサルティング

実直な社長と一緒にぶどうの魅力を情報発信!

田所食品株式会社

「ぶどうに関わり100年の老舗」
×「平成生まれのインターン」と
の新たなコラボ。

情報発信や企画のちからで魅
力的なアンテナショップをつくる。

ぶどうを介して人の流れを生み
出し、地域を盛り上げよう!
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福島・相双ブロック 【福島県】
コーディネート団体：一般社団法人 Bridge for Fukushima

⑫

拠点施設リニューアル！コワーキング
スペースの新規会員を増やせ

【テーマ】地域／起業・経営支援
【職種】マーケティング・広報

目標3件！会員増加めざしてリニューアル告知イベ
ントを企画・実行！

株式会社小高ワーカーズベース

避難解除後の南相馬市小高区で
パイオニア的活動を続ける企業
が、この冬拠点施設をリニューア
ルオープンさせます。そのコワー
キングスペース利用会員を増や
すため、告知イベントを企画・実
行してください！

被災地2店舗目のガラスアクセサリー工房
兼ショップ、開店告知イベントプロデュース！

【テーマ】ものづくり／小売り・流通
【職種】マーケティング・広報／職人・ものづくり

女性の柔軟な働き方を提案する企業の、2店舗目告
知企画をお任せします

HARIOランプワークファクトリー小高

福島の被災地で、「ランプワーカ
ー」という柔軟な働き方を提案す
るガラスアクセサリー工房があり
ます。県内2店舗目オープンの告
知イベントを企画・開催し、春の
スタートにつながる集客をめざし
てください。

10年前の課題は、10年後の今、解決済みなのか
を徹底検証!本当の課題抽出につなげよ

【テーマ】地域／まちづくり
【職種】リサーチ・コンサルティング

解決した課題、まだ残る課題、新たな課題。町の現状
に沿う仕分け作業を

いいざかサポーターズクラブ

高校生のリーダーシップってなんだろう？ヒアリン
グを通して高校生のリーダーシップを定義せよ！

【テーマ】子ども・教育
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

新しい評価指標！ヒアリングをもとにルーブリック評
価表を作成しよう！

一般社団法人 Bridge for Fukushima

発足当初から取り組んできた
課題は、今、解決されているの
だろうか。新しい課題はどれだ
けあるのだろうか。震災を機に
止まっていた、町づくりに不可
欠な検証作業を、4週間かけて
取り組んでください！

教育制度の過渡期な今。BFFで
は次世代を担うリーダー人材育
成を行っています。スタッフ・大学
生メンター、高校教員などが思い
描いている”リーダー”の共通点
を見つけ出しルーブリック評価表
にまとめてください。

介護の現場に革命を！手順書のIT化で働
きやすさを追求する！

【テーマ】IT・情報／起業・経営支援
【職種】企画・商品開発／リサーチ・コンサルティング

介護現場で誰もが簡単に使える手順書のIT化を構
築せよ！

株式会社 ライトウェイ

地域の魅力を高校生と一緒に発掘！地元企業と
連携して、地域を担う子どもたちのための体験教
室をプロデュースしよう

【テーマ】地域／子ども・教育
【職種】企画・商品開発／新規事業

【高校生×地元企業】子どもたちが楽しく学ぶ場を
創ろう！

一般社団法人あすびと福島

今後ますます働き手が必要にな
る介護現場。誰でも簡単に使え
るシステムがあったら、業務の
効率化、経費削減、そしてスタッ
フの賃金アップにつながります。
スマホで簡単にできる手順書の
IT化を実現してください！

高校生と地元企業と協力して、
地域の仕事体験をテーマとした
新たな体験教室をプロデュース
しませんか？あなたのアイディア
と実行力で、高校生が地元の魅
力を発掘し、子どもたちが楽しく
学ぶ場を生み出しましょう。
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郡山・白河ブロック 【福島県】
コーディネート団体：NPO法人コースター

⑬

福島県白河市で住民の笑顔をつくる「ものづくり型
交流施設」で、住民と交流できるコンテンツのアイ
デアを創出するプロジェクト！地域の賑わいをつく
るのはあなた！

【テーマ】地域／まちづくり
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

白河に賑わいをもたらせ!人が集う交流拠点を企画せよ

大政興業株式会社

あなたの文章が幸せの連鎖をつくる！若者の夢と
高齢者の縁をつなげるための介護業界魅力発信
プロジェクト

【テーマ】地域／医療・福祉・ヘルスケア
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

介護の現場でケアワーカーの想いを取材し、ノウハ
ウを見える化せよ!

株式会社アルコップ

国道沿いで車の交通量が多い
けれども、車から降りることがな
い地域の賑わい創出を目指せ!
人口減に苦しむ地域に人が集う
ことで、地域に活力が生まれる
コミュニティスペースを企画!

たくさんの幸せを生み出して拡大し
続ける企業で、現場の温かい雰囲
気と洗練された想い・スキルを引き
出して、介護業界の夢をあきらめて
いく若者が現場でチャレンジできる
介護の魅力発信するプロジェクト

起業家で溢れる町を目指して！起業家で集うコミュ
ニティスペースをより活発化するための起業家イン
タビュープロジェクト

【テーマ】地域／起業・経営支援
【職種】マーケティング・広報／編集・ライティング

起業家の魅力を発信して、起業家を志す人を増やす

一般社団法人グロウイングクラウド

福島県の経済中枢地域である郡
山市で人々のチャレンジをサポ
ートするコワーキングスペースを
運営する団体で、「起業とは」をテ
ーマに起業家を取材し、その魅
力を発信して会員獲得のアイデ
アを提案せよ！

老舗スポーツ店が仕掛ける地域のスポーツ店に
しかできない地域密着型のスポーツ×ライフスタ
イルに合わせた新サービスを開発せよ!

【テーマ】地域／アート・スポーツ
【職種】マーケティング・広報／リサーチ・コンサルティング

ライフスタイルに合わせたサービスの開発で地域の
スポーツ店に革命を!

株式会社ノジリ

生涯を通して楽しめるスポーツを
テーマにそれぞれのライフステー
ジに合わせた、地元スポーツ店な
らではのサービスを開発!学校部
活や地域サークルを調査して、
WEB・ECサイト作成に向けた販売
戦略を作ります!

田舎の道の駅から世界に福島を発信する！平田
村特産品を海外で売るための販売戦略策定およ
び商品開発プロジェクト

【テーマ】地域／まちづくり
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

道の駅商品輸出プロジェクト～ハバネロと薬用植物
で地域を救え!～

株式会社道の駅ひらた

高齢化に悩む農業の課題解決に輸
出という視点から取り組む!山間の
自然が豊かな村で、風評被害に負
けない阿武隈産品の魅力を世界に
飛び立たせる準備を一緒にしませ
んか?あなたのアイディアで世界に
繋がります。

「学生寮×地域密着×高校生」をテーマにした民間運営
の高校生向けの学生寮で提供するサービスメニューを
開発！

【テーマ】地域／まちづくり
【職種】企画・商品開発／マーケティング・広報

福島県で新しい高校生の居場所をつくるための学生
プランナーを募集!

一般社団法人 未来の準備室

「学生寮×地域密着×高校生」
をテーマに、生活をサポートしな
がら、高校生が地域と一緒にプ
ロジェクトを行う民間運営の学生
寮をつくるために、学生寮で提供
するサービスメニューやコンテン
ツを企画!


