
PROJECT

カタヤマ本社

住所：さいたま市桜区西堀8-21-35
【経路等】南与野駅より徒歩10分

主要事業：総合建設業

株式会社カタヤマ
http://www.katayama5000.co.jp/
プロジェクト（実習）テーマ

①人材採用について、学生目線から見た魅力的なリク
ルート戦略を構築する。リクルートガイド・エントリー
フォームの改善及び会社説明会、現場見学会、ＳＮＳの
内容企画を行う。
②建設会社在籍の女性社員が働きやすい環境を構築する
ため、待遇面（産休・育休等）ツールのさらなる具体的
方策を企画する。

希望学年 ：大学院、大学
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：２名(①１名、②1
名)

株式会社大宮電化
http://omiyadenka.jp

プロジェクト（実習）テーマ
インターネット、ＳＮＳ等を活用し、リユースショップ
の活性化を考え、イベントを提案・実施する。

住所：さいたま市見沼区東大宮5-3-1（㈱大宮電化 本部）
【経路等】東大宮駅より徒歩2分

主要事業：小売（リユースショップ運営）

埼玉・千葉・東京に65店舗
希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：２名

「提案力」と「設計力」

住所：川口市川口5-11-19 【経路等】川口駅より徒歩10分
主要事業：製薬･化学・食品工場の洗浄・ハンドリング設備の
企画･設計･製造・メンテナンス

株式会社キット
http://www.kit-coltd.co.jp/
プロジェクト（実習）テーマ

①【機械設計】現状の工場から変わりつつあるAI/IoT設
備の現状や課題を把握し、次世代の工場にふさわしい設
計思想を提案する。
②【人事戦略】今から１０年先を見据えて、現役学生か
ら見た新卒⇒１０年後のキャリア形成を考え、企業側に
どのような仕組みが必要かを提案する。

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：①理系 ②問わず
受入枠数 ：①１名、②１名

株式会社クラシカルエルフ
http://classicalelf.co.jp

プロジェクト（実習）テーマ
①｢ＺＯＺＯＴＯＷＮ｣を運営するチームの一員となり、
No.1ショップになるための施策を企画検証し、実行する。
②ファッションブランド｢ＣlassicalＥlf｣にて、ネット
ショップを運営し、事業拡大を目指す。

(本社および川口支社勤務)

住所：さいたま市浦和区高砂1-2-1エイペックスタワー東館5F
【経路等】浦和駅より徒歩3分

主要事業：小売（婦人服、ジーンズのネット販売）及び卸売

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：２名

「ジーンズで世界を変える」

株式会社クリタエイムデリカ
http://www.kurita-aim-delica.co.jp/
プロジェクト（実習）テーマ

「働き方の多様性」を実現していくためには、企業とし
て制度・文化・環境面などでどのように働きやすい条件
を整えることが必要かを研究し、提言する。
特に外国人労働者に注目し、その環境整備をするプロ

ジェクトを推進する。

住所：越谷市大沢3271
【経路等】北越谷駅より徒歩10分

主要事業：製麺業、惣菜製造業

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：２名

「食から新しい
コミュニティを創る」

株式会社イハシ
http://www.ihashi.net

プロジェクト（実習）テーマ
エネルギー（石油・ガス）、福祉業界において地域、地
元の就職数（新卒・中途）を増やすための施策を考え、
提案する。
地域の特長と「地域活性化策」も考慮する。

住所：越谷市流通団地1-1-2
【経路等】南越谷駅よりバス5分または徒歩15分

主要事業：石油製品の卸／小売、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞの経営、福祉等

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ： ２名

創業100周年、次の100年へ！ 決定１名

残枠１

決定１名②

残枠１

決定１名

残枠１



PROJECT

希望学年 ：大学院、大学生、
留学生

希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：１名

住所：さいたま市大宮区宮町1-5銀座ビル7F
【経路等】大宮駅東口より徒歩1分

主要事業：ＩＴ事業、不動産運営事業

株式会社コミュニティコム
https://www.communitycom.jp/
プロジェクト（実習）テーマ

自社事業に関するオウンドメディア作成について学生の
視点からの意見も出し、作成に携わる。
また、地域メディアサイトの取材、ライターも体験する。

※「オウンドメディア」：企業がWebマガジンやブログ、ＳＮ
Ｓなどを運営することで、企業ＰＲとなるインターンネット
メディア媒体

人が集い、人が育つ空間を作っていく コミュニケーションを大切に仕事を進めます

住所：桶川市赤堀1-5
【経路等】桶川駅より無料送迎バス20分

主要事業：CO-OP商品を中心とした生協物流のﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ

株式会社シーエックスカーゴ
http://www.cx-cargo.co.jp/
プロジェクト（実習）テーマ

外国人雇用にかかわる手続き、フォロー体制の構築・見
える化に取り組む。部署をまたぐ、雇用にかかわる知識
の共有、リスク削減、問題解決を提案する。

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：１名

“車、バイク好きの若者集まれ!”

セントラル自動車技研株式会社
https://central.bmw.jp/

プロジェクト（実習）テーマ
ドイツ輸入車BMWやアメリカの大型バイク harley-davidsonの
ショールームに入ったことはありますか？
①お客様目線になって、お店に期待するサービス・感動する
サービスを考えてみよう！
②スタッフ目線になって、どんなお客様をターゲットにする
か、どんな提案方法（セールストーク）が良いか考えてみよ
う！
※希望のブランド ショールームにて実施します

住所：川口市末広1-11-2セントラルグループ本社
【経路等】川口駅東口よりバス8分

主要事業：BMW MINI正規ディーラー

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：２名

Central BMW CENTRAL MINI
HARLEY-DAVIDSON CENTRAL

BMW Motorrad Central

田部井建設株式会社
http://www.tabei.co.jp

プロジェクト（実習）テーマ
①【施工現場】建設業のイメージアップ「働き方改革の
取組」有給休暇取得、残業時間の抑制の方法を考える。
②【本社】合同企業説明会において学生の視点を活かし
た魅力あるブースの作り方。

住所：熊谷市上根102
【経路等】熊谷駅よりバス25分

主要事業：総合建設業

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：１～２名

女性安全パトロール隊希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：①３名、②３名

“未来の優良企業”をつくります！

住所：さいたま市大宮区桜木町4-244-1 TSUZUKI BLDG.2F
【経路等】大宮駅西口より徒歩5分

主要事業：コンサルティング事業

株式会社シンミドウ
https://sinmido.com/

プロジェクト（実習）テーマ
①地域活性化事業として当社が行っている、福島県の過
疎自治体（町・村）で行う地方創生プロジェクト。
※大宮オフィス及び福島県内での自治体で実施。福島県での
実習に対する交通・宿泊は当社が手配。
②新卒採用支援事業として当社が行っている、クライア
ント先の人事や採用担当との採用設計業務や課題解決を
通して見る、採用活動の裏側プロジェクト。

地域の「あったらいいな」に応える

株式会社コマーム
http://www.comaam.jp/

プロジェクト（実習）テーマ
『子育てに、しあわせな社会を創造する』ためにはどの
ような取組が必要かを学生目線でアイデアを提言する。
～未来の自分が親になることを想像し、乳幼児・学童保
育施設としての使命(役割)、ＣＳ、ＥＳなどを考える～

※当社の拠点保育施設なども視察し、それぞれの施設で
の気づきをまとめ、テーマに繋げる。

住所：川口市栄町1-4-16
【経路等】川口駅東口より徒歩15分またはバス5分

主要事業：保育・子育て支援

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：２名

決定１名

決定１名①

残枠５

決定１名

残枠１

決定１名

終了

終了
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住所：新座市野火止3-10-7 【経路等】武蔵野線新座駅より
徒歩15分または東武東上線志木駅よりバス13分
主要事業：総合建設、不動産

増木工業株式会社
http://www.masuki.net

プロジェクト（実習）テーマ
①分譲住宅「新農住コミュニティ」の販売促進
『プロジェクト会議への参画』で、企画～広報までの

社内業務の課題や問題を把握・分析し、対応策を考える。
②現場監督の長時間労働削減対策
現状を調査・分析し、改善策を提案する。

③学生目線を活かしたリクルート戦略
魅力ある会社案内作成や会社説明会の内容企画を行う。

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：３名（各テーマに対
し複数参加も可能）

「人々に感動を与える建物造り」

“創業147年”

株式会社デサン
http://www.dessin.co.jp/

プロジェクト（実習）テーマ
「働き方改革について」
効率の良い働き方のヒントを提案する。
受注活動からアフターサービスまでの一連の企業活動

を現状分析し、ＩＴの活用や情報の整理など、学生目線
での気づきを提言する。

実習は蓮田工場（ニューシャトル内宿駅より送迎可能）

住所：蓮田工場／蓮田市大字高虫1358-1
【経路等】ニューシャトル内宿駅より徒歩25分(送迎可能)

主要事業：塗装、マーキング、サイン広告

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：１名

「2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾞｽ」

有限会社ますいいリビングカンパニー
http://www.masuii.co.jp/

プロジェクト（実習）テーマ
①これから就職活動に向かう学生の立場から、採用のた
めのアプローチ手段や方法を提案する。
②川口市市産品フェアーでの展示に向け、当社らしいデ
ザインと素材にこだわった家づくりの提案を行う。

※通勤はカジュアル私服で可。

住所：川口市中青木3-2-5
【経路等】西川口駅より徒歩15分

主要事業：建築の企画・設計・施工、ギャラリー運営他

希望学年 ：①問わず ②大学
院生、大学３年生
希望専攻 ：①問わず ②建築、
美術・デザイン系
受入枠数 ：①１名 ②１名

川口本社 社屋

株式会社フジタ 関東支店
http://www.fujita.co.jp

プロジェクト（実習）テーマ
①学生にとって魅力ある建設業のリクルート戦略の提案
～学生にとって就職活動の役に立つインターンシップを
考案する～
②新入社員向け工事写真の撮影マニュアルを作成～若手
職員がまず任される工事写真、どのようなマニュアルが
役に立つのかを考える～
※①、②とも【作業所実習】があり、実際の現場も体験できます。

住所：さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル17階
【経路等】大宮駅西口より徒歩5分

主要事業：総合建設業

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：１名

大宮ソニックシティ

台湾高速鉄道

【施工例】

中央税務会計事務所
http://www.chuotax.com

プロジェクト（実習）テーマ
①個々の顧問先（お客様）によって違う月々の手間や報
酬等のデータを分析し、「見える化」を図り業務の平準
化をする。
②簿記に詳しくない方でも帳簿がつけられる方法を、パ
ワーポイントや映像の力で「見える化」したい。

住所：さいたま市中央区大戸6-30-1
【経路等】南与野駅北口より徒歩5分

主要事業：税理士事務所

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：２名（①、②それぞ
れ１名）

最良のビジネスパートナーでありたい

社会福祉法人平野の里
https://www.shienshisetsuayame.jp/
プロジェクト（実習）テーマ

①「あやめチャリフェスタ」（地域交流イベント）のイ
ベント企画を職員とともに行い、地域交流や障がい者福
祉施設を体感する。
②2022年度完成を目指す福祉施設建て替え計画プロジェ
クトに参画。実情を知り、見聞して建替計画の中でアイ
デアを提案する。
※昼食付(施設内｢あやメシ｣)、最寄り駅からの送迎あり

住所：幸手市大字平野920番地
【経路等】東武動物公園駅または久喜駅より送迎可能

主要事業：社会福祉、障がい福祉

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：①問わず

②建築系、福祉系
受入枠数 ：①２名 ②２名

決定１名

終了



大学・企業提携型

武蔵丘短期大学－GARDEN HOTEL 紫雲閣
武蔵丘短期大学－ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟﾊｲﾂ よしみ

住所：比企郡吉見町黒岩602

主要事業：宿泊、合宿、研修施設

フレンドシップハイツ よしみ
http://www.friend-yoshimi.co.jp
プロジェクト（実習）テーマ

ガーデンホテル紫雲閣

ＧＡＲＤＥＮ ＨＯＴＥＬ 紫雲閣
https://www.g-shiunkaku.jp
プロジェクト（実習）テーマ

住所：東松山市箭弓町2-5-14

主要事業：ガーデンホテル紫雲閣（㈱ミドルウッド グループ）

参加大学 ：武蔵丘短期大学
専 攻 ：健康生活学科
参加人数 ： 名

参加大学 ：武蔵丘短期大学
専 攻 ：健康生活学科
参加人数 ： 名

フレンドシップハイツよしみ

PROJECT

株式会社ものくり商事
http://monokuri-shoji.jp/

プロジェクト（実習）テーマ
「空き家再生プロジェクト」。いま本当に求められてい
るコミュニティってなんだろう？
地域に根ざした“つながる場”を作る。空き家を活用した
スペースの現場見学・コンセプト考案・運営企画など、
コミュニティスペースの立ち上げを体験する。

住所：さいたま市浦和区仲町1-10-7尾張屋第一ビル5F
【経路等】浦和駅北口より徒歩5分

主要事業：不動産、建築設計、コミュニティ、広告デザイン

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：問わず
受入枠数 ：２名

お客様の｢想い｣を｢カタチ｣にする会社

決定２名

終了
株式会社東洋クオリティワン

http://www.tq1.co.jp
プロジェクト（実習）テーマ

自動車の車内において、揮発性有機化合物(VOC)低減の
要求が高まっている。
その中で、製品から原料由来でないVOC物質が検出され
ることがあり、その原因究明、対策を社員とともに研究
する。
※揮発性有機化合物：常温常圧で大気中に容易に揮発す
る有機化学物質の総称。大気汚染原因物質の一つ。

住所：川越市下小坂328-2
【経路等】東武東上線鶴ヶ島駅より送迎バス10分

主要事業：ＰＵＦ (ポリウレタンフォーム）などの製造・販売

希望学年 ：問わず
希望専攻 ：理系
受入枠数 ：１名

化成品事業(インテリア・日用雑貨)

日本唯一のフォーム(PUF等)専業メーカー

調整中 調整中

随時、情報を更新します

掲載日：７月１９日


