
№１ №３

№２ №４

1日　２名　　計　4名 7月２６日・２７日　９時半～12時

メ　ッ　セ　ー　ジ

飲食店での接客、および調理補助

体　験　日　時 体　験　日　時

業　務　内　容
杉原健吾 廣本 彬（ひろもと あきら）

ランチ時間の接客、調理補助 カイロプラクティックで骨の矯正をすることで施術した方を健康にしていく仕事です。

１日　２名　　計　1４名 7月25日～31日（いつでも）　　11:00～16:00

送迎なし 企　業　名

メ　ッ　セ　ー　ジ

7月25日26日　13時～16時まで

体　験　内　容

1日1名 7月25・26・27・28　　10:30～15:00 2名

交　通　手　段

駅前倉庫

所　在　地

交　通　手　段

カイロオフィスシチフク三田院

メ　ッ　セ　ー　ジ

体　験　日　時

体　験　内　容

業　務　内　容

募　集　人　数

体　験　内　容

業　務　内　容

体　験　内　容

カイロオフィス　シエスタ

兵庫県三田市弥生が丘1-1-1 フローラ88 3階

神戸電鉄フラワータウン駅　徒歩1分

片山公雄（カタヤマキミオ）

石窯ステーキ　BEEFEATER40

三田市中央町4-24

ＪＲ三田駅より徒歩3分

秋山祐希　あきやまゆうき

交　通　手　段

担　当　者

募　集　人　数

担　当　者

募　集　人　数 体　験　日　時

企　業　名

所　在　地

担　当　者

※送迎なし

担　当　者

三田市駅前町8-35 三田市駅前町8-18

ＪＲ・神鉄「三田」駅徒歩 2 分 三田駅より徒歩3分

送迎なし

メ　ッ　セ　ー　ジ

写真（ロゴ、店舗、担当者、商品など）

業　務　内　容

飲食店での接客、および調理補助

募　集　人　数

企　業　名

所　在　地

※送迎なし 企　業　名

所　在　地

交　通　手　段

受付、カウンセリング、施術、掃除

なじみがないカイロプラクティックについて学んで頂いたうえで、足裏マッサージを習得して頂きます。

親にするもよし、友達にするもよし、恋人にするもよし、某番組罰ゲーム風にするもよしです♪

カイロプラクティックについて学んで頂き、足裏マッサージを習得して頂きます。

7月オープンの新しいお店。新しいスタッフとお洒落な店内で仕事の楽しさや大変さを 手に職をつけたい、人を健康にする仕事につきたい、カイロプラクティックに興味があるなど

気付ける機会にしていただけたらと思います！もちろん賄い付！ 気になる方は是非体験に来てください！熱意をもってお話しさせてもらいます！！

ランチ時間の接客、調理補助
技術の実習体験、施術体験、カイロプラクティックの仕事の体験

（準備や施術の流れをしてもらい体験してもらいます）

オープンに向けて 

現在工事中 
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№５ №７

№６ №８

弊社には優しく、真面目な人しかいませんので安心して体験しに来てください。

（作業着等は弊社で準備します）

お客様最優先の接客や心配り、化粧品販売の裏側など体験を通じて興味を持っていただいたり、

化粧品専門店の雰囲気なども感じていただけたら幸いです。

菓子問屋　中嶋商店 ゲームカフェ&バー3D

所　在　地 所　在　地

兵庫県三田市下井沢297番地 三田市中央町4-33

交　通　手　段 交　通　手　段

JR福知山線「広野」駅徒歩10分 JR、神鉄「三田駅」から徒歩5分

担　当　者 担　当　者
中嶋　浩平 黒澤聖(クロサワアキラ)

※送迎あり（三田市内各駅まで） 企　業　名 ※送迎なし 企　業　名

メ　ッ　セ　ー　ジ メ　ッ　セ　ー　ジ

２～３名 日曜日以外（雨天中止）午前or午後２時間程度～ １日　1名　　計　7名 7月25～31日 10:00～15:00（の間、3時間程度）

体　験　内　容 体　験　内　容

戸建住宅等の塗装体験  接客のサポート等

戸建てからマンション等、様々な塗装工事・リフォーム工事を行っております。 化粧品販売、エステ、メイク等

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数 体　験　日　時

担　当　者 担　当　者
足田 松田恵理

業　務　内　容 業　務　内　容

株式会社　三田ペイント 化粧品のマツウラ

所　在　地 所　在　地

神戸市北区長尾町宅原２３１４－１ 三田市駅前町2-1 キッピーモール１1階

交　通　手　段 交　通　手　段

神戸電鉄　神鉄道場駅　徒歩１０分 ＪＲ・神鉄「三田」駅徒歩 3 分

メ　ッ　セ　ー　ジ

メ　ッ　セ　ー　ジ

ゲームが好きな子や、興味がある子。好きを仕事にするために、何か見つけてくれると嬉しいです(^^)

1日2名 7/26、27　10時〜17時 1日3人 計6人 7/28~7/29土日 14:00~18:00

体　験　内　容 体　験　内　容

ルール作りやコンポーネントなどについて学ぶ。～ボードゲームの説明～ ポイント: ボードゲームを
通じてプレゼンテーション力を向上。お客様とのコミュニケーションをゲームを通して磨いてもらう。
 ～お客様と楽しんで、そして盛り上げてください～ ポイント: エンターテイナーになってもらう事を
当店では大切にしております。

業　務　内　容 業　務　内　容

倉庫整理、出荷作業、配達見学、商談見学 接客業

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数 体　験　日　時

送迎可能(広野駅) 企　業　名 送迎なし 企　業　名

お菓子が好きな方、お菓子業界について興味がある方。菓子問屋とは何か？

業務を通じて問屋業について学んで頂きます。。

商品入荷の倉庫整理業務・出荷作業補助・配達補助、営業見学。
～ボードゲーム作り～ 「ゲームのシステムなどを考える」 ポイント:ゲームバランスなどを考えて
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№９ №１１

№１０ №１２

1日 ２人  26日31日10時〜15時間 1日　最大4名 7月25・27・30･31　　7:00～18:00　で相談

体　験　内　容 体　験　内　容

ホール、キッチン作業の補助。制服支給有り 農作業研修・農業経営とライフプラン研修

農作業体験をしながら「無農薬で野菜はできるの？」「農業って儲かるの？」「田舎暮らしは大変？」

メ　ッ　セ　ー　ジ メ　ッ　セ　ー　ジ

 パンケーキ、カキ氷専門のカフェになります。 農産物生産・農産物販売

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数 体　験　日　時

担　当　者 担　当　者
竹岡　俊介（たけおか　しゅんすけ）

業　務　内　容 業　務　内　容
増田 翔吾（マスダ ショウゴ）

丹波立杭YAMATO cafe 竹岡グリーンファーム

所　在　地 所　在　地

三田市西相野578-28 三田市小柿５１２－１

交　通　手　段 交　通　手　段

相野駅 徒歩30分 バス5分 三田駅から車で約25分

裏方である厨房での業務は、飲食店において欠かせない仕事です。

調理補助等、体験を通して飲食店での仕事に興味を持って頂ければ幸いです。

三田の中心地から車で20分、豊かな自然がの残る相野で原木椎茸やイチゴ等色々な農作物を育てておりま
す。それらを収穫体験をしてもらいその場で食べる観光農園！来園される皆様の笑顔をしっかりと感じとれ
る職場です。ぜひ自分が生み出したものから笑顔が生まれる瞬間を体験してください。
どんな職業に就いても将来良い経験となると思いますよ。

※送迎なし 企　業　名 送迎　日時・人数により可 企　業　名

厨房洗い場の体験・調理補助体験
原木椎茸の生産管理（原木を運んだり水をあげたり、椎茸狩りに来るお客様も接客をしたりします。）

状況によって椎茸の収穫やイチゴ園の手入れなどもするかもです。

メ　ッ　セ　ー　ジ メ　ッ　セ　ー　ジ

1日　2名　　計　14名 7月25～31日　9:00～15:00 1日　2名　　計　14名 7月25～31日　　10:00～15:00

体　験　内　容

洗い場・調理補助 原木椎茸の生産管理　イチゴ園の管理　観光客の接客対応など

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数 体　験　日　時

担　当　者 担　当　者
西川　和芳（ニシカワ　カズヨシ） 中西　孝之（ナカニシ　タカユキ）

業　務　内　容 業　務　内　容

送迎なし 企　業　名 送迎可能(相野駅) 企　業　名

三田屋本店ーやすらぎの郷ー しい茸ランドかさや

所　在　地 所　在　地

三田市武庫が丘7丁目５ 三田市上相野373番地

交　通　手　段 交　通　手　段

神鉄「フラワータウン」駅徒歩5分 JR福知山線　相野駅から徒歩10分

お客様への気配りや、接客 飲食店の裏側の業務などを体験して頂ければと思います
といった疑問を一緒に考えて行きましょう！
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№１３ №１４

№１５ №１６送迎可能 企　業　名 送迎なし 企　業　名

なる鍼灸治療院 株式会社　西村清月堂

所　在　地 所　在　地

三田市南が丘1-38-7 三田市三輪２丁目７の１

交　通　手　段 交　通　手　段

神鉄「横山」駅徒歩3分 JR,神鉄「三田駅」徒歩１０分

体　験　内　容 体　験　内　容

送迎なし 企　業　名 ※送迎なし 企　業　名

緒々one +(ちょちょワンプラス) tokiograph（トキオグラフ）

所　在　地 所　在　地

三田市高次1丁目2-11 京都府京都市下京区七条御所ノ内南町82-1-605

交　通　手　段 交　通　手　段

JR「三田」駅 徒歩2分 JR西大路駅　徒歩3分

担　当　者 担　当　者
岩城 遼子（イワキ リョウコ） 時岡（トキオカ）

患者様宅へ同行し施術見学、マッサージ講習、鍼灸体験 接客の体験、商品の包装体験、和菓子の製造体験

メ　ッ　セ　ー　ジ メ　ッ　セ　ー　ジ

医療関係の仕事を考えている方や、マッサージが好きな方、患者様を笑顔にする仕事をしたい方など、
自分の技術や資格で人を幸せにすることのできる素晴らしい仕事を是非体験してみてくださいね！

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数 体　験　日　時

1日　2名　　計　4名 7月 27(金)・31(火)　　9:00～17:00 １名 １０時〜１５時（１２時〜１３時昼休憩あり）

業　務　内　容

高齢者や障害のある方のご自宅や施設へ訪問し、鍼灸・マッサージ施術を行う。院内サロンでの施術。 和菓子製造・販売

担　当　者 担　当　者
鳴坂　祐太郎（ナルサカ　ユウタロウ） 西村　広太郎（ニシムラ　コウタロウ）

体　験　内　容 体　験　内　容

サロンワークのアシスタント業務や備品整理など。

メ　ッ　セ　ー　ジ
西日本チャンピオン、JNA本部認定講師在籍サロン。
技術に美容知識をプラスした今までにないネイルの形を発信しています。
ネイリストや美容に興味のある方、まじめに楽しくネイルの楽しさにふれてみてください♪

メ　ッ　セ　ー　ジ

動画撮影・映像編集に興味のある方は是非ともご応募ください。

高校生インターンシップの事業紹介ムービーを撮影・編集します。業務内の撮影・撮影助手・編集助手を
していただきます。他のいくつかの体験受け入れ企業に、撮影スタッフとして伺います。
所在地は京都ですが、今回は三田での仕事となります。当該ムービーに出演（働いている様子が
少し映る程度）し、SNSなどに公開されても問題のない方のみの募集とさせていただきます。
今回は婚礼の撮影はありません。

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数 体　験　日　時

1日　2名　　計　4名 7月26・30　9:30～1300 3名（1日2名。該当日程から2日間参加していただきます） 7/25〜27　9時〜17時

業　務　内　容 業　務　内　容

ネイルサロン、スクールのサロンワーク業務全般 ウェディングフォト・ムービー制作 企業・店舗CM、PV制作

業　務　内　容
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№１７ №１８

№１９ №２０

上野　有紀（ウエノ　ユキ）

送迎なし 企　業　名 送迎なし 企　業　名

合同会社beauty salon W

所　在　地 所　在　地

三田市南が丘1-16-22 1F

交　通　手　段 交　通　手　段

神鉄「横山」駅徒歩5分

担　当　者 担　当　者

ホームメイトＦＣ三田駅前店　藤榮住建株式会社

三田市駅前町１１－１２

ＪＲ・神鉄「三田」駅徒歩３分

柴田　憲（シバタ　アキラ）
業　務　内　容 業　務　内　容

まつげエクステ、アイブローのサロンワーク全般

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数 体　験　日　時

1日　2名　　計　10名 7月26・27・28・29・30　　13:00～16:00

不動産仲介業、賃貸管理業

体　験　内　容 体　験　内　容

メ　ッ　セ　ー　ジ メ　ッ　セ　ー　ジ

１日　２名　　計　４名 ７月２６、２７日　　　9：30～17：00

物件調査（写真撮影・設備のチェック等）、情報入力（ＰＣを使って建物の詳細情報を登録）
接客の補助、間取図作成体験（図面作成ソフトを使って部屋の間取り図を作成）

物件選びのポイント等不動産会社としての知識の学習　　　等
まつげエクステ、アイブローのサロンワーク補助・体験・受付、お会計の補助

広瀬木材店

マツエクサロンをOPENして6年目になります。
新しく眉毛サロンも併設し新しいことにいち早く取り組んでおります。
美容業界に興味がある方や色々体験して将来を決めたいという方、気軽な気持ちでいらしてください♪

住居は日常生活において必要不可欠です。暮らしに役立つ情報を仲介業者の目線で学んでみませんか？
パソコンを使っての間取り図の作成など体験できます♪

三田市三輪4-10-7

myスポット by マエスポ

三田市南が丘1-40-5（マエナカスポーツ内）

JR三田駅徒歩15分

交　通　手　段

所　在　地 所　在　地

交　通　手　段

体　験　内　容 体　験　内　容

メ　ッ　セ　ー　ジ メ　ッ　セ　ー　ジ

担　当　者 担　当　者

業　務　内　容 業　務　内　容

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数

神鉄「横山」駅徒歩5分

安井　聡（ヤスイ　サトシ）

パーソナルトレーナーとしての業務・フリーランスの働き方とは・トレーニング研修

1日　5名　　計　20名 7月25・26・27・28　　10:00～15:00

廣瀬　敦史（ヒロセ　アツシ）

建築材料の配達、市場への仕入れ

1日　1名　　計　2名 7月・26・27　　9:00～12:00

体　験　日　時

送迎なし 企　業　名 送迎なし 企　業　名

普段生活する上であまり関わりのないさまざまな建築用材を手に取ってもらう事で

興味をもってもらえるとうれしいです！

フリーランストレーナーとして活動をしています。
トレーニングやパーソナルトレーナー、フィットネス業界に興味がある生徒さん、お待ちしております！
フリーランスでの働き方やトレーナーとしての働き方を伝授します♪

パーソナルトレーナーとしての業務・フリーランスの働き方とは・トレーニング研修配達、仕入れ業務補助
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№２１

メ　ッ　セ　ー　ジ メ　ッ　セ　ー　ジ

25日、27日ともに 2人〜20人 7/25(水) 7/27(金) 13:00~15:00

体　験　内　容 体　験　内　容

ダンスレッスンを通して、インストラクターとしての伝え方を学ぶ。

業　務　内　容 業　務　内　容

ストリートダンスレッスン。ダンスコレオグラフ。イベントオーガナイズ。

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数 体　験　日　時

送迎なし 企　業　名 企　業　名

MUUTA DANCE STUDIO

所　在　地 所　在　地

三田市南が丘2丁目14-34

交　通　手　段 交　通　手　段

神戸電鉄「横山」駅　徒歩5分

担　当　者 担　当　者
大牟田 眞 (オオムタ シン)

所　在　地

交　通　手　段

企　業　名 企　業　名

メ　ッ　セ　ー　ジ メ　ッ　セ　ー　ジ

交　通　手　段

担　当　者 担　当　者

業　務　内　容 業　務　内　容

募　集　人　数 体　験　日　時 募　集　人　数 体　験　日　時

所　在　地

ダンス未経験者でもぜんぜんOKです。ダンス好きな方はもちろん、
学校の先生になりたい方や人に何かを伝えたりする職業につきたいと思っている方は是非。
今回のインターンでのダンスレッスンでは難しい動きはあまりしません。
どのようにしたら人に伝わりやすいかなどをダンスを通して学んでいただけたらと思います。

体　験　内　容 体　験　内　容
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