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過去 450 名以上が参加！首都圏の学生が地方の経営者の右腕になる。

地域ベンチャー留学
インターンシップフェア

〜受入 12 地域・経営者 50 人×学生 150 人のマッチングイベント〜
12 月 2 日（日）@Nagatacho GRID
地域ベンチャー留学事務局（主催：NPO法人ETIC.）は、12月2日（日）に「地域ベンチャー留
学インターンシップフェア2019春」を開催します。当フェアを皮切りに、2019年春休み（2月〜3
月）の1ヶ月間、地方の中小企業で、新規事業立ち上げや商品開発等の実践型インターンシップが
始まります！
フェア当日は、受入先の経営者や地域コーディネーターが一堂に会し、学生へのプレゼンを行いま
す。学生は自分にマッチする企業や気になるプロジェクトを聞き、エントリー先を決めていきます。
エントリー後は、事務局スタッフとの面談をし、地域コーディネーター・企業面談が行われます！
合格すればインターンシッププログラムの受入先が決定します！
ご多忙かとは思いますが、報道機関のみなさまにはぜひご来場いただき、挑戦する中小企業や地
域コーディネーター、学生の様子をご取材ください。ご参加の場合は11月30日（金）18時までに、
添付のシートにご記入の上ご返信いただくか、メール・お電話にてご連絡いただけますよう、よろ
しくお願いいたします。
■出展地域・出展企業
地域

地域コーディネート団体

受入企業

岩手県

NPO 法人 wiz

一般社団法人マルゴト陸前高田 /ReBorn デイサービス&フィットネス(ロッツ株式
会社)/陸中建設株式会社/株式会社浜千鳥/株式会社ミナミ食品

宮城県気仙沼市

一般社団法人まるオフィス

株式会社菅原工業/アサヤ株式会社/株式会社岡本製氷冷凍工場/株式会社
石渡商店/株式会社パートナーズ

宮城県北部地域

一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン

末永海産株式会社/株式会社布施商店/島津麹店/株式会社阿部伊組/丸平
木材株式会社

宮城県県南地域

一般社団法人ワカツク

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/メルコジャパン株式会社/有
限会社浜口商店/株式会社仙南測量設計/有限会社まるしげ

秋田県羽後町

羽後町地域おこし協力隊

株式会社羽後麦酒/有限会社お菓子の泉栄堂/株式会社おも・しぇ/農業生産
法人株式会社そば研

福島県福島市・

一般社団法人 Bridge for Fukushima

相双地域
千葉県銚子市

株式会社小高ワーカーズベース/一般社団法人あすびと福島/株式会社ライトウェ
イ/いわなの郷/福島いこいの村なみえ

銚子円卓会議

銚子大洋自動車教習所/ボーモ阿尾/(株)浜鈴総芸/サントノーレ
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長野県塩尻市

塩尻商工会議所

株式会社 東陽/美勢商事株式会社/一般財団法人塩尻市振興公社

三重県

一般社団法人わくわくスイッチ

美好屋旅館/紀伊長島レクリエーション都市開発株式会社/株式会社ポモナファー
ム/野呂食品株式会社/株式会社ドリームエージェント

熊本県南小国町

一般社団法人フミダス

大仁産業株式会社/歴史の宿 御客屋(有限会社 御客屋旅館)/旅館 奥の湯
(有限会社 黒川温泉農園)/瀬の本館 夢龍胆(株式会社 夢龍胆)
株式会社 SMO 南小国

熊本県五木村

株式会社日添

なかはた農園/CAFÉ みなもと(株式会社日添)

大分県竹田市

竹田市農村回帰支援センター

有限会社 竹田被服/合同会社 POLAR(ポーラー)

■ 開催概要
地域ベンチャー留学インターンシップフェア 2019 春
【日時】2018 年 12 月 2 日（日）13：00～18：00 （開場 12：30）
【会場】Nagatacho GRID 6F（千代田区平河町２丁目５−３）
【内容】地域ベンチャー留学経験者とコーディネーターのトークセッション
出展地域のプレゼン/地域ブース交流/エントリー申込受付
【主催】NPO 法人 ETIC.
【WEB】https://cvr.etic.or.jp
【備考】当フェアに出席できない学生向けに 12 月 3 日〜1 月中旬まで個別説明会を開催します。

●取材可能なこと
・出展地域の受入企業の経営者と学生の交流の様子、受入企業と学生のインタビュー
・インターン生が地域にもたらす影響とこれまでの成果
・地域の中小企業が抱える課題とインターン生の関連性
■ 当日タイムスケジュール
13:00-13:10 オープニング
13:10-14:00 オープニングトークセッション
【ゲスト】
地域コーディネーター 伊東将志さん（熊野古道おわせ 支配人）
地域ベンチャー留学 OG 木崎千尋さん（横浜国立大学 2 年/熊本県五木村山村活性化協議会）
14:00-14:20 地域プレゼン A（各 2 分×6 地域）
14:20-15:25 ブース交流（3 回転）
15:25-15:35 休憩
15:35-15:55 地域プレゼン B （各 2 分×6 地域）
15:55-16:55 ブース交流（3 回転）
16:55-17:20 今後の流れの説明、クロージング
17:20-18:00 エントリー説明会予約受付、自由交流会

ＦＡＸ返信シート
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NPO 法人 ETIC. 地域ベンチャー留学事務局 宛

ＦＡＸ：03-5784-2116
地域ベンチャー留学 2019 春
インターンシップフェア
誠にお手数ですが、必要事項をご記入の上、10
20 日（金）の
時までに FAX に
日 時：12 月 2 日（日）13：00～18：00 月
（開場
12：30） 17※入退室自由
てご返送下さいますよう、お願い申し上げます。
会 場：Nagatacho GRID 6F（神千代田区平河町２丁目５−３）

□ご出席
貴社名 /

貴媒体名 /
部署名 /
（役職名

）

ご芳名 /
ご連絡先

TEL /
Email /
ご同行者 /
総人数
内容 /

名

※該当する項目にチェックをお願いします。

□ペン

個別取材 /
備考 /

FAX /

□スチール

※該当する項目にチェックをお願いします。

□ 希望する

□ムービー

□ 希望しない

※個別取材等、ご要望などございましたらご記入下さい。

【個人情報の扱いについて】当返信シートにて頂きました個人情報に関しては、当フェアの運営および今後の広
報活動における情報発信の目的にのみ使用し、適正に管理いたします。
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