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注：本資料について

この資料は、JBAの長期インターンに興味をお持ちいただけた方向けに、さらにJBA日本ビジネスアート(株)のことを知ってもらうことを目的にしてい

ます。企業情報や個人情報も含まれますので、取り扱いには十分ご注意ください。無断でのダウンロード・複製・配布等は禁止します。



JBAは、大手上場企業の「伝える」というコミュニケーション領域を中核とし、

お客さまのブランディングやマーケティング、採用広報、SDGsなど、そのすべてを仕事としています。

そんなJBAのビジネスの“種”を生み出し、その事業化を任務とする神戸オフィスでは、

お客さまである一流企業のビジネスの構造や成り立ち、利益益構造や市場環境での生き残り戦略、

事業内容や業界全体について調べ尽くし、なぜその企業が生存・成長し続けているのか、

そのメカニズムに精通すること必要です。

ここでは何もかもが新しく、前例はありません。半端な行動力では、成功はありません。

自分の学生生活を過ごす場所として、ここがあなた自身にとって本当に適しているのか、

全てを知った上で考えてほしいと思います。

ここでどんな人が働いていて、どんなことを思ってここを選び、どんなことをしているのか。

それらを知った上で、「ここで自分の学生生活を過ごしたい」

そう本気で思ってくれる人と、一緒に神戸六甲道オフィスを作ってきたいと考えています。

はじめに
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Mission

圧巻の人財となり、

世の中をより良くする

Vision

一流のお客さまにとって、

なくてはならない

存在であり続ける



Our Mission

圧巻の人財となり、

世の中をより良くする

私たちが考える圧巻の人財とは、

「世の中を本気で良くしたい」

「新しい事業をつくり世界の価値観を変えたい」

「お客さまにとって唯一無二の存在であり続けたい」

と、大きな理想と志を持ち、

それを成すために人生を懸ける“覚悟”を持った人財

です。

私たちはそんな覚悟を持った人財が、

社員・学生関係なく、どこまでも成長できる

フィールドを用意し、

世に送り出すことが、お客さま、そして社会への最大

の貢献だと考えています。



Our Vision

一流のお客さまにとって、

なくてはならない

存在であり続ける

よく、仕事をするならば「仕事の報酬は仕事」と、

言われます。

期待以上の成果を上げることで感謝され、

「あなたがいないと困る」

「あなたにしかお願いできない」

という声を仕事で何人からももらう。

その瞬間の喜びは、金銭や知名度といった程度のもので、

到底代替されるものではありません。

私たちは「なくてはならない」の中でも“突き抜けた”

「なくてはならない」存在になりたい。

半端なレベルでは世界を変える影響力を持てません。

【突き抜けた存在＝圧巻の人財】が集まれば、

世界の価値観を変えるとんでもない仕事ができます。

そのため、私たちはその突き抜けた、なくてはならない人財

になると強く志す学生と一緒に働きたいです。



企業の”価値”を伝える

“領域無制限”のブランディング

このMission・Visionを実現すべく私たちは、企業の価値をス

テークホルダーに「伝える」ことを支援しています。

製品プロモーション、採用サイト、社内広報、統合報告書などの

幅広い領域で、企業が持つ真の価値を、すべてのステークホル

ダー（顧客・求職者・株主・地域社会など）へ伝えていき、

「領域無制限のブランディング」を実現します。

もっと、

組織の素晴らしさが、誇りを持って働く社員に伝わるように。

製品の他にない価値が、ご利用くださるお客さまに伝わるように。

企業の未来の可能性が、株主や投資家に伝わるように。

私たちは、なくてはならない一流の企業に伴走し、その価値を最

大化する圧巻の人材集団を学生インターンとともに目指します。

Our Business



我々はこれらを単体の制作物やメディアと捉えてはいません。

例えば、

その会社に本当に合った新人研修は何かを考え出すことができ、

その研修内容を磨き上げていくことで研修事業そのもを作ることもできる。

社員の意識改革を行う上で必要なプロセスや施策を磨き上げて意識改革事業を作ることもできる。

株主に対して伝える情報は何が最適かを考えてIRの事業やサービスを開発できる。

つまり、

伝えるということを武器に、

それぞれが自分のテーマを決めて事業化、サービス化をしていき、

世の中になくてはならない事業を生み出し続けたいと考えています。



大手上場企業500社

私たちがご支援しているお客さまです。

激しい企業競争の中で、常に各産業の先頭に立って新

しい価値を生み出しつづけ、

世界から必要とされ続けている。まさに社会にとっ

て、”なくてはならない” お客さまばかりです。

しかし、多くの大手企業は、その価値を世の中に伝え

きることに苦戦しています。

「見せ方が上手くない」というだけで、

すばらしい成果をあげても十分に認められないプロ

ジェクトや、実を結ぶ前に消えてしまう、世界を変え

得るアイディアがあります。

私たちは、そんなお客さまの「伝える」課題を解決し
ます。

Our Client
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コンサルティングと

クリエイティブの融合で

企業の「伝える」を進化させる

世の中に唯一無二の価値をもたらす大企業は、

常に、新たなコミュニケーション課題に直面しています。

この課題を解決し、お客さま企業の真の価値を社内外に伝え

るために私たちは徹底的にその一社を深く理解し、「伝え

る」を代行する必要性があります。その結果、お客さまは長

期的に成長し続け、経済を生み出していく。

企業の中に眠る未解決の問題に気づき、解決に向けた戦略を

描く「コンサルティング」と、その先に生まれたお客様の新

しい価値の見え方を企画し、魅せ方・伝え方をつくる「クリ

エイティブ」の実装までを一気通貫で支援しています。

これをコンサルティングとクリエイティブで、領域なく支援

する。それが私たちJBAです。

コンサルティング & クリエイティブ
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つまり私たちJBAは、

大手企業の「伝える」を支援する
プロフェッショナル集団
お客様の課題を明らかにするところから携わり、

解決策を提示するだけでなく、具体的なアウトプットまでご支援しています。

CONSULTING
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「学生」か「社員」かは関係ない

JBAの中でよく言われる言葉があります。それは、

「いつからプロになるのか？」

大学4年の3/31の「学生」と、次の日4/1の「社員」とで、何か違いはあ

るでしょうか。

たった1日で何かが変わるわけではない。だったら、今からプロとして働

いて、経験を積めばいい。

このような考えで、JBAでは「社員」か「学生」かは関係なく、仕事をし

ています。

「学生」でもお客さまの前に立ち商談をこなし、

提案書や企画を一から作成し、

自分で事業やビジネスを立ち上げる。

青天井でどこまでも挑戦できる、日本で唯一のインターンシップです。

Our Internship



【職種紹介】企画・マーケティング職

企画・
マーケティング職

お客さまの価値をさらに高めるため、徹底した企

業理解・分析から、今一番求められている企画を

一から作り上げる。

具体的な業務内容

・お客さま企業、業界の情報収集・解析

・企画のネタと構成を作成

・デザイナーへ依頼するためのラフの作成

・実際にお客さまに提案するための企画書作成

・お客さまと企画の方向性をすり合わせるための商談参加

企画職とは

その名の通り、社内広報誌の企画を考える職種で

す。JBAでは冊子とwebと動画の社内報を扱ってお

り、各媒体ごとお客さまの課題解決を実現する企

画を立案します。

この職種の魅力

社内のコミュニケーションを活性生化する企画から、中期経営計画やビジョンなど方針を理解浸透する企画、またSDGsやDX、

ダイバーシティなどこれからの時代企業に求められる情報など、ありとあらゆる大企業の情報に触れ、企画立案に挑戦するこ

とができます。企業理解はもちろん、日本経済の今後の動向やグローバルレベルの潮流など、得られるものが多い職種です。



ライター職 言語化することで、価値を見える化し、

企業と社会を動かすコンテンツを創る。

具体的な業務内容

・記事執筆
・編集・企画提案
・コピーライティング
・お客さまへの取材同席
・お客さまの寄稿文のリライト

CBDとは

主な業務は、社内報における記事の取材・執筆(企

画・編集段階から携わることもあります)。執筆内

容は、資料から抜き出して書く簡易的なものから、

個人インタビューや座談会、実際の音源を基に書

くものまで様々です。

この職種の魅力

クライアント企業さまの課題解決において、「言語化」というラストワンマイルを担うのがCBDの役割。誰かの

魅力を表現する時、最終的に人の心をつかむ鍵となるのは「言葉の力」です。だからこそCBDは、お客さまの魅

力を最大化させる上で欠かせない重要な職種です。

【職種紹介】ライター職

コンテンツビジネスデザイナー

（別称：CBD）



従業員８万人を未来に向けて躍進させる社内広報企画

某大手銀行様統合報告書周知企画

企画化先方ヒアリング

先方の方と実際にお

話しして、依頼に

至った経緯や課題感

などを聞き出す

先方の現状を分析する。

なぜ統合報告書が読まれ

ないのかから考え、どの

ような情報を押し出して

いくか分析する

現状分析をもとに、実

際に統合報告書を読み

たくなるような構成案

を読者の視点に立って

考える

実際に企画として

社内広報の一面に

掲載される

現状分析 企画の構成作成 ラフの作成

先方のイメージと

すり合わせながら、

世界観を表すための

デザインに落とし込む

案件概要

統合報告書とは、企業の財務情報やCSRなど非財務情報に加え、その企業が中長期的にどう成長していくか

戦略がまとめられている重要なレポートである。その情報の網羅性から従業員の閲覧も推進されているが、

お客さまの行員の統合報告書閲覧率が低い課題があった。この現状に危機意識を覚えたCEO直々に社内広報

を活用した周知企画のご相談が来た。

プロジェクト紹介



20年の歴史から会社存続の理由を紐解き未来に紡ぐ周年企画

目的の前提理解

「周年」とはなにか、目的の前提理解

企業が30年生き残る確率は0.02％と言

われるビジネスの世界で、企業にとっ

ての「周年」はどんな意味があるのか。

再認識

案件概要

銀行２社の合併20周年に際し、今までの会社存続の理由を紐解き未来に繋げていくための企画立案の依頼。

理念とＤＮＡを深堀り、繰り返しリマインドすることで、認識を全社統一し従業員の意識・行動の変容を行

うことが求められた。広報担当者様が周年事業を「全社を巻き込み変容を与えることができる絶好のチャン

ス」と捉え、前向きに取り組めるようにすること、として、企業において“変えてはいけないモノ”と“変える

べきモノ”を明確にし、全従業員が共通認識を持つことがこの依頼のゴールとなった。

好事例をインプット 企画立案

データベースを作成。バックナンバー

や、ベストセレクション（外部媒体）

からの良い周年企画の事例から要素を

抽出し、言語化する。

広報担当者様とヒアリングを元に、載

せたい内容の大枠を決めたうえで、

JBA内でも情報収集。これまでのやり

取りから、適切な人選も決める。改め

て、担当者様と認識のすり合わせ、取

材方法などを決定。

某大手銀行様統合報告書周知企画

プロジェクト紹介



お客さまの気づかない潜在的な魅力を引き出す特集企画

案件概要

新施設が開業することの周知はもちろん、沿線の土地開発に関して、社員に気づきを与えられるような企画

にしたいというご要望だった。お話をいただいたときに揃っていたものは、ニュースリリースのみだったた

め、編集職として企画案を紙面に落とし込む段階の前に、そもそも新施設開業を社内報の特集として掲載す

る意味を考え、まずどのような情報が掲載可能なのか吟味する、という段階から仕事がスタート。

手元にある資料だけでなく

オウンドメディアや、そこ

に掲載されている情報を集

めるところから始める。

表面的なところを綺麗に

見せるだけでなく、骨子

となる構成をどう組み立

てたのか、どのような材

料を入れるのか、を重視

しながら作成を進めます。

「伝えたいこと」の部分が固

まったら次は、情報の密度や

順番、細かいところの設計を

していきます。ここがいわゆ

る編集と言われる業務の中心

をかたどる工程です。

誌面化情報収集 構成案の作成 構成案決定、編集

誌面に起こすために今度は制

作の依頼を社内にかけます。

そしてデザイナーさんによっ

て誌面に起こされたものを校

正し、無事に冊子になるまで

をより良くしていきます。

某大手電鉄会社様新施設開業紹介

プロジェクト紹介



言葉ひとつで経営者の戦略方針を現場社員全体に浸透させる

バックナンバーなどをも

とに、京急グループ様の

企業特色や今回の企画で

最も伝えたい要素、タブ

ロイド内のコンテンツ内

容などを確認。

紙面構成・執筆内容打ち合わせ 執筆

案件概要

グループが今後目指すべき姿、具体的な施策内容などを、わかりやすく伝えるとともに、読んで

いる社員の期待感が向上するようなものを作って欲しいというご依頼。伝えたいことをピンポイ

ントで捉え、かつ読者にワクワクを与えられるようなタブロイドにすることが求められた。

取材同席事前打ち合わせ

取材対象者(社長をはじ

めとする役員の方々)へ

の取材に同席。「生の

声」を聴く。

取材内容をもとに、一番

魅力が伝わる紙面にする

にはどのようなデザイン

にするべきか、またどの

ような書き口にするべき

かを話し合う。

初めにプロット(執筆内容・流

れを箇条書きにしたもの)を作

成。ディレクターと頻繁にコ

ミュニケーションを取りながら

執筆を進める。ディレクターの

最終チェックで幕を閉じる。

某大手電鉄会社様中期経営計画タブロイド制作

プロジェクト紹介



新事業立ち上げから拡大まで、その信頼を守り続ける

お客様とのこれまでの関係性を共有

社員の方にJBAと日建リースさんの

これまでのご関係をカタログをもと

に教えていただくところから始まり

ました。

案件概要

このカタログは新しいビジネスモデルを作り上げ、今までの常識を覆し業界を震撼させた。数十万円を出し

てでも多くの会社が掲載を望む数百ページにも及ぶカタログであるがゆえ、誤植は決して許されないという

緊張感であった。少しでも校正漏れがあれば、最悪命に関わる事故に繋がってしまうかもしれない。この重

要な仕事を何年も任せていただいている上で、信頼関係を裏切らない完璧な仕事が求められた。

カタログの重要性を共有 校正

フリーカタログなのに、なぜここま

で広く使われているのか、1ページ

ずつに使われている資金など、リア

ルな話を聞けました。

特に数字の校正は慎重に行いました。

数百ページのカタログのため、時間

も人員も必要な仕事だったため、

PQM以外のパートナーにも協力し

てもらいJBA全体で取り組みました。

某大手建設会社様商品カタログ作成

プロジェクト紹介



映像化先方ヒアリング

実際のシナリオを

元に撮影し、編集

まで一貫して携わ

る。

現状分析 方向性確定 シナリオ骨子作成

先方のイメージと

すり合わせながら、

世界観を表すための

シナリオに落とし込む

案件概要

警備会社の中の一事業部の魅力が求職者に伝わっておらず、採用に対する応募人数が少なく、さらに選考フ

ローの途中離脱者や、内定辞退者も多いという課題があった。それらの課題を解決するために、社員密着動

画と、会社紹介動画を作成し、母集団形成とエントリー率向上を実現する提案を求められた。

先方の抱える課題に対し

て、映像制作でどう課題

を解決できるかディレク

ターと戦略を立てる

先方の方と実際にお

話しして、依頼に

至った経緯や課題感

などを聞き出す

先方の抱える課題に対し

て、イラストレーション

でどう課題を解決できる

かディレクターと戦略を

立てる

某大手警備会社採用動画制作

会社の魅力を伝える動画から、真に人を採用する戦略的動画へ

プロジェクト紹介



先方の方と実際にお

話しして、依頼に

至った経緯や課題感

などを聞き出す

案件概要

お客さまはBtoB企業であり、ステークホルダーに「何の会社で」「どのようなことをしているのか」イメー

ジが湧きにくいという課題があった。そんな中で、コーポレートサイトリニューアルを通して、お客さまの

魅力を最大限に引き出し周知できるようなアニメーションを提案することが求められた。

アニメーション制作絵コンテ作成方向性の確定先方ヒアリング

先方の抱える課題に対し

て、イラストレーション

でどう課題を解決できる

かディレクターと戦略を

立てる

効果的に企業の魅力

を伝えるために、ど

こを動かすべきか動

かさないべきかをこ

の段階決める

実際にIllustratorを

用いて、お客さまの

伝えるべきことを正

しく分かりやすくア

ニメーション化

某大手製造会社コーポレートサイトリニューアル案件

お客さまの魅力を引き出し、企業価値を高める一枚のイラスト

プロジェクト紹介



お客様“らしさ”を見つけ出し、

その“らしさ”を形にすること

具体的な業務内容

・イラスト制作

・パワポデザイン

・ロゴ提案

デザイナーとは

デザインの役割は、決して表面的な部分を整える

ことではありません。言語化できないDNAや想

いを表現することや、企業のビジネス課題を解決

することが求められています。

この職種の魅力

アイディアをアイディアに留めず、しっかりと形にすることができるデザイナーはJBAのビジネスにおいて必要

不可欠な存在。本当の目的を捉えて媒体に囚われない自由な提案ができるのはコンサルティング領域で実行まで

落とし込むことの重要性を理解して行動する職種。

【職種紹介】クリエイティブ職

デザイナー

・漫画制作

・映像制作



イラストを用いた

コミュニケーションで

大企業の課題を解決する

具体的な業務内容

・誌面の表紙の作成

・特集企画の扉の作成

・各種ページのイラストカット

・購入イラストの改変など

イラストレーターとは

情報や概念の視覚化、図解、娯楽化など、何

らかのコミュニケーションを主目的とした絵

＝イラストを描くことでお客様の課題を解決

すること。

この職種の魅力

経営戦略やその企業の大切にしてきた価値観や創業当初から引き継いできたDNAといった、抽象度が高く、

従業員が自分ごと化とかするのが難しい内容に対して、イラストやアニメーションを介して、社員全体に浸

透させることで会社を一つの方向に向かせる力のある職種です。

【職種紹介】クリエイティブ職

イラスト
レーター



映像制作を通じて

お客さまの企業価値を高める

具体的な業務内容

・お客さま企業分析

・動画内容の方向性をすり合わせるための商談参加

・動画内容企画、構成

・シナリオ作成

・撮影、撮影指示・編集指示

映像ディレクターとは

動画内容の企画、シナリオ作成、撮影のディレ

クションまで一貫して携わり、お客様の求める

もの以上の価値を動画で提供する。

この職種の魅力

大企業であるお客さまの一員として考える当事者意識とホスピタリティ精神を養い、徹底的に寄り添い、お客さ

まの視点に立って企業価値を高める映像を作成します。 0から1を作る過程から1を100にする過程まで、動画に

対する細部に対するこだわりや妥協しない精神を生かすことができます。

【職種紹介】クリエイティブ職

映像
ディレクター



CULTURE

「一人ひとりが最大限の力を発揮」

我々は、学生の皆さんに

JBA内での仕事ができるようになってほしいのではありません。

社会のどこにいっても通用するようなスタンスやスキルを学生の今から身につけ、

将来は日本をより良くする人財として活躍してほしいと考えているのです。

そのためにJBAでは、

皆さんが自分の可能性に向かって挑戦できるような

青天井のプロジェクトがいくつもスタートしています。



青天井①

「優秀な学生を求めて新たな拠点を開発」

JBAには東京、大阪本社の他に、札幌拠点、神戸六甲道拠点といった学生主体で運営される拠点が存在します。

お客さまに価値を提供するために圧巻の人材は必要不可欠で、そのような優秀な人材を採用すべく、JBAでは日

々拠点開発を行っています。現在では、六甲道や筑波での拠点立ち上げを進めています。手を挙げれば学生でも

拠点を立ち上げることができるのです。



青天井②

「更なる価値創出に向けた事業の立ち上げ」

JBAでは、お客さまのためならばどこまでも追求するというスタンスを大切にしています。

そのため、お客さまが〇〇について困っているということがあれば、その〇〇を解決するために事業を立ち上

げることが多々あります。そんなJBAでは、〇〇を実現したい、〇〇を提供したいといった起業家マインドを

持った学生を歓迎します。手を挙げれば学生でも事業やビジネスを立ち上げることができるのです。



青天井③

「成果にコミットするカルチャー醸成」

JBAでは、お客さまへの価値提供実現のために、学生主体で成果意識を醸成する取り組みを行っています。

お客さまを深く理解するために合宿を行ったり、稼働効率を上げるために定例ミーティングを開催するなど、

その取り組みは多岐にわたります。学生主体で、JBAのカルチャーを作っているのです。

15分ミーティング

45分で成果を出すために、
１時間おきに行う気づきや
困りごとの共有を行うミー

ティング

社長塾

JBAの創業者である高下京三社
長のお話が直接聞ける。将来の
夢や日本の経済についてなど、
毎週様々なテーマで行われる

合宿

お客さまについてより深く
理解するために学生主体で
合宿を企画。社員も参加し

成果を生み出す



青天井④

「学生インターンのレベルを底上げする」

職種ごとの事例紹介のように、JBAでインターンを行うことでより多様な専門性が身に付きます。その専門性

を自分のものにするのではなく、メンバー全員に還元したい。その声から始まった学生主催のセミナー。

毎月のように開催され、常に自己研鑽を実現することができます。



Chapter 04

募集要項



CREATIVE

CONSULTING

形態：長期インターン（1か月単位の契約更新）

時給：1100円～（研修期間1か月は無給）※交通費別途支給

時間：週3日以上、月平均60時間以上の勤務

9:00-21:00の中で３時間以上

半年以上働ける方、留学の予定がない方

※柔軟にシフト構成可（例）1日5時間×週3日× 4週間＝60時間

ES・課題
提出

質問会 合格
入社

オリエン

募集要項/選考フロー



エントリーフォーム

インターンシップ

in
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神戸六甲道オフィス公式SNS

Twitter Instagram

SNSではインターン生の生の声を日々発信しています

note

in
te

rn
s
h

ip

S
o

c
ia

l m
e

d
ia



JBAには、いわゆるインターン生用の業務が存在しません。

なぜか。

それは、学生の可能性を確信しているから。

学生だからここまでしかできない。アルバイトだからここまでしかできない。

そんな勝手な天井は取っ払っています。

やらされる仕事を受け身になってやるのではなく、

当事者としてトライアンドエラーを繰り返し、新しいものを作り出していく。

それが圧巻の人財であり、起業家マインドなのです。

そんな人財が、社会へ羽ばたいていく。

大手企業に入るかもしれないし、JBAに就職するかもしれないし、起業をするかもしれない。

行く先はどこであれ、JBAを卒業した世の中のリーダーが力を合わせ、日本を良くしていく。

それがJBAの目指す姿なのです。

さあ、私たちと一緒に、日本を、世の中を、引っ張っていきましょう。

おわりに


