
京都市立芸術大学 京都精華大学

京都工芸繊維大学 京都造形芸術大学

嵯峨芸術大学 京都美術工芸大学

【対象】大学１回生～４回生、院生　【学科】デザイン学科／Web・映像系学科／ファインも歓迎

日本ビジネスアート株式会社
京都クリエイティブオフィス

京都・大阪の美大生の方々へ

デザイ
ンン会

社の有
給イン

ターン

学生デザイナー
の募集

（未経
OK)

50新1回生　名募集

クリエイターとして
実務経験を積みたい美大生へ
デザイナー／Webデザイナー／映像クリエイター／
プログラマー／イラストレーターなどの仕事

京都・大阪の
美大生が集まる

最大時給
2,500円！
学べて稼げる
デザインの
仕事

第一線で
活躍する
プロによる
直接指導放課後、土日、夜間の

参加OK！

大手企業の
広告制作が
できるチャンス

（東京・大阪で300社以上と直接取引）

募 集 要 項 と 採 用 ス テップ

ACCESS 四条通り沿いにオフィスを構えています
阪急電鉄 京都本線 河原町駅から徒歩3分　　京都市営地下鉄 烏丸線 四条駅から徒歩3分

まずは、
見学＆説明会に
参加しよう！

１回生～４回生、院生 資格・対象

デザイン学科 ／Web・映像学科／ファイン（日本画・油絵・彫刻・工芸など）対象学科

募集職種

仕事内容

見学＆説明会 ▶ 面接 ▶ 採用採用ステップ

時給

平日土日 ９：００～２１：００

【学生アルバイトの方】
週（土日含め）３日以上。1日３時間以上。 

時間

● 大手企業のPR誌・広報誌のレイアウト組み、誌面の流し込み、デザイン
● 広告販促ツール（ロゴ・パンフレット・映像など）の制作
● Webサイトのプロトタイプ（ 試作品）の作成、コーディング
● 広告物（PR誌、会社案内、採用案内、アニュアルレポートなど）の収集・分析、デザインデータベースの構築
※スキル、経験によってお任せする仕事は異なります。徐々に仕事の領域を拡大してください。
※プロジェクトを進めるため、ディレクター、プランナー、デザイナーなどチームと意見をすり合わせていくことが求められます。 

●グラフィックデザイナー／DTPデザイナー   ●Webデザイナー
●映像クリエイター ●プログラマー   ●イラストレーター 

1,100円～2,500円（交通費全額支給）

2017年春
クリエイティブ
オフィス創設

Webフォームからお申込みください。
見学＆説明会は平日土日に随時行っています。
お申込み後、担当者から日時のご相談のメールをお送りさせていただきます。

http://www.jbakk.co.jp/recruit_kyoto/bidai/

〒600-8004
京都市下京区四条通寺町西入奈良物町358
日新火災京都ビル 4階
TEL 075-256-1001　FAX 075-256-1011

四条通り沿い
烏丸駅・河原町駅
徒歩３分

日本ビジネスアート株式会社　京都クリエイティブオフィス 岸川
kishikawa-k@jbakk.co.jp

京都支店
日新火災京都ビル４階



アルバイト学生には、当社オフィスを解放し
ます。就業時間外でデザイン書籍を見たり、
自由にデスクを使って学校の課題などに取
り組んでいただいて結構です。

大学の課題制作、
論文作成もしてもOK !

未経験からプロのクリエイターへと成長できる環境

現在、300社を超える大手企業からブランディングの相談を受けている日本ビジネスアー
ト（JBA）。依頼は100％直接取引。その新しい拠点として、2017年春に京都にオフィス
を創設しました。
創設の目的は、「世界で強いブランドを築いていきたい」という日本企業のブランディング
支援を強化するため。世界中から最新のクリエイティブ事例を集め、研究し、独創的なク
リエイティブ提案をしていく、そんな開発拠点にしていきます。この構想にあたり、当社で
は若くて柔軟な感性を持つ美大生の方にも加わっていただきたいと思い、今回のアルバ
イトを企画しました。

2017春創設！京都クリエイティブ拠点とは？

京都にいながら、東京や大阪の大
手企業のデザイン制作に携わること
ができます。当社は大手企業３００
社以上と直接取引をしているクリエ
イティブ会社です。

企業や商品のブランドイメージをつ
くるロゴ、Webサイト、ムービー、パン
フレット、イベント企画など様々な制
作を行っています。

ここ京都では、東京や大阪のオフィ
スで働くクリエイターたちと連携をと
りながら、大手クライアントへのデザ
イン提案や制作に打ち込むことがで
きます。

大手企業から指名で仕事が来るよ
うなプロのクリエイターがあなたを直
接指導します。学校の講義や制作
だけでは習得できない、実制作に必
要なスキルを現場で学び、スキル
アップできる環境です。

プロによる週末講習（現場に必要な
デザインの考え方やスキル等）も行
うことで、みなさんの成長をバック
アップします。みなさんが「学校」から
「プロの現場」に出ていくための場
として活用してください。

「大手企業の
ブランディング」
プロジェクトに
参加できる！

第一線で活躍する
プロによる直接指導！

Macの週末講習
も開催！（自由参加）

就業・就活前に、
クリエイティブの
実務経験を積める

東京や大阪の
大手企業の
仕事を手がける

デザイン力だけでなく、
課題解決力、
企画力など
幅広い力が身につく

最大時給2,500円！
放課後・土日・夜もOK！
能力に応じて
時給アップ

広告やブランディング
（紙媒体・Web・映像など）
の企画・制作ができる

京都最大級！
世界中から集めた
デザイン本の
ライブラリー

「プロの現場で成長したい！」「企画からデザインにかかわってみたい！」「プロのデザイナーのもとで経
験を積みたい！」このような意欲あふれる美大生が、プロの現場でクリエイターとして成長できる場。そ
れが当社の実践型アルバイトです。実際に、大手企業から依頼されるブランディングの仕事などを通
して、デザインに必要な幅広い力をつけることができます。たとえば、お客さまのことを深く理解する
力、さまざまなメディアとの連携を考えて企画する力、マーケテイング結果からクリエイティブへの落と
し込みができる力、大きなプロジェクトを引っ張っていく力など・・・実践的な力を身につけてください。

京都・大阪の美大生が集まる
アルバイト 四
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京都大学 京都工芸繊維大学

同志社大学 立命館大学

【対象】大学１回生～４回生、院生

日本ビジネスアート株式会社
京都オフィス

未経験 OK！
京都の学生が集まるオフィス

あなたの
専攻・研究
テーマを
活かした
仕事も可能

第一線で
活躍する
プロによる
直接指導

最大時給
3,000円！

募 集 要 項 と 採 用 ス テップ

ACCESS 四条通り沿いにオフィスを構えています
阪急電鉄 京都本線 河原町駅から徒歩3分　　京都市営地下鉄 烏丸線 四条駅から徒歩3分

フォーム入力で
エントリー完了！

募集職種 すべて未経験OK！プロが丁寧に直接指導します。
●企業リサーチャー ●デザインリサーチャー ●Webリサーチャー ●動画リサーチャー
●企画・編集 ●翻訳の仕事

時給 1,100円～3,000円（交通費全額支給）

QRコードを読み込み、エントリーして下さい。
オフィス見学の日程をご案内します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▶

〒600-8004
京都市下京区四条通寺町西入奈良物町358
日新火災京都ビル 4階
TEL 075-256-1001　FAX 075-256-1011

四条通り沿い
烏丸駅・河原町駅
徒歩３分

日本ビジネスアート株式会社 京都オフィス 募集サイト
https://www.jbakk.co.jp/recruit_kyoto/marketing/

京都支店
日新火災京都ビル４階

京都の大学生50名が集まる
マーケティングの有給インターン
企業リサーチャー／デザインリサーチャー／Webリサーチャー／動画リサーチャー
企画・編集／翻訳の仕事

2017年春
新オフィス創設！

放課後、土日、夜間の
参加OK！在宅勤務も！

対象学部 全学部対象

資格・対象 １回生～４回生、院生

仕事内容
●リサーチ業務
webサイト上にある最新動画のシナリオ、デザインを調査・分析。
企業のコーポレートサイトや採用案内を調査・分析。
ビジネス雑誌のコンテンツを調査・分析。

●マーケティング業務
さまざまな業界の最新事例や情報を収集し、分析するマーケティング調査。
大手クライアント企業の事業内容、歴史、経営方針、ビジネスモデルに関する調査、レポート・企画書の作成。
クライアントに関連する業界記事や新聞記事の収集、まとめ資料作成。

●翻訳
日本語、英語、中国語などのメディアの翻訳、インタビュー、資料収集など。
※個人の希望・適性によってお任せする仕事内容は異なります。面談の際に、ご相談ください。

採用ステップ メールエントリー後、オフィス見学＆面談のご案内をさせていただきます。

時間 週（土日含め）３日以上、1日３時間以上。
オフィス開放時間:9:00～22:00  ※シフト自由



学生の成長をバックアアップする環境

学生アルバイトの方には、当社オフィスを
開放します。就業時間外でも、自由にデスク
やPCを使って学校の課題などに取り組んで
いただいて結構です。

大学の課題制作、
論文作成もしてもOK !

京都の意欲あふれる学生が集まり、プロの現場で切磋琢磨しながら成長できる場、それが当社の学
生アルバイトです。実際に、当社のクライアントである東京や大阪の大手企業から依頼される仕事を
通して、実務経験を積むことができます。京都ではなかなか経験することができない、大手企業のビッ
グプロジェクトに一緒に参加し、リサーチやマーケティングなど幅広い業務に携わることができる貴重
なチャンスです。ぜひ、この機会を活かして、あなたの自己成長につながる経験をしてください。

四
条
通
り
沿
い

河
原
町
駅・烏
丸
駅
徒
歩
3
分

ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
す
ぐ
近
く

京都の学生が集まる
あなたの能力を活かせるインターン
こんな学生が活躍しています

みんな未経験からスタート！
有名大手企業の大型プロジェクトに参画するチャンス！

最大時給3,000円！
夜間・土日もOK！

第一線で活躍する
プロによる丁寧な指導

スキル習得ができる
ライブラリー

◆膨大な情報から仮説を立てて、検証するのが好き。
◆気になったら徹底的に調べあげる性分。
◆ディスカッションしながら意見を集約するのが好き。

有名大手企業から依頼される大型案件の企画、リサーチ業務、動画、Webサービスなど、幅広い領域のプロジェクトに携わることができます。最
先端の現場で働くからこそ、大学では学べない実務スキルや知識を身につけることができます。また、自分の専攻分野、研究テーマ・趣味などを
活かして取り組むことができる仕事が多いことも特徴の一つ。例えば、薬学部の学生なら製薬業界、工学部の学生なら工業業界の専門知識を
活かしたリサーチ業務やWebサイト構築などの仕事に取り組むことができます。また、Webや動画、雑誌などが趣味の学生はそれらのメディアの
最新情報の収集や調査、企画制作業務を行うことができます。バイリンガル、トリリンガルの方には翻訳の仕事もあります。

企業リサーチャー／デザインリサーチャー／webリサーチャー／動画リサーチャー  企画・編集スタッフ／翻訳スタッフ

例えばこんな仕事をお任せします
●化学業界最大手の企業向けに、化学業界大手５社のWebサイト、採用サイト、会社案内、アニュアルレポートの比較・分析。
●国内大手製薬企業への提案のために、グローバルトップの製薬企業のコーポレートサイトを分析。
●技術力ナンバーワンの工具メーカー向けに、高学歴の学生が入社したいと思わせる採用支援の提案。
●不動産業界大手１０社のリリースを毎週取りまとめ、業界動向を調査。
●大手企業のお客様が海外進出を検討中。現地で競合する企業の分析、業界動向の把握。
●海外で発行する媒体の翻訳（Webサイト、動画、カタログ、会社案内、広告、営業ツールなど多岐にわたります

（

● グローバル拠点の社員が一堂に会し、会議をする際の翻訳。
●現地社員への電話インタビュー。
●現地のグループ会社とのメール文作成、確認。
●海外の展示会に行き、グローバル企業の動向についてマーケティング。

能力次第で時給UP。
8：00～22：00までオフィスを開放。

未経験でも大丈夫。
コンサルタントやエンジニアなどが直接指導。

数百冊のビジネス書や
技術書をいつでも閲覧できる。

JBA（日本ビジネスアート）は、大手上場企業300社以上から経営やマーケティング
などの相談を受け、支援を行っている会社です。
JBAの４つの事業「コンサルティング」「ブランディング」「マーケティング」「組織活
性化」を通して、大手クライアントの成長を長期的に支え続けています。取引業界も
幅広く、機械メーカー、製薬、建設、化学、IT、食品など各業界をリードするような大手
企業から直接依頼を受けるような深いパートナーシップを築いています。
JBAは大阪、東京、金沢と拠点を展開しており、４つ目の新しい拠点として、今春京
都にオフィスを開設しました。京都進出の目的は、「世界で強いブランドを築いていき
たい」という日本企業の成長支援を強化するため。世界中から最新の事例や情報を
集め、研究し、独自性の高い提案をしていく、そんな開発拠点として京都を選びまし
た。この構想にあたり、優秀な頭脳を持つ京都の学生にも加わっていただきたいと思
い、今回の学生バイトの募集を行っています。

2017年春、京都オフィス開設！
大手企業300社以上の成長を支援するJBAとは？

コンサルティング

組織活性化ブランディング

マーケティング
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