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インターンシップとは？

インターンシップとは

学生の方が在学中に、自らの専攻や将来の
キャリアに関連した就業体験を行うこと。

KUBOXTも、今年から始めました！

【対象】

大学・短大・専門学校・高校の全学年対象

興味があれば、どなたでもご対応できます。



インターンシップのねらい

インターンシップをすることで

・企業の理念や大切にしていることを発信

・企業だけでなく業界のイメージアップ

・他社との差別化

・キャリア教育として社会や教育に貢献

・ブランディングの強化と会社内部の見える化



どんなプログラム？



どんなプログラム？



さあ、インターンがスタート

インターンシップの準備

事前の打ち合わせをおこない、体験される
方や大学のご要望をお聞きして、プログラ
ムを個人に応じて作成します。

1週間前に、事前に会社にきていただき、
期間中のことや持参物、ご要望や予定を
チェックし、当日を迎えます。

ＫＵＢＯＸＴ

internships



今回、チャレンジするのは

インターンシップにチャレンジする方

広島文教大学2年生 Uさん。

大学でKUBOXTの募集チラシを見て興味を
持って下さりお申込みされました。

KUBOXTにとって、はじめてのインターン
シップ体験者です！大歓迎！



社長からのメッセージ
研修スタート！

会社として、はじめてのインターン。緊張の中、

オリエンテーションと社員への自己紹介が終わり、
プログラムをスタート。

まずは、社長の講話から。

・物流業界の現状と課題

・運送からの脱却のために

・ＫＵＢＯＸＴではたらくということ

・普段の社長業や社員に求めること など



社長からのメッセージ
理念に基づく成長

何事もできないではなく、とどまること
なく、どうすればできるのかと考え現状
を打破する組織をつくること。

その中で自分の可能性を伸ばそうと思っ
てくれる社員を増やしていき会社を盛り
上げたい。「そこまでやる」という社訓
には、その思いがこめられている。



社長からのメッセージ
人が集まる会社へ

人を育てることが、会社のレベルアップにつ
ながり、社員が幸せになるために会社は存在
する。

ワクワクするしごとをして、社会に貢献でき
る会社になれば、お客様からも応募者からも
選ばれる会社になれる。

そのために、社員が活躍できる舞台をつくる
ことが会社・社長の役目である。



社長からのメッセージ

とどまらない熱い想い

社長としての考えや方針決定、社員を１つ
にするための前向きさなども、社員に配る
ペーパーや、パワーポイントなどを使って、

1時間熱い話が。

そのあとは、インタビュータイム。

忙しい社長ですが、時間をしっかりとり、

Ｕさんの質問に丁寧に答えていました。



会社説明
会社説明会で働く会社を理解

次に会社説明。

KUBOXTは、「運送からの脱却」を掲げ、社名
変更。そのいきさつや理由と、その結果である
13期連続増収・営業利益率・従業員250%増加
など、右肩上がりのデータをご説明しました。

そこまでやる～あんぜん・あんしん・ありがとう～。

このワンフレーズが前向きな社内風土を

つくっています。



会社説明

KUBOXTブランド、それは「ALL IN！」

運送と運送に付随するしごとをワンストップで
担当し、すべてを自社で対応。

この事業形態を、弊社は「ALL IN！」と名付
け、ブランディングを進めています。

価格競争に巻き込まれず、付加価値のある仕事
を、感動品質でお客様のニーズに応えることで
他社との差別化を図っています。



ブランディングの進化

さらに、差別化を図るために

この動きをさらに発展させるために、ブラ
ンディングマネージャーをおき、企業の魅
力を１から構築し直す、企業ブランディン
グの取り組みをご紹介しました。

採用の強化にも、発信方法の強化にもつな
がるこの取り組み。

Uさんの顔も真剣でした。



先輩とのランチタイム
ランチタイム

午前中の座学が終わり、ランチタイム！

昼食は、KUBOXTからのプレゼント。

（2日間とも、KUBOXTが提供しました。）

同じ大学卒の社員と、一緒にランチをしながら、
会社の話や、大学時代の話に花が咲きました。

先輩の採用活動の話も聴きながら、楽し気な声
で、インタビューしていたのが印象的でした。



オフィスツアー・のりもの体験
施設や働く乗り物の体験活動

昼からは、研修室の外に出て施設見学。

ＫＵＢＯＸＴの施設や道具、トラックやクレーン
などの乗り物を見学しました。

施設や乗り物はもちろんですが、はたらく人の動
きに感動したご様子でした。

社員のみなさんも、インターン生にやさしい笑顔。

「こんにちは～」と、しっかり挨拶していました。



オフィスツアー・のりもの体験

本物はすごい！

見学の途中に、クローラクレーンを解体して
大型トラックにのせて運ぶ準備をする風景に
出会い、Uさんは感動。

クローラーの本体は、新型トレーラーで運送。
これから兵庫県まで夜走り、朝から作業。

ALL INの１つですね。



しごと体験①
しごと体験（事務編）

施設見学のあとは、ランチタイムを一緒にし
た先輩方と、仕事体験です。

まずは事務職。

売上管理システムにチャレンジ。

自分がうった数字がそのまま売上に。



しごと体験①
しごと体験（倉庫編）

続いて、倉庫に移動し、固縛作業の練習。

明日の現場への運送に備えて、先輩と一緒に
ロープを手に練習です。

安全・安心のためには、まずは基本から。

いろいろなものを運ぶ。住宅材・木材・鉄材・
ポンプなど・・・。

それに応じた仕事が求められます。



1日目のまとめ

1日目終了！お疲れ様でした。

1日目が終了して、最後のまとめを先輩と。

いつもの学生生活とはまた違った雰囲気
で楽しめたそう。

今日の感想。ハツラツと働く社員のみな
さんを凄いと思った。会社の雰囲気が明
るい。ルールの１つ１つに全て意味があ
るなどを学んだそうです。



2日目は朝礼から参加！

インターンシップ2日目！

昨日のアドバイスは、「時間は、その時
間から活動できるという時間。逆算して
動こう！」

朝早い出勤時間でしたが、制服に着替え
バッチリな体制で朝礼から参加。

気持ちが引き締まります。



しごと体験②

しごと体験（トラック編）

朝礼で、社長やみなさんからの連絡事項を
受けます。社長からは、安全に対する訓示。
そして、紹介され、元気よく挨拶。

昨日よりもしっかり声が出ています。

先輩ドライバーと出発。

出る前に、社長から「お気をつけて～」。

ワクワクと緊張が入り混じります。



しごと体験②

仕事体験（トラック編）

ただ運ぶのでなく、時間や点検、何を守り、
何を気をつけるのかなど、段取りと予定を
確認。

せっかくの体験ですが、雨。

より一層気を付けないといけません。

運行ルート、積載物などをしっかりチェッ
クをして、基地より出発。

いってらっしゃい！



しごと体験②

積載や固縛のテクニックに感動

現場に行くと、KUBOXTの社員がクレーン
を扱っています。

トラックドライバーは全員玉掛技能資格を
取得していて、見事な連携で住宅材が運搬
されます。

座学で学んだKUBOXTの「ALL IN」の利
点を実際の仕事で体験することができます。



体験のまとめ

会社に戻って・・・

現場での体験をもとに、感想や発見を

まとめます。

業界のこと、社会に出るためのスキル、
連携の重要さ、会社の持つ雰囲気など。

そして、最後にインタビュータイム。

社長・常務・部長など、役職社員にも、
しっかりと質問をして、書き留める姿が
印象的でした。



体験のまとめ

2日間の発見

KUBOXTに提出していただく資料を完成し、
会社の担当者と、最後のまとめ。

インターンに参加して、何が変わったか。

何を感じたか。Uさんに話して頂きました。

担当者からも、いろいろと質問しました。

感じたことをしっかりと表現する。主体性を

高めるのに大切なことです。



修了証書の授与
修了証書を手に笑顔

最後に次長から修了証書贈呈。

Uさんのおられた2日間。

社員にとっても、新鮮な空間でした。

新しい試みのインターンシップ。

社内の「見える化」で、より一層「人が

集まる会社」を目指していきたいですね。



学校・本人へフィードバック

終了してからもしっかりフォロー

Uさんからは、丁寧なお礼状が届きました。

そして、KUBOXTからは、しっかりと大学
にあてて、この活動におけるUさんへのアド
バイスを送りました。

このインターンシップが、Uさんにとっても
KUBOXTにとっても、実りあるものになり
ますように。お疲れ様でした。



学校で体験発表

大学で下級生にインターン体験を発表

発表のときに作成したパワーポイントを一部

いただきましたので、ここで少し披露します。



インターンシップの目標

•社会に出るとはどういったことなのかを知る

•今後に生かすことができる知識や経験を得る

•自らが主体的になって動き、課題である計画力や

実行力のなさを改善し、社会人基礎力を向上させる



1日目序盤

はきはきと言いたいことを

しっかり伝える

分からないことがあればすぐ尋ね
解決する

2日目終盤

緊張して委縮してしまう

どうしていいかわからず混乱する

たった2日でもここまで
変わる！



これは全てKUBOXT様のサポートあっての
ことです。

KUBOXTってどんな会
社なんだろう？

どうやってそのように
成長できたんだろう？



株式会社
KUBOXT

運送会社であって運送
会社ではない会社

すべてを自社で完結さ
せる「ALL-IN」

社訓「そこまでやる！

～あんぜん、あいさつ、
ありがとう～」



・社長講話、インタビュー
・拠点、作業見学
・倉庫作業、事務所作業

・自分ができることを精一杯
やりきればいい

・仕事は他者の幸せのために。
そうすれば自分も幸せに。



今回のインターンシップから学んだこと

• 当たり前のことを当たり前にやれるということは簡単に見えてか
なり難しいこと。だからこそしっかりやらなくてはならない。

• 自ら進んで動かなければ何も変わらない。

• 何事も自分にできる最大限のことをやればそれでいい。しっかり
まわりのみんなが支えてくれる。



インターンシップ参加を考えている人へ

• 準備することが多く、インターンシップ先での業務は大変だが、
その分得られるものは多くある。

• その後の過ごし方や物の見え方が大きく変わってくるため、2年
のうちから行っておく価値は大いにある。

• 悩んでいるならまずは話だけでも聞いてみよう。

運送業に興味がある方、運送会社であって運送
会社ではない会社が気になる方は…

ぜひ
へ



働くのに必要
となるスキル

社会人基礎力
が身につく

会社の雰囲気
がわかる

学生と社会人
の「違い」

社会に出るの
に必要なもの

インターンシップで得られる

企業や業界の
研究ができる 就職活動に

有利



大企業の中で大人数の中はたらくのも１つ

中小企業で幅広い職域をまかされるのも１つ。

どんなやりがいを求めるかは自分次第。

常に、仕事の幅を広げる挑戦を行っている会社。
それが、KUBOXTです。

これからもKUBOXTは、

そこまでやる！に挑戦します。

KUBOXTは、東京商工リサーチ
「選ばれる企業」Ａランクに掲載

全国の８％の優良企業の中に選ばれています！



HP・お電話でお申し込みください
そこまでやる！
だからブレない。とどまらない。

KUBOXT

会社HP https://www.kuboxt.net/

採用HP https://kuboxt-recruit.com/

会社見学
インターンシップ

随時、受付可能です。

https://www.kuboxt.net/

