
インターンシップ募集要項 

 
■概要 

会社・団体名 事業内容・会社 PR 

日本フィナンシャルマネジメント株式会社 
フィナンシャル事業・不動産事業・経営支援事業の 3 つの部門を主軸とし

たサービスのご提供をしております。 

 
URL）https://www.jfm-co.com/ 

実習テーマ 実習内容 

現代の金融経済について知ろう 

 

 

 

 

実習内容について 

 

1.お客様企業への同行訪問＆代表取締役にインタビュー 

2.日本をリードする生命保険会社 2 社訪問（海外・国内） 

 

ご協力会社 

 

ジブラルタ生命保険（株）関西営業統括部 近畿南営業部 

 

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険（株）大阪開発第二支社 

    

 

こんな人にオススメ 得られるもの 

・人と関わる事が好きな方 

・ファイナンシャルプランナーに興味のある方 

・金融経済に興味のある方 

・社会人としてのマナーや心構え 

・コミュニケーションスキル 

（対人関係能力・コミュニケーション能力） 

 

■写真
 
 
 
 
 
■募集条件

日程条件 日数 

■受入先指定 □日程調整可（学生と相談の上決定） □日程調整中（受入先指定） 5 日間 （休業日︓土日祝を除く） 
（可能）期間 時間帯 

2022 年  8 月   1 日 〜  8 月   5 日 ／ □いつでも可 10 時 00 分 〜 16 時 00 分 
募集人数 6 名 応募条件  

学部系統指定 指定する場合→ □文系 □理系 （   区別なし     ） その他条件等 ■3 年のみ ■短大可 ■留学生可 
交通費補助 ■支給しない □支給する （            ） 宿泊施設 ■なし □あり （          ） 
食費補助 ■支給しない □支給する （            ） 備考  

実習地 大阪府堺市堺区市之町東 5-2-14 他 最寄駅／アクセス 南海高野線堺東駅より徒歩 10 分 

■担当者連絡先 
所在地 大阪府堺市堺区市之町東 5-2-14 部署 管理部 

  名前 坂本 侑美 
メール Yumi.sakamoto@sunny.ocn.ne.jp 電話 072-225-0909 

■参加決定後の連絡方法 
学校担当者からの事前連絡 ■電話  ■メール  □不要 参加学生からの事前連絡 □電話  □メール  ■不要 

更新日 年 月 日 

【様式 A-2】 

■対面   □リモート   □対面＋リモート 
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【実習プログラム】 

 

 

 

 

 

 

 

会社・団体名 日本フィナンシャルマネジメント株式会社 

プログラム内容 ■固定(受入側の事情で多少変更する可能性はあり)   □応相談 

実施日 項 目 実 習 内 容 備考 

１日目 
中小企業訪問 

（製造業） 

訪問先：大阪府下  訪問件数 1 社～3 社 対面者役職：代表取締役 

（インターン生 1 名あたり 10 分～15 分程社長様にインタビューできます。） 
10：00～16：00 迄（予定） 

２日目 
中小企業訪問 

（建設業） 

訪問先：大阪府下  訪問件数 1 社～3 社 対面者役職：代表取締役 

（インターン生 1 名あたり 10 分～15 分程社長様にインタビューできます。） 
10：00～16：00 迄（予定） 

３日目 
中小企業訪問 

（サービス業） 

訪問先：大阪府下  訪問件数 1 社～3 社 対面者役職：代表取締役 

（インターン生 1 名あたり 10 分～15 分程社長様にインタビューできます。） 
10：00～16：00 迄（予定） 

４日目 損保ジャパンひまわり生命 「現代社会における生命保険の在り方と必要性」 （案） 10：00～16：00 迄（予定） 

５日目 ジブラルタ生命 「世界の金融情勢の変化」 （案） 10：00～16：00 迄（予定） 

注意事項 

 

※実施日によって会場が変更に

なります。 

必ず集合場所・時間をご確認の

上お集まり下さい。 

 

服装等 

ビジネス対応 

 

訪問時の注意事項 

時間厳守 

予め中小企業の代表取締役にア

ポイントを頂いております。 

1 日目～３日目（企業訪問＆社長インタビュー） 

集合時間 10：00 

集合場所：堺市堺区市之町東 5-2-14 

日本フィナンシャルマネジメント株式会社 2 階 

法人営業部 

連絡先：072-225-0909 

080-7143-6066（担当：久保） 

４日目（座学） 

集合時間：10：00 

集合場所：ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 

大阪府大阪市西区江戸堀１－１１－４ 

損保ジャパン肥後橋ビル５階 大阪開発第二支社 

連絡先：080-4136-0564（担当：岡坂） 

５日目（座学） 

集合時間：10：00 

集合場所：ジブラルタ生命保険株式会社  

近畿南営業部大阪市浪速区難波中 3-9-1 難波ビルディング 6 階 

関西営業統括部 

連絡先：080-3015-9295（担当：大脇） 

実習プログラム 様式例１ 

 
※実習プログラムの様式は自由 

※プログラムを原則変更しない場合は固定を選択 
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新型コロナウイルス 

対応 

新型コロナウィルス感染症に伴っての注意事項 

1. 常にマスク使用 

2. こまめな手洗い・うがい 

3. 症状等がございましたら直ちに担当に申告する。 
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【実習プログラム】 

 

 

                          
  
 

会社・団体名 日本フィナンシャルマンジメント株式会社 

プログラム内容 □固定(受入側の事情で多少変更する可能性はあり)   □応相談 

実習 
部門 コンサルタント業  

 日付 
内       容 

午 前 午 後 

１日目 8/1   

２日目 8/2   

３日目 8/3   

４日目 8/4   

５日目 8/5   

新型コロナウイルス 

対応 
  

実習プログラム 様式例２ 

 
※使わないページは削除してください。 


