
2019夏期
インターンシップ

地域の発展やより良い暮らしの実現のための事業展開をしているサーラグループ。 
それぞれ異なる事業、役割、仕事、やりがいがあります。
より深い仕事理解と業界理解に役立てることができるプログラムです。 

住まいと自動車という生活には無くてはならないもの
としてだけではなく、サーラが実現している

「より快適な暮らし」・「豊かな暮らし」を支え、
お客様に直接価値提供・提案が出来る営業職や
実務に近い業務体験ができるプログラムです。

2019年8月下旬～9月中旬に実施

各社プログラム

グループプログラム

▶エネルギープログラム

1 エネルギー【1day】
2 エネルギー【2days】
3 エネルギー【5days】

▶地域発展・グループサポートプログラム
1 不動産
2 保険・ファイナンス【2days】

▶システム開発プログラム
1 システム開発

▶エンジニアプログラム

1 建設・土木【1day】
2 建設・土木【5days】
3 住宅〈技術・設計コース〉
4 住宅〈営業・設計コース〉

▶暮らし営業プログラム

暮らし営業プログラム

1 住宅〈営業・提案コース〉
2 専門商社
3 輸入車販売

応
募
方
法

応
募
締
切

応
募
人
数

待 

遇

❶リクナビからサーラグループにエントリー。
❷リクナビ説明会予約フォームより、希望するプログラムへ申込み（予約）。【プログラム併願可】

❸申込み後、1週間以内を目途にリクナビメールにてWebエントリーシート提出のご案内。　

　【プログラムにつき1通提出】 ※応募には、webエントリーシートの提出が必須となります。

❹Webエントリーシート内でプログラム内の希望するコースを選択。すべての設問に回答後、提出。
❺応募いただいた方全員に、７月３１日（水）までに受入可否に関する結果のご連絡をいたします。

応募締め切り7月19日（金） 全体で250名程度

エントリーは
コチラから

『あなた次第でお客様の暮らしや生活をもっと豊かに、快適に』     

サーラグループとは一体どんなグループなのか、グループの取組みや事業・会社の特徴を解説。
『サーラグループ入門編』のプログラムです。

グループプログラム

コース
（受入会社）

日程
開催地

実施内容
ＰＲポイント募集人数

住宅〈営業・提案コース〉
(サーラ住宅)

９月５日（木）or
９月９日（月）
愛知県豊橋市

（実 施 内 容） お泊りハウス・住宅展示場見学、接客ロールプレイング
 実習、営業社員との座談会
　

（ＰＲポイント） 接客のロールプレイングや営業担当者との座談会など、
 営業に重点を置いた1日間。

（実 施 内 容） 業界説明、建築の基礎知識講座、建築図面を使用して
 業務体験、先輩社員との座談会
　

（ＰＲポイント） 住宅業界の縁の下の力持ちである
 「建築資材の専門商社」の業界・企業・仕事について、
 業務体験や社員との座談会を通じて体験する1日間。

各日程8名程度
(文理不問)

日程 開催地 実施内容
ＰＲポイント募集人数

９月１０日（火）

（実 施 内 容） グループ概要、就職活動講座（自己分析ツールの紹介
 面接のポイントについてなど）
　

（ＰＲポイント） サーラグループ全体と、就職活動の進め方
 （自己分析など）について理解が深まる1日間。

５０名程度
(文理不問)

専門商社コース
(中部ホームサービス)

９月１１日（水）or
９月１８日（水）
愛知県豊橋市

愛知県豊橋市

各日程５名程度
(文理不問)

（実 施 内 容） ショールーム見学、新型モデル撮影会、
 営業ロールプレイング、先輩社員との座談会
　

（ＰＲポイント） ＶＷ・Ａｕｄｉという輸入車販売における営業の
 ポイントについて、接客体験や社員の声を聞くことで
 リアルを体験できる１日間。

輸入車販売コース
(サーラカーズジャパン)

８月２６日（月）or
９月９日（月）
静岡県浜松市

各日程５名程度
(文理不問)

（2018年実績）

齋藤・平野



サーラグループの礎を築いてきたガスエネルギー事業。
時代の変化に伴い、その姿や役割を変え、
新たな時代に向けたスタートを切ろうとしています。
これまで培ってきた地域とのつながりや足元の地道な取組みに加え、
今後の『サーラのエネルギー事業』について知ることができるプログラムです。

エネルギープログラム 『サーラのエネルギー会社で、
大手では出来ない仕事や役割を担ってみませんか』

コース
（受入会社）

日程
開催地

実施内容
ＰＲポイント募集人数

エネルギーコース【1day】
(中部ガス・
ガステックサービス)

９月６日（金）or
９月９日（月）
愛知県豊橋市

８月２２日（木）～
８月２３日（金）
愛知県豊橋市

８月２６日（月）～
８月３０日（金）
愛知県豊橋市、
静岡県浜松市

（実 施 内 容） エネルギー業界概要、営業模擬体験、社員との座談会
　

（ＰＲポイント） エネルギー業界を先輩社員と読み解き、
 業界研究や企業研究のきっかけとなる１日間。

（実 施 内 容） ＤＡＹ１ 概要説明（エネルギー業界現状、当社の目指す
  姿・事業展開）、施設見学（都市ガス供給施設）
 ＤＡＹ2 講義及びワーク（商業施設・工場における
  設備設計やエネルギーソリューションワーク）
　

（ＰＲポイント） エネルギー業界の技術分野、工業用・業務用などの
 技術系営業の理解を深める2日間。理系推奨。

（実 施 内 容） ＤＡＹ１ 概要説明（エネルギー業界現状、当社の目指す姿、
  当社の事業展開）
 ＤＡＹ2 施設見学（都市ガス供給施設、ガスコージェネレー
  ションシステム、ショールームなど）
 ＤＡＹ3 ワーク（事業企画系社員によるグループワーク）
 ＤＡＹ4 営業同行（工業用・業務用営業あるいは家庭用営業）
 ＤＡＹ5 ワーク（インターンテーマに対するグループ
  ワーク、プレゼンテーション）
　

（ＰＲポイント） エネルギー業界の各分野の仕事内容や先輩社員との
 交流を通じて理解をじっくりと深める5日間。

各日程２０名程度
(文理不問)

エネルギーコース【2days】
(中部ガス・
ガステックサービス)

エネルギーコース【5days】
(中部ガス・
ガステックサービス)

１５名程度
(理系推奨)

１０名程度
(文理不問)

コース
（受入会社）

日程
開催地

実施内容
ＰＲポイント募集人数

不動産コース
(中部ガス不動産)

９月２日（月）or
９月６日（金）
愛知県豊橋市

８月２２日（木）～
８月２３日（金）
愛知県豊橋市、
静岡県浜松市

（実 施 内 容） 不動産・資産マネジメント業務説明、駅前再開発物件見学、
 グループワーク、まちづくり事業説明
　

（ＰＲポイント） 不動産・資産マネジメント・まちづくり事業と地域における
 当社の役割について社員の声も交えて体感できる1日間。

（実 施 内 容） 金融業界説明、会社説明、職場見学、同行営業、
 先輩社員との座談会
　

（ＰＲポイント） 金融業界における自社の事業領域や仕事への理解を座学・
 営業同行を通じて体験できる２日間。

各日程１０名程度
(文理不問)

保険・ファイナンスコース
【2days】
(サーラフィナンシャルサービス)

５名程度
(文理不問)

コース
（受入会社）

日程
開催地

実施内容
ＰＲポイント募集人数

システム開発コース
(テクノシステム)

８月２２日（木）or
８月２７日（火）
愛知県豊橋市

（実 施 内 容） インターンシップの目的説明、システム開発業界について、
 グループワーク、先輩社員との座談会
　

（ＰＲポイント） ＩＴ・システム開発の業界研究と自社について、
 座学や先輩社員との座談会で理解を深める１日間。

各日程２０名程度
(文理不問)

サーラグループには多種多様な仕事があります。
その中でも学生時代に学んだことを仕事に出来る会社、
職種に関係したプログラムです。
主に理系の方を対象に受入をしていきます。
職種の切り口と日程を変えた、全4コースで実施します。

エンジニアプログラム 『あなたの知識や経験を生かして、
地域やお客様の暮らしを形にしませんか』

サーラグループの中心エリアである豊橋・浜松に拠点を構え、
地域やグループの発展・サポート機能を担っています。
それぞれの事業のプロフェッショナルとして、
また地域に根ざした会社で働く社員がお客さまやグループに
提供する価値・役割などを知ることができるプログラムです。

地域発展・グループサポートプログラム 『地域に根ざした会社・事業だからこそ出来る仕事、
働く人の価値観に興味はありませんか』

サーラグループに2社あるシステム系の会社。
その中で、製造業向けの生産管理システムや大学の出席管理・証明書の
発行機などのシステム開発に強みを持つテクノシステムのインターンシップです。
教育・フォローも整ったサーラのシステム部門を体感してください。

システム開発プログラム 『情報系学部の方はもちろん、文系でもシステムエンジニアを目指せる』

コース
（受入会社）

日程
開催地

実施内容
ＰＲポイント募集人数

建設・土木コース【1day】
(中部・神野建設)

９月１３日（金）or
９月２０日（金）
愛知県豊橋市、
静岡県浜松市

８月１９日（月）～
８月２３日（金）
愛知県豊橋市、
静岡県浜松市

９月６日（金）
愛知県豊橋市

９月１２日（木）
愛知県豊橋市

（実 施 内 容） 建設・土木業界概要、各種工事現場見学、工程・安全
 管理グループワーク
　

（ＰＲポイント） 現場見学やグループワークを通じ、実際の現場や
 施工管理の仕事を体験できる1日間。理系推奨。

（実 施 内 容） 建設・土木業界概要、中部グループについての説明、
 各種現場での見学会実施
　

（ＰＲポイント） 業界研究や企業研究はもちろん、現場見学、若手社員
 との交流会もある５日間。理系推奨。

（実 施 内 容） プランニング実習・解説、お泊りハウスを使用した
 接客ロールプレイング
　

（ＰＲポイント） 実際に営業担当が行っているプランニングと接客の両方を
 体験できる1日間。理系対象。

（実 施 内 容） プランニング実習・解説、原寸大模型を活用した
 断熱・構造の解説
　

（ＰＲポイント） 設計担当者によりプランニング実習や実寸大模型を使って
 当社の技術を分かりやすく伝える1日間。理系対象。

各日程５名程度
(理系推奨)

建設・土木コース【5days】
(中部・神野建設)

住宅〈技術・設計コース〉 
(サーラ住宅)

住宅〈営業・設計コース〉
(サーラ住宅)

５名程度
(理系推奨)

５名程度
(理系対象)

５名程度
(理系対象)

理系向け


