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　普段の職場とは別の職場を気軽に訪問するサービスです。 
　訪問を通して、参加者の方々に「働き方を考えるきっかけ」を提供します。 

サービスの概要 

とは・・・ 

・花屋になる旅 
・芸者になる旅 
・美容師になる旅 
・イルカトレーナーになる旅 
・旅行家になる旅 
・ドッグトレーナーになる旅 
・カフェオーナーになる旅 
・フードデザイナーになる旅 
・雑貨屋になる旅 
・コピーライターになる旅 
・バーテンダーになる旅 
・映像翻訳家になる旅 
・建築家になる旅 
・左官職人になる旅 
・漁師になる旅 
・ブックセレクターになる旅 
・染物職人になる旅 
・農家になる旅 
・バイヤーになる旅 
・眼鏡職人になる旅 
 
 　全140職種　 

2017年10月現在 



時間	 行程	

13:00	 工場集合	

　	 オリエンテーション	

　	 　1）自己紹介	

　	 　2）和幸寝装について	

　	 　3）体験の流れ・注意事項の説明	

　	 　	

13:15	 枕職人の仕事とは？	

　	 　1）工場クルーズ	

　	 　　・枕が出来るまでの説明	

　	 　　・30種類ある枕の素材や道具・機械の紹介	

　	 　2）枕について	

　	 　　・過去作られた枕の説明	

　	 　　・枕の大きさ/高さ/形の説明	

　	 　	

14:00	 枕作りのこだわりを知る。	

　	 　1）枕作りの見学	

　	 　	

15:00	 大畑さんの働き方（休憩）	

　	 　1）大畑さんの職歴・仕事観について	

　	 　2）枕職人としての醍醐味、辛いこと	

　	 　	

15:30	 枕作りのお手伝い	

　	 　1）オーダーの入った枕作りのお手伝い。	

　	 　	

16:00	 マイ枕作りへ挑戦！	

　	 　1）理想の形や素材、高さなどを選定し、作成	

　	 　	

16:30	 旅のまとめ	

　	 　1）感想・気づきの共有	

　	 　2）質疑応答	

　	 　	

17:00	 仕事旅行終了	

枕職人になる旅 

サービス概要 
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（和幸寝装・千葉県松戸市） 

仕事の見学 

仕事の説明 

こだわりを
体験 

働き方の話 

手作業にこだわり枕を40年 
作り続けている。その枕は 
卓越された技術の元、多くの 
高級ホテルで使用される他 
天皇陛下献上用の枕も 
手掛ける。 

おもてなしの心を感じる 職人技の世界に触れる 

18,000円 
参加人数：1名～6名 

開催方法は２種類 
　①日程フリー型 （１名～） 
　②日程固定型 （２名以上～） 

 ※仕事旅行社のスタッフは同席しま
せん。 



サービス概要 
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仕事の説明 

こだわりを
体験 

働き方の話 

仕事の見学 

・熟練した技術の披露 
・素人と名人の違い 
 

　その仕事の基礎知識をご理解いただきます。 
(旅行者のコメント） 

その仕事のこだわりや裏側をお手伝いや疑似体験します。 

・1日の仕事の流れ 
・仕事の種類 
・枕の素材や道具の紹介 

(旅行者のコメント） 

・この仕事の醍醐味 
・今までのキャリアの流れ 
・仕事の楽しいことや辛いこ
と 
 

　ホスト自身の働き方をお話します。 
(旅行者のコメント) 

・枕の大きさ／高さ／形の説
明 
・理想の眠りを追求する姿勢 

 

(旅行者のコメント) 

　　プロの仕事を間近で見学いただきます。 

プロの手作業を 
間近に見学しながら、 
枕製造に関わるモノ・コトを 
ご紹介いただきました。 
 
無駄の無い作業を追求 
するこだわりが随所に 
垣間見ることが出来ました。 

枕を作るために、必要な 
七つ道具や、様々な方に 
フィットする枕の要となる 
型紙も見せて頂きました。 
 
個人的に面白い！ 
と思ったのが、 
枕を効率的に計測出来る 
必需品である、ゴムで 
出来ている定規でした。 

外側の袋と中身の種類が 
とても豊富で、組合せで 
644種類の枕を用意 
しているとか。 
凄いと思ったのが、 
中に入れる素材の分量も 
オーダーによって 
調整できるように 
手作業で、秤を使って 
作っていたことです。 

「一人でも多くの人に 
今よりも良い睡眠体験
を 
提供したい。」という 
熱い想いがひしひしと 
伝わってきました。 
 
私の仕事はものづく
りではありませんが
、大畑さんのような
気持ちを持ち、仕事
に向き合いたいと思
います。 
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仕事旅行イメージ 
体験できる仕事一覧 
参加者概要 
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○自社ホームページ　（直販サイト）　 40万PV/月間 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→年間4,000人利用（2017年）　　 

○他社コラボページ 
　・職業体験の旅サイト（株式会社エイチ・アイ・エス ） 
　・田舎暮らしを決めた4人の仕事をめぐる旅 （株式会社日本旅行 ） 
　・進研ゼミ高校講座 努力賞キャンペーン （株式会社ベネッセ ） 
　・アメックス初めての挑戦キャンペーン（アメリカン・エキスプレス ） 
　・体験ギフト（ソウ・エクスペリエンス株式会社 ） 
   

販売チャネル＆実績 

○男女比　３：７　  
○平均年齢　３１.８歳　25歳～30代後半 

○参加動機　*主な３つ 
　　・転職の参考に（20％） 
　　・自分に合った働き方を考え中（40％） 
　　・知的好奇心（40％） 

　　⇒総じてキャリア形成に対し意欲的な人がご参加されています。 

○申込み人数　１.２人 
　　・お一人での参加申込みが多数を占めています。 

顧客イメージ 

それぞれの旅は自社ホームページでの販売を中心としており、 
働き方について考える若年層が多くご利用されています。 
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満足度平均 4.5（5段階） 
幅広い方々から、ご好評をいただいております。 

参加者の声 

視野が広がりました。 
いつもの自分の仕事をしているだけでは知りえなかったことを知ったり考えたりでき、 
自分の見識を広げられる素晴らしい企画だと思います。 
今いる場所が世界の全てではないということを、体で感じることができました。 

また遭いに行きたいです。 
プロの人とお話ができる機会があること自体、田舎者の私にはすごく貴重な経験でした。 
○○さんのパンにかける情熱や生き生き仕事している姿に胸を打たれました。 
皆さんに会いに行くためにまた○○に行きたいと思います。 

自分を見つめ直すきっかけになりました。 
一つの仕事を取り巻く環境や人によって視点、考え方、作業方法が違うということを 
学ばせていただいたし、逆に改めて見つめ直すきっかけを掴んだと思います。 

いろんな気づきや発見がありました！ 
仕事の美しさに圧倒されました。参加して本当によかった！皆さんの背中や眼差しがかっこいい。 
漠然と伝統のある職人業につきたいと思っている私にとって、いろいろな気づきがありました。 



仕事旅行の受入先になるメリット 
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○ホームページを通してのサービス認知機会の増加 
 
 
・仕事旅行社HPに自社の仕事体験が掲載される 
・仕事体験の参加者が、SNS（Facebook, Twitter）でどんどん宣伝してくれる 

・普段見せる場がない「モノ（商品・サービス）」の背景を伝えること
ができる 
・仕事体験の参加者にこだわりや考え方を知ってもらえる 

　新しいプロモーションツールです。 
　商品やサービスそのものの価値だけでは売れない時代、 
　仕事体験という共有価値をコンセプトとして、プロモーションすることが重要です。 

とは・・・ 

○職業体験を通してのコアファンの獲得 

○社内モチベーションアップ 
・参加者が仕事の魅力で集まるため、仕事に誇りや自信を持てる 
・お金を払って参加している人の意識の高さに、 
　自社のスタッフも影響を受ける 
・社内スタッフ教育の一環として活用できる 

○採用につながる 
・参加者は条件で無く、その魅力に集まる。 
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  プログラム作成の事例（陶芸作家） 
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		プログラム作成事例	②（陶芸家になる旅）	

開催方式は自由に設定可能です。 
　・開催日程、頻度 
　・体験時間、プログラム 
　・販売価格、体験人数 
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  ご協力頂きたいこと　（体験プログラム開発～販売まで） 

販売までのイメージ 

１．業務委託契約　契約期間は1年更新になります。 
２．口座登録書　体験月末締め、翌10日までに体験料をお支払いさせていただきます。 

必要書類について 

仕事旅行は、受入先様と業務委託契約を締結し、仕事旅行社の責任の元、販売致します。 
そのため、面接やテスト販売、本格販売において、催行が難しいと判断される場合。 
販売をお断りすることがございます。予め、ご了承ください。 



設立　　　　　　 

資本金　　　　 

代表　　　　     

事業内容　　　　　　 
　　　　　　　　　 11 

  契約に向けてのお願い 

諸条件について 

対象	
• １年以上受入れを継続できる方	
• パソコンまたは携帯で、メールの送受信を行える方	
• 事務所、店舗など旅を受け入れる場所が確保出来る方	

受入れ人数	
２名～８名程度（一開催ごと） 
仕事旅行社スタッフは同席しません。	

受入れ頻度	 １か月に２回程度以上	

費用	

【初期費用】 
記事作成・掲載費：10万円 
【体験販売時】 
※体験時の人件費補てんとして、仕事旅行の販売価格から 
消費税（8％）と保険料（500円）決済手数料（３％）を除いた本
体価格の50％を仕事旅行社よりお支払いたします。	

旅の長さ	 ２時間～１日　（平均は5.0時間程度）	

会社名 

本社所在地 
 

電話番号　　　　 

E-メール　　　　　 

株式会社仕事旅行社 

東京都港区新橋5-1-3 
新正堂第1ビル　5階 

03-6452-9414 

info@shigoto-ryokou.com 

2011年1月 

100万円 

田中翼 

職業体験イベントの企画・運営 



テレビ 

テレビ 

NHK　サキドリ 
　　「こどもの日に語ろう。 
　　　　　大人の子供の頃の夢」 
 
 

フジテレビ　めざましテレビ 
　　「MORE SEVEN」 
 
 

テレビ朝日　スーパーJチャンネル 
　　「きょうナビ」 
 
 

テレビ朝日　SMASTATION 
　　「1万円プラン」 
 
 

その他 

 
ラジオ  TOKYO FM　クロノス　  
WEB　 greenz 
雑誌    ブルータス 
雑誌    anan 
テレビ  ナツメ・道楽 
WEB   Woman type 
新聞　  読売新聞 
ラジオ  J-WAVE IAM  
WEB 　マイナビウーマン  
この他にも多数の雑誌、ウェブサイト、ラジオ、新聞等に掲載いただいています。 
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メディア紹介事例（抜粋） 


