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キヤノンマーケティングジャパン株式会社　品川本社

ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

キヤノンマーケティングジャパン（カ）

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

http://canon.jp/

2018年8月22日（水）13時00分～17時00分

ace.academia2018@gmail.com

・業界説明および会社説明
・仕事体感ワーク①（BtoB営業体感ワーク）
・仕事体感ワーク②（BtoC営業体感ワーク）
・オフィスツアー（会社内設備やオフィス、ショールーム見学）
・社員座談会

※下記プログラムは現時点の予定です。実際のプログラムは上記と異なる場合もあります。

3名程度

バリアフリー、障がい者用トイレ、ＵＤトーク等

四年制大学もしくは大学院を卒業見込みの方
障がい手帳をお持ちの方もしくは取得予定の方
公共交通機関で参加可能な方

「キヤノンは聞いたことがあるけど、キヤノンマーケティングジャパンって何をしている会社だろう？」
こんな疑問を持つ方は多いのでないでしょうか？
また、そもそも「働く」ということに対して不安を持つ方もいらっしゃると思います。
このインターンシップでは会社説明やグループワーク、実際に働く社員との懇談会などを通じて
「キヤノンマーケティングジャパンの事業や仕事」、
そして「働く」ということについての理解を深めるお手伝いをします！

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） （ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

http://canon.jp/
mailto:ace.academia2018@gmail.com
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ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

ケーディディアイカブシキガイシャ

KDDI株式会社

www.kddi.com/

2018年8月23日（木）

飯田橋駅前ビル12階(予定)

KDDIの主要事業であるコンシューマ事業における営業担当者業務のグループワーク形式で体験をしていただき
ます。グループワークを通じて、KDDIの業務の一部をご理解頂くとともに、仕事を進める姿勢や考え方を学ぶ機
会になればと考えています。

20名程度

障がい者用トイレ

2016年4月～2020年3月に短大、高専、専門学校、大学卒業見込み、大学院修士・博士課程修了見込みの方
プレゼン資料を作成いただくので、パソコン入力が出来る方

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
http://www.kddi.com/
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東京都江東区木場2-15-3
清水建設株式会社　ものづくり研修センター

ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

シミズケンセツカブシキガイシャ

清水建設株式会社

https://www.shimz.co.jp/

７月３０日（月）１０：００～１６：００

あまりイメージのできない建設業とは？から、実際の現場模型を使いながら当社の「ものづくり」への」こだわりを
知っていただく、また、東京木工場では伝統の木組みや木の特性の説明を受けながら、伝統建築や内装工事に
どのように生かされているかを見ていただきます。

・建設業（ゼネコン）の仕事の概要説明
・清水建設の歴史と事業についての説明
・ものづくり研修センターでは1/1スケールの
　現場模型を使った施工研修の様子を見学
・東京木工場では「木の匠」の技を見学

２～３名

ＵＤトーク使用可
スロープ有
（障がい者用のトイレはありません）

四年制大学もしくは大学院を卒業している方、卒業見込みの方（2016年3月～2020年3月卒の方）
障がい手帳をお持ちの方もしくは取得予定の方
公共交通機関で参加可能な方

※開始時間が９：３０～になるかもしれません

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
https://www.shimz.co.jp/
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【注意事項】
※報酬・交通費・宿泊費の支給はありません。
※保険は当社にて加入します。
※採用選考活動とは一切関係ありません。

ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

ジェイティービーグループ

JTBグループ

https://www.jtbcorp.jp/jp/job_offer/challenged/

2018年8月23日（木）～24日（金）

JTBビル（品川区東品川2-3-11）

① “働く”ことを意識できるインターンシップ
② JTBグループの様々な業務を知る
③ 実際に働く障がい先輩社員の担当業務を体験

5名

障がい者用トイレ、手話通訳、ＵＤトーク

四年制大学もしくは大学院を2020年3月に卒業見込みの方
障がい者手帳をお持ちの方もしくは取得予定の方
公共交通機関で参加可能な方
社内規則の遵守や機密保持等お約束できる方

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
https://www.jtbcorp.jp/jp/job_offer/challenged/
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住宅とは、お客さまの生活の基盤であり舞台となる空間です。
そこには一人ひとりのライフスタイルや価値観、生き方までもが反映されています。積水ハウス
は、お客さまの生活そのものを提案・創造し、夢の実現をお手伝いする会社です。当社では240名
を超える障がいのある社員が、お客さまの夢の実現のために職務に取り組んでいます。是非、会
社理解、仕事理解を深めたいという方はご応募をお待ちしています！

ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

セキスイハウスカブシキガイシャ

積水ハウス株式会社

http://www.sekisuihouse.co.jp/

２０１８年８月３日（金） 13：00集合17：00解散予定

東京都渋谷区代々木2-1-1　新宿マインズタワー

①企業概要・仕事概要紹介
当社がどういったビジョンを持って、具体的にどういった事業展開を行っているか、また当社の社員の仕事内容や
福利厚生等についてご紹介させて頂きます。
②社員を迎えてのパネルトーク
障がいのある社員が登場し、日々の仕事内容や職場の雰囲気等リアルな部分をお話いたします。
仕事のやりがい、大変さといったことも踏まえてお話いたしますので、是非仕事理解を深めて下さい。
③CAD実習
当社オリジナルのプレゼンテーションツールを実際に体験いただきます。住まいづくりの一部を実際に体験してい
ただくことで、「働く」こと に対して具体的なイメージをもつことができます。
※プログラム全体を通して、当社での仕事理解だけではなく、今後の就職活動の方向性や方法について基礎的
な理解が得られることを期待しています。

6名

・施設の出入り口等の段差の解消をはじめとする、バリアフリー化
・車いす用トイレ（但し、地下1階のみ）
・情報保障（ＵＤトーク・要約筆記）
※その他、必要な配慮については個別にご相談下さい。

・四年制大学もしくは大学院に在学中の方
（既卒の方は、大学の支援を継続して受けている方に限り可）
・障がい手帳をお持ちの方もしくは今後取得予定の方
・公共交通機関で参加可能な方
・当社オリジナルのCADシステムを使用する為、パソコン入力（マウス利用）が出来る方
（※建築やCADの知識は不要、ワードやエクセルの一般的PC操作ができれば大丈夫です）

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
http://www.sekisuihouse.co.jp/
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ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

セコム株式会社

2018年9月3日（月）　9：30～16：30

東京都渋谷区神宮前１－５－１
セコム株式会社

ace.academia2018@gmail.com

セコム株式会社は昭和37年に日本で初めての警備保障会社として創業、オンラインセキュリ
ティシステムを開発して全国に基盤を築いてきました。現在は、セキュリティを中心に、防災、メ
ディカル、保険、地理情報サービス、不動産業などを展開して、新しい社会システムづくりに取り
組んでいます。全国で１７０名を超える障がいのある社員が活躍しています。ぜひ一度当社のイ
ンターンシップを体験してください。

セコムカブシキガイシャ

09：30～10：30　オリエンテーション
10：30～12：00　実務体験
12：00～13：00　昼食
13：00～14：30　ショールームMIRAI　見学
14：30～16：00　先輩社員とのラウンドテーブルほか

警備業・セキュリティというと堅苦しいイメージかもしれませんが、社員が警備の現場を支え一体
となって仕事をしている様子を学ぶことができます。

３～４名

バリアフリー、障がい者用トイレ
※その他、配慮が必要な方は個別にご相談ください。

四年制大学もしくは大学院を卒業している方、卒業見込みの方（2016年3月～2020年3月卒の方）
障がい手帳をお持ちの方もしくは取得予定の方
公共交通機関で参加可能な方
パソコン入力（マウス利用）が出来る方

https://www.secom.co.jp/

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
https://www.secom.co.jp/
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ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

トートーカブシキカイシャ

ＴＯＴＯ株式会社

https://jp.toto.com/

【２回開催】
①2018年8月27日(月)10：00－15:00
②2018年8月28日(火)10：00－15:00

ＴＯＴＯ株式会社　東京汐留事業所
〒105-8305　東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング24F
http://www.toto.co.jp/company/profile/office/map/shiodome.htm

【理想のトイレを提案してみよう】
今のトイレはどうなっているのか。
ＴＯＴＯのトイレを知って、理想のトイレを提案してみましょう。

本プログラムでは、マーケティングの考え方や、企画提案、広告・宣伝等をグループディスカッションで学んでい
きます。
※発言していただく場面が多いプログラムとなっています。

両日各5名

バリアフリー、障がい者用トイレ、ＵＤトーク

四年制大学もしくは大学院を卒業している方、卒業見込みの方（2016年3月～2020年3月卒の方）
障がい手帳をお持ちの方もしくは取得予定の方
公共交通機関で参加可能な方

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
https://jp.toto.com/
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ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

二ホン　アイ・ビー・エム　カブシキカイシャ

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本語サイト：　https://www.ibm.com/jp-ja/
グローバル・サイト：　https://www.ibm.com/us-en/

7月19日（木）・7月20日（金）の2日間

日本アイ・ビー・エム箱崎本社（中央区日本橋箱崎町）

日本IBMでは2014年より、障がいのある学生のみを対象にした長期インターンシップ・プログラム「Access Blue」を実施して
います。当社では特例子会社を持たず、障がい者の方にも通常の社員と同じように様々な業務にチャレンジいただいてい
ますが、アルバイトなどの職業経験が少なかったり、自身の障害種別に適した職業のイメージを持っていない学生が、実
践的なスキル育成とリアルな職業体験を踏まえて就職活動に臨む準備を行える場をこのインターンシップを通じて提供し
ています。

今回のACEインターンシップでは、このAccess Blueのカリキュラムの一部に参画してもらい、IT業界における業務の概要
や雰囲気を理解してもらいます（例： 会社紹介、現場ITエンジニアとの交流、ダイバーシティ＆インクルージョン講義、仮想
クライアント・インタビュー、ビジネスゲーム演習＆発表）

Access Blueの概要については下記ホームページを参照してください（2018年度プログラムの募集要項）：
https://www.ibm.com/ibm/responsibility/jp-ja/diverse/disability.html

5～10名

全般：　バリアフリー、オストメイト対応トイレ、休憩室
視覚障がい者向け：　拡大モニター、資料のテキスト化
聴覚障がい者向け：　手話通訳、音声認識

※必要な配慮は個別にご相談ください。

    ・　大学生、大学院生、卒業から5年以内
    ・　障害者手帳をお持ちの方
    ・　原則、介助者なしでプログラムへの参加が可能な方（情報保障は弊社で用意します）
    ・　プログラムの実施を行う事業所に通勤可能な方（宿泊施設のご用意はありません）
    ・　会社のガイドや研修内容を踏まえて、PCを使って作業を行うことが可能な方
    ・　参加前に個別面談を実施させて頂きます。

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
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ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

株式会社ブリヂストン

2018年8月7日（火）～8日（水）

本社　　　　　　 ：〒104-8340　東京都中央区京橋3-1-1
技術センター　：〒187-8531　東京都 小平市 小川東町 3-1-1

「真のグローバル企業」、「業界において全てに『断トツ』となることを目標に掲げています。
 私たちの主力製品であるタイヤ製品は、売上高・シェア共に、現在世界No.１です。
また、ブリヂストンと聞いてタイヤを思い浮かべる方が多いと思いますが、タイヤ以外にも、自動車のシートパッドや免震ゴ
ム等を扱う化工品事業があり、化工品事業においても、競争力の高い製品を提供しています。
しかし、私たちは、現状に満足することはありません。
 私たちの目指す「真のグローバル企業」、「業界において全てに『断トツ』」とは、どんな時でも常に「更に上」を目指す姿勢
であり、事業規模だけでなく、その質、中身も含めて他社の追随を許さない存在になることです。
その目標を実現する為に私たちは挑戦を続けています。
是非、ブリヂストンにエントリーし、会社説明会等で社員と直接会って当社の社風を感じ取って頂けると幸いです。
私たちも皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

カブシキガイシャ　ブリヂストン

別添資料をご参照ください。

◆会社概要説明：ブリヂストンの会社概要について理解を深める。
◆先輩社員との座談会（2名）：当社で就業している障害者の先輩社員の話を聞く事で、就業へのイメージを膨らませてもらう。
◆BSクイズ大会：当社の歴史と現状についてクイズ形式で理解を含めてもらう。
◆本社内見学：食堂・健康管理センター・会議室等、会社とはどのような場所かイメージをつかんでもらう。
◆グループワーク：限られた情報の中からどのように事業計画を立てるかをグループワークで実施。販売実務のビジネス一端を経験
してもらう。
◆TODAY館見学：ゴムとタイヤの博物館の見学。タイヤの機能・歴史等を理解してもらう。
◆デザイン実習：タイヤの機能を理解した上で、どのようなパターンが有効か、実際にデザインを実施。コンセプト→具体化までの流れ
を体験。
◆まとめ発表→２日間のインターンシップのテーマについてまとめ・発表を行う。PCスキル・プレゼンテーションの実務を経験してもら
う。

3名

・バリアフリー、
・障害者用トイレ

・四年制大学もしくは大学院を卒業している方、卒業見込みの方（2016年3月～2020年3月卒の方）
・障害者手帳をお持ちの方、もしくは取得予定の方
・公共共通期間で上記２事業所へお越し頂ける方
・PCでの資料作成を依頼する為、パソコン入力（マウス利用）が出来る方
　（使用予定ソフト：Word、Excel、PowerPoint）

https://www.bridgestone.co.jp/

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
https://www.bridgestone.co.jp/


時間  　8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

2018年8月7日
連絡

（火）

時間  　8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30

2018年8月8日
連絡

（水）

ＴＣ→本社

資料作成・プレゼン練習
まとめ
発表

1211室田 1211室田 1200本部

移動

昼休み

場 所 技術センター

本社内
見学

担当講師 2630B

内 容 TODAY館見学 デザイン実習

2210応接室

2210応接室 2111会議室

グループワーク
（ビジネスワーク実習）

まとめ
発表

担当講師 1211室田 1211室田

内 容
概要説明
自己紹介

会社概要
説明

先輩社員との
座談会（2名）

昼休み

BSクイズ
大会

場 所 2210応接室

2018年障害者インターシップ 受入カリキュラム（案） ＜2018年8/7～8/8＞ 
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ブルームバーグオフィス・ツアーから一日をスタートして頂きます。ユニークなファシリティ、そして様々な部署を見
て頂いたあと、いくつかの部署（ニュース・カスタマーサポート・システム・ ホスピタリティ・アナリティクス部（ＴＯＭ
Ｓ）・グローバルデータ部・サプライチェーン等）で実際に業務を体験していただきます。
また、弊社の大切な文化にもなっているボランティア活動の体験をする時間も設けています。　　一日の最後に
は各部署からの社員にキャリアや会社についての質問、アドバイスを受けることが出来るメンタリング・セッション
を行います。

７～８名程度

手話通訳をアレンジ
体調が悪くなった際の休憩室の用意

    ・　大学生、大学院生、卒業から5年以内
    ・　障害者手帳をお持ちの方
    ・　原則、介助者なしでプログラムへの参加が可能な方
    ・　プログラムの実施を行う事業所に通勤可能な方（宿泊施設のご用意はありません）
    ・　会社のガイドや研修内容を踏まえて、PCを使って作業を行うことが可能な方

ブルームバーグには社員一人ひとりが能力を自由に発揮できるよう、洗練されたゆとりのあるオフィスを始め、働きやすい
環境があります。また、世界各地の拠点でさまざまなバックグラウンドを持つ人々が働いているため、国籍や生まれ育った
環境、障がいの有無に関係なく活躍できるフラットな環境です。このインターンシッププログラムを通し、参加される方の今
後のキャリアの方向性や優先順位がより明確になり、少しでも弊社としてお力になれればと思っております。
皆さまのご応募、お待ちしております。

東京都 東京都千代田区丸ノ内2-4-1 丸ノ内ビルディング21階

ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

ブルームバーグＬ.Ｐ.

ブルームバーグＬ.Ｐ.

https://www.bloomberg.co.jp/careers
採用ページ
https://www.bloomberg.co.jp/careers/about/disabilities/?utm_medium=xtrnl_site&utm_campaign=Diversity&utm_source=W
ebsite&utm_content=About&bbgsum=DS-WS-COMPANY-JPN

1回につき6時間程度を予定しております。(9AM-3PM) 2018年8月下旬～9月上旬の期間内で開
催予定。            参加者の方の興味がある部署との調整等もあるため、参加者の方と後日直
接日程の調整を致します。

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
https://www.bloomberg.co.jp/
https://www.bloomberg.co.jp/
https://www.bloomberg.co.jp/
https://www.bloomberg.co.jp/


フリガナ

企業名

会社HP

開催日時

開催場所

プログラム
概要

定員

対応出来る
配慮事項

対象者

その他各社よ
り

伝えたいこと

問い合わせ先

ACE　インターンシップ　募集要項（各社用）

明治安田ビジネスプラス株式会社
（弊社は明治安田生命保険相互会社の特例子会社となります）

2018年7月下旬～9月上旬の期間内で適宜開催（1回につき2日間、最多で4回を想定）
（日程は、受講確定された方と直接調整し、適宜設定が可能です）

明治安田ビジネスプラス　本社（江東区東陽2-4-46　ASKビル5F）
ならびに明治安田生命保険　東陽町本社（江東区東陽2-2-11 明治安田生命新東陽町ビル2F）
（いずれも東京地下鉄東西線　東陽町駅より徒歩5分程度となります）

ace.academia2018@gmail.com

弊社は、「一人ひとりの多様性を尊重する人に一番やさしい会社をめざして」2017年6月に設立された新しい会社
です。やりがいを持っていきいきと働ける環境を整備してまいりますので、私たちと一緒に働き成長してくださる
方々をお待ちしています。

メイジヤスダビジネスプラス

（一例）
一日目：　会社説明、データ入力・点検、送付物準備・仕分け、職場見学
二日目：　スキャニング、名刺入力、会議室レイアウト変更、振り返り

最多20名まで（1回につき5名受入×4回開催と仮定）

過去の実習実績としては、精神障害（発達障害を含む）と知的障害の方々がいらっしゃり、経験を積んだ複数の
職員で担当いたします。

以下の条件を全て満たす方となります。
・四年制大学もしくは大学院を卒業している方、2020年3月までに卒業見込みの方
・障がい手帳をお持ちの方もしくは取得予定の方
・公共交通機関で参加可能な方
・ 当社オリジナルのシステムを使用する為、パソコン入力（マウス利用）ができる方

http://www.myplus.co.jp/

（ACEインターンシップ・キャリアセミナー事務局） 

mailto:ace.academia2018@gmail.com
http://www.myplus.co.jp/

