
フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

開催なし PMのみ 開催なし 開催なし 開催なし

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

カブシキガイシャ　コウベセイコウショ

株式会社　神戸製鋼所

http://www.kobelco.co.jp/

開催日時

(プルダウン選択)

・企業担当者1～2名と学生2～3名で、オンラインによる懇談会を行います。

・弊社の業務内容や働き方、職場環境などについてご説明後、皆さんからの質問、相談にお答えします。

・1回90分、①13:30～15:00　②15:30～17:00で実施予定です。

6名

当社では約200名の障がいを持つ方々が、多様な職場・職種で活躍しています。

オンライン相談会では、障がいを持つ先輩社員や採用担当が、働くことに対する疑問や不安など、みなさん

の質問にざっくばらんにお答えしていきます。

オンライン相談会はMicrosoft teamsを利用します。

http://www.kobelco.co.jp/


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

その他(概要に記載) その他(概要に記載) 開催なし 開催なし 開催なし

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

カブシキガイシャジェイティービー

株式会社JTB

https://www.jtbcorp.jp/jp/

開催日時

(プルダウン選択)

◆2Daysインターンシップ

本プログラムのメインは’リアル’な就業体験と先輩社員との交流です。

内容は以下の通りです。

①JTBの概要

②就業体験（旅行後方業務、国内手配業務を体験していただきます）

③社員を迎えてのパネルトーク

若干名

実際にJTB社員に指導している講師からの本格的就業体験！障がいのある先輩社員との交流もあり満

足度120％となっています！

2日間の昼食提供あり

https://www.jtbcorp.jp/jp/


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

PMのみ PMのみ 開催なし PMのみ PMのみ

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

先輩社員を交えての個別相談会です。(お一人あたり約1時間程度)

3人/日

はじめに会社概要の説明をしたあと、実際に働いている社員と人事担当者が個別にお話を伺います。

障害があると建設会社で働くのは難しいのでは？と思われるかもしれませんが、当社には様々な仕事があ

り、活躍できるフィールドが必ずあります。ぜひ一度、話だけでも聞いてみませんか？

オンライン相談会はMicrosoft teamsを利用します。

事前にソフトのインストールが必要となりますので、応募者が決定次第、個別にお知らせいたします。

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

清水建設株式会社

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

開催日時

(プルダウン選択)

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


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

終日

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

9月10日先輩社員を交えての個別相談会です。(お一人あたり約30分程度)

相談会の前に、会社・仕事紹介の動画を視聴して頂く予定です。

また、人事担当者、先輩社員への質問を事前に送って頂き、それに答えながらお話しする予定です。

12名程度

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250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！

オンライン相談会はWebEXを利用します。

事前にソフトのインストールが必要となりますので、応募者が決定次第、個別にお知らせいたします。

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

セキスイハウス

積水ハウス株式会社

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

開催日時

(プルダウン選択)

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


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

開催なし PMのみ PMのみ 開催なし 開催なし

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

セコムカブシキカイシャ

セコム株式会社

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

開催日時

(プルダウン選択)

オンラインによる社員との相談会です。

両日とも

　　13：00～

　　14：00～

　　15：00～

それぞれの時間帯に　各１名ずつ×３回×２日間　計６名

企業に聞いてみたいことについて　気軽にお話ししましょう。

障がいのある先輩社員または採用部の社員が、丁寧にお答えします。

パソコン入力（マウス利用）が出来る方

オンラインでの参加方法については、個別にご案内します。

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


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

終日 終日 終日 終日 終日

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

トートーカブシキカイシャ

TOTO株式会社

https://jp.toto.com/

開催日時

(プルダウン選択)

TOTOでは、オンライン相談会を実施します。

皆さまの就職に対する悩みやご相談を、お一人ずつ丁寧にお伺いいたします。

ご家族や大学関係者も同席可能です。

＜概要＞

所要時間：お一人あたり約1時間程度

・TOTOグループのご説明

・就労についての個別相談(時間枠内で自由にお話しするスタイルです）

5名/日×5日間＝計25名程度

TOTOグループでは「ひとりひとりの個性を尊重し、イキイキとした職場」の実現を目指し、

障がいも「個性」と捉え、様々な障がいを持った方が働いています。

TOTOを知っていただく良い機会と思いますので、皆様のご応募をお待ちしています。

日程が合えば、TOTOグループで働く障がい者社員も参加しますので、気軽にいろんなことを話しましょう！

まずは、ご応募ください。

ご参加者は、TOTOマイページのご登録が必要となります。

日時や登録方法は、応募者が決定次第、個別にお知らせいたします。

https://jp.toto.com/


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

終日 終日 終日 終日 開催なし

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

ﾄｯﾊﾟﾝｲﾝｻﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

凸版印刷株式会社

https://www.toppan.co.jp/

開催日時

(プルダウン選択)

企業訪問型でインターンシップを実施します。（最寄り駅：JR秋葉原駅徒歩10分）

9/7：会社紹介、グループワーク、社内見学など

9/8～9/10：業務事例、就業体験、質疑応答、レポート作成など

詳細は対象者確定次第、個別にご連絡いたします。

※感染症などの状況によりオンライン相談会へ変更する場合があります。日程は9/7～9/10で調整のうえ

個別にご連絡いたします。

2名

「会社ではどのような一日を過ごすのか」「デスクワークって何をするの」など、様々なご不安があるかと思いま

す。当社では働くことについて理解を深めていただくきっかけになるようなプログラムをご用意いたします。意欲

を持った方のご応募をお待ちしております。

＝参加条件＝

ACEオンラインキャリアセミナーおよび9/7～9/10全日程参加可能な方

保険：弊社での付保は行いません。大学支援室他御担当窓口でご相談願います。

https://www.toppan.co.jp/


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

開催なし 開催なし 開催なし PMのみ PMのみ

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

カブシキカイシャ　ニチレイフーズ

株式会社　ニチレイフーズ

https://www.nichireifoods.co.jp/

開催日時

(プルダウン選択)

・企業担当者1名と学生2～3名で、オンラインによる会社説明会懇談会を行います。

・弊社の業務内容についてご説明後、皆さんからの質問、相談にお答えします。

・両日とも、1回90分、①13:00～14:30　②15:30～17:00で実施予定です。

12名

弊社について知っていただくとともに、仕事のやりがいや企業で働く上での疑問や不安などについて、ご質問

にざっくばらんにお答えします。

皆さまのご参加をお待ちしております。

・時間帯については、応募者が確定後、調整させていただきます。

・オンライン懇談会はmicrosoftteamsを利用します。詳細は、参加者に個別にお知らせいたします。

https://www.nichireifoods.co.jp/


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

開催なし PMのみ AMのみ 開催なし 開催なし

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

ニホンアイビーエムカブシキガイシャ

日本IBM株式会社

https://www.ibm.com/jp

開催日時

(プルダウン選択)

9/8午後と9/9午前のトータル1日のオンラインによるプログラムです。

・IBM紹介

・IT Specialist（SE）の仕事紹介

・障がいをもつ社員との座談会

・社会人としての基礎力を養うWorkshop

・Access Blue Program（障がい者対象のIBMのインターンシップ）紹介

5名〜10名程度

・9/8と9/9の両日参加可能な方を募集します。

・Webexを利用したオンライン開催です。

事前にソフトのインストールが必要となりますので、応募者が決定次第、個別にお知らせいたします。

日本IBMでは1950年代初頭より障がいのある社員が働いており、今もさまざまな部署で活躍しています。募集

する職種の仕事が遂行できれば、障がいの種類や程度に関係なく、採用の機会は均等で、採用後も同一の処

遇が適用されます。

Diversityを重んじるIBMについて、IBMで働くことについての理解を深める機会となるようなプログラムをご用意

しています。ご参加お待ちしています。

https://www.ibm.com/jp


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

開催なし 開催なし PMのみ PMのみ 開催なし

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

・企業担当者1～2名と学生2～3名で、オンラインによる懇談会を行います。

・弊社の業務内容や働き方、職場環境などについてご説明後、皆さんからの質問、相談にお答えしま

す。

・両日とも、1回90分、①13:00～14:30　②15:30～17:00で実施予定です。

12人

弊社について知っていただくとともに、仕事のやりがいや企業で働く上での疑問や不安などについて、ご質

問にざっくばらんにお答えします。

皆さまのご参加をお待ちしております。

・時間帯については、応募者が確定後、調整させていただきます。

・オンライン懇談会はZoomを利用します。詳細は、参加者に個別にお知らせいたします。

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

ニホンコウクウカブシキガイシャ

日本航空株式会社

https://www.jal.com/ja/

開催日時

(プルダウン選択)

https://www.jal.com/ja/


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

開催なし 開催なし 開催なし 終日 開催なし

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

パナソニックの「会社説明」＆人事担当者による「個別相談会」　（オンライン開催）

　9:00～　会社説明（全員参加）

10:00～　個別相談会（お1人あたり、約30分予定）

12人

・Microsoft Teams　を利用し、オンラインで実施いたします。

・情報保障として、チャット活用・UDトークを準備予定です。

　（その他、必要な配慮事項は事前に相談させていただきます。）

パナソニックでは、多様な人材が活躍することで、よりよいくらしと、よりよい社会の実現をめざしています。障

がいの内容に応じた様々なサポートによる「働きやすさ」と、障がいの有無にかかわらず意欲的にチャレンジで

きる「働きがい」にあふれる職場でいっしょに大きな夢を追いかけませんか。会社のこと、働くということ、どんな

ご相談でも結構です。皆さまのご応募をお待ちしています！

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

パナソニックカブシキガイシャ

パナソニック株式会社

https://www.panasonic.com/jp/home.html

開催日時

(プルダウン選択)

https://www.panasonic.com/jp/home.html


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

その他(概要に記載)

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

ブルームバーグ・エル・ピー

Bloomberg L.P.

https://www.bloomberg.co.jp/

開催日時

(プルダウン選択)

障がいをお持ちの学生の方向けに、45分程度のメンタリング・キャリア相談を実施します。

このメンタリングは、実際に弊社でどのように障がい者の方が活躍されているか、どのようなキャリア開発の可

能性があるかを一方的にお話しするのものではありません。

障がいをお持ちの学生の皆さんが漠然と抱えている、「働くこと」に対する不安や悩みについて話しを伺い、

一緒に皆さんのキャリアの可能性を考えることを目的としています。

【日程】

9月10日（木）に下記の枠で実施いたします。

申し込みの際は、希望の時間を第三候補までご連絡ください。

①10:00-10:45　②11:00-11:45　③13:00-13:45　④14:00-14:45　⑤15:00-15:45

5名程度（応募人数により調整の可能性あり）

外資系企業というと学生の皆さんは何を思い浮かべるでしょうか？

Bloombergでは障がい者の方を含め、人種、宗教、性別、国籍、その他のいかなる区分を超え、様々な

バックグラウンドを持つ社員が活躍しています。

障がい者採用の人事担当者と、障がいをお持ちの方を支援したいと考える有志の社員で皆さんのキャリア

の相談にのらせていただきます。

是非、この機会にご自身の「働くこと」や「キャリア」について考えてみませんか？

弊社のD&Iカルチャーにご興味をお持ちの方は、是非こちらをご参照ください。

https://about.bloomberg.co.jp/diversity-inclusion/abilities-community/

【オンライン相談の環境について】

個別相談会はChromeまたはFirefoxのWEBブラウザを用いたビデオ会議により行わせていただきます。カ

メラ、マイク機能のついているPCが必要となります。

https://www.bloomberg.co.jp/


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

開催なし 終日 終日 終日 開催なし

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

9月8日～9月10日の3日間で、3DAYSインターンシップを行います。

・分析計測機器を扱う弊社を題材とした企業研究、仕事理解を目的としたコンテンツに、グループワークや

発表を交えながら挑戦いただく見込みです。

・時勢も加味しつつ、①弊社に3日間来社いただく　②オンライン（Microsoft Teams)にて参加いただく

③来社とオンラインを組み合わせた形　の何れかで実施いたします。

※詳細は後日改めてご意向なども確認しつつ決めていきたいと考えています。

9月8日〜9月10日(3日間)：4名

隠れた「世界シェアNo.1」を持つ、京都のグローバル・BtoBメーカーであるHORIBAの事業や、「メーカーに

はどんな仕事（職種）があるのか？」などを、グループワークや発表という積極的な他者との協力・交流の

機会を通して学んでいただこうと考えています。なかなか普段は目にすることのない業界を知るきっかけとして

いただければ幸いです。また、オンラインなど新しい働き方に関する試行錯誤にも前向きにチャレンジいただけ

る方を歓迎いたします。

インターンシップの参加条件

・弊社（京都市南区）へ3日間ご自宅から通うことができること

・ご自宅にインターネット環境と、Officeソフト（PowerPoint含む）、オンライン会議システム

（Microsoft　Teams）が使用可能なパソコンがあること　　の両方を満たす方

※来社いただく際は大学の窓口等で「インターンシップ保険」に必ずご加入ください。

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

カブシキカイシャホリバセイサクショ

株式会社堀場製作所

https://www.horiba.com/jp/

開催日時

(プルダウン選択)

https://www.horiba.com/jp/


フリガナ

企業名

会社HP

9月7日 9月8日 9月9日 9月10日 9月11日

その他(概要に記載) その他(概要に記載) その他(概要に記載)

プログラム

概要

定員

学生へのメッセージ

連絡事項

個別相談会を、9月9日(水)、9月10日(木)、9月11日(金)で開催します。

ー人事部員や先輩社員を交えて、今の金融業界や当グループの取組みにかかるお話し、

   また、皆さんからのご質問にお答えします。(お一人あたり約1時間程度)

ー相談会は、東京本社に実際にお越しいただくかオンラインでの実施を選択できます

10名程度

当グループに限らず、金融業界に対する質問等、様々な興味関心事について、

社会人とのコミュニケーションを通して知っていただく良い機会ですので、ご参加を

お待ちしています。

参加日・参加方法(実地(東京本社)orオンライン)の希望をお知らせください。

 ※相談会をオンラインで実施する場合の手段については、別途ご案内します。

 ※実地をご希望いただいた場合でも、社会環境によってはオンラインへの変更をお願い

    する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ACE2020　学生向けオンライン相談会(企業エントリーシート)

カブシキカイシャミズホフィナンシャルグループ

株式会社みずほフィナンシャルグループ

https://www.mizuho-fg.co.jp/index.html

開催日時

(プルダウン選択)

https://www.mizuho-fg.co.jp/index.html

