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この度は、『地⽅学⽣のためのインターンシップセミナー』にご出展いただきまして誠にありがとうございます。  
この出展概要は、6⽉9⽇(⽊)開催『地⽅学⽣のためのインターンシップセミナー』にご出展いただくにあたってのご案内で
す。  
是⾮ご⼀読の上、スケジュールなどをご確認いただきますと共に、諸準備をお進めくださいますよう、お願い申し上げます。
また本記載に関しまして、ご不明点等ございましたらお気軽にtype就活事務局までご相談ください。 イベント開催にあた
り、⾊々とご協⼒をお願いすることもあるかと存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
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１．開催概要

開催⽇時

2022年6⽉9⽇(⽊) 17:00〜20:10 
 
  ■ 企業PR&座談会 ｜ 17:00〜19:30 
  ■ 懇親会     ｜ 19:30〜20:10 
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開催⽅法

オンライン(Zoomミーティング)での開催です。  
イベント当⽇参加⽤のURLは後⽇メールでお送りいたします。 

⾳声/映像が悪くなる可能性がございますので、可能な限りネットワーク環境が安定している場所でご参加くださ
い。 

イベントの運⽤上、「バージョン5.9.1」以上、もしくは最新のバージョンにアップデートしたZoomアプリでのご参

加をお願いいたします。 
※アプリのバージョンの確認⽅法&アップデートの⽅法はこちら 

※ブラウザからご参加される⽅は対応の必要はございません

２．イベント当⽇までのスケジュール

①【任意参加】イベントリハーサル：6/6(⽉)16:00〜16:30

Zoomの基本操作とイベント当⽇のスケジュールについて説明動画をご⽤意しております。 

必ず事前にご確認くださいませ。 
 

別途、当⽇使⽤するシステム(Zoom)を使⽤したリハーサル環境をご⽤意しております。 
動画を⾒てご不明点がある、実際に操作を試してみたい、バージョン確認のためにZoomへアクセスチェックがした

い、 などのご要望がございましたらお申込みください。 

リハーサルはQ&Aを中⼼とした質問会の形式で実施いたします。 
実施時間内でご都合のよいタイミングでアクセス下さい。ご参加は任意です。 

 
 

--------------------------------------------- 

■ Zoomの基本操作とスケジュールについての説明動画はこちら 
■リハーサル申込〆切 ：6/3(⾦) 11:00 

■リハーサル参加お申込フォームはこちら 
---------------------------------------------  

 
※お申込確認メールにリハーサル⽤のZoomURLが記載されております 

※リハーサルは複数イベント合同で実施いたします 

※リハーサルに参加を希望しており、本⽇程ではご参加が難しい場合は、担当営業までご連絡ください。個別にご説
明差し上げます 

 

③【事前登録必須】「当⽇⽤参加者登録フォーム」⼊⼒〆切：6/7(⽕)11:00

イベント当⽇にご参加される⽅の情報をご登録ください。 

 
--------------------------------------------- 

■⼊⼒〆切：6/7(⽕)11:00 

■当⽇⽤参加者登録フォームはこちら 
---------------------------------------------  

 
後⽇、ご登録いただいたメールアドレスへイベント当⽇⽤URLをお送りいたします。 

ZoomURLは参加者それぞれ固有のものを発⾏しております。当⽇参加⽤のURLは社内にて共有しないようお願いい

https://typeshukatsu.jp/s/wp-content/uploads/2022/03/20220303_Zoomupdate_info.pdf
https://youtu.be/j66dyAG9J8s
https://forms.zohopublic.com/typeshukatsu/form/type13/formperma/Z0nBRpOcJMX1Be67d2lYIs7UUYkBGLP0OknPxnmFTi0
https://forms.zohopublic.com/typeshukatsu/form/Untitled42/formperma/8jDealiP6gPr8oYdAyYTCi2_KPToaRsJxAr-oww9N6I
https://typeshukatsu.jp/s/offer/
https://typeshukatsu.jp/s/column/


たします。  

イベント当⽇は開始時刻の10分前になりましたら、確認メールからアクセスください。 
※事前の⾳声チェックをご希望される場合は、15分前からアクセスください。確認させていただきます

④イベント当⽇のスケジュール

開催時間：6/9(⽊) 17:00〜20:10  
 
集合時間：開始時刻の10分前  
※確認メールに記載されている参加⽤URLからそれぞれアクセスください  
 
▼確認メールのタイトルはこちら  
地⽅学⽣のためのインターンシップセミナー【24卒対象/オンライン座談会】確認  
 
【タイムテーブル】

時間帯 内容

- 16:50  集合時間

17:00 - 18:00  企業PR(各社7分)

18:00 - 18:20  座談会①

18:20 - 18:40  座談会②

18:40 - 18:45  休憩

18:45 - 19:05  座談会③

19:05 - 19:25  座談会④

19:25 - 19:30  移動

19:30 - 20:10  懇親会

20:10 -  イベント終了

 

◆ 座談会について 
 
・各座談会の終了5分前と1分前に事務局から⽂字でお知らせします 
・終了時刻となりましたら次の座談会会場へ⾃動的に移動しますので、そのままお待ちください 
・お話の途中でも⾃動的に移動しますので、ご了承ください 
・3回⽬の座談会会場にて開始時刻までお待ちください 
・休憩時間の間はカメラ・マイクはOFFにしていただいて構いません 
・参加学⽣にも休憩の旨、お声掛けのご協⼒をお願いいたします 
 
◆ 懇親会について 
 
・同⼀Zoom内にて実施します 
・司会の案内に従ってブレイクアウトルームへのご移動をお願いいたします 
・座談会で話を聞けなかった学⽣が参加する可能性がございます。必ず終了時刻までご参加くださいますようお願い
いたします

３．イベント当⽇に使⽤するシステムについて

本イベントではZoomを使⽤いたします。 

Zoomの操作⽅法は以下のマニュアルから事前にご確認ください。 

 
■Zoon操作マニュアルはこちら  

４．企業PRについて

https://typeshukatsu.jp/s/wp-content/uploads/2021/03/mtg_manual_cl2.pdf


イベント当⽇の企業PRは各社7分間です。 

終了時間になりましたら、事務局よりお声がけします。 
 

 

 
 

企業PR時にプレゼンテーションデータの投影をご希望される場合は、ご⾃⾝のPCから投影することが可能です。 

イベント当⽇までにご⽤意をお願いいたします。 
 

※PPT推奨 
※動画や⾳声付きのデータはネット環境によっては動作に⽀障が出る場合がございますので、お控えください 

 

■企業PRの注意事項 
・PRの持ち時間以外のときはカメラ/マイクOFFにて離席したり、他の作業をしていただいても構いません。⾃社PR

の5分前までにお戻りください。待ち時間の間にZoomから退出しないようにだけ、ご注意ください 
・各社の企業PRの開始時刻の5分前となりましたら、事務局からチャットにて在席確認のご連絡をいたします 

・企業PRの順番になったときまでにZoomのアクセスが確認できなかった／席にお戻りになっておらずスタートして

いただけない場合、スキップとなります 
・スキップとなった場合、別途企業PRの時間を設けることができません 

５．学⽣から回収した事前質問の広報について

イベント開催の3営業⽇前に、事前に学⽣から回収した質問を共有いたします。 

当⽇の⾃社企業PRの内容に盛り込んだり、座談会の際の参考としてご活⽤いただけますと幸いです。 

 
※⾃社のどういった点に学⽣が興味や疑問を持っているのかを事前に把握するための資料としてお使いください 

 
共有時期：6/6(⽉)18:00頃 

共有内容：①エントリー学⽣からの事前質問 

     ②社員インタビュー記事への学⽣からの質問 ※過去にtype就活へ記事掲載があった企業のみ対象 
共有⽅法：type就活管理サイトにメッセージへファイル(PDF)ダウンロード⽤のURLを共有

６．レンタルPCのお申込について

【お申込みされる企業様のみ⼊⼒必須】「レンタルPC利⽤お申込フォーム」⼊⼒〆切：
5/24(⽕) 11:00

Zoomにはアプリ、ブラウザ(URL)経由どちらからでもご参加可能です。 
社内セキュリティの関係上、Zoomの利⽤ができない企業様はレンタルPCのお申込をお願いいたします。 

 

--------------------------------------------- 
■申込〆切 ：5/24(⽕) 11:00 

■レンタルPC利⽤お申込フォームはこちら 

https://forms.zohopublic.com/typeshukatsu/form/24typePC/formperma/pEWrnafLDNVfix-VlwapANkE2ZiGAOfsC_AZoJogySo


---------------------------------------------  

レンタルPCの到着⽇は6/3(⾦)です。 
 

運営の⼀部を弊社指定業者である、株式会社アルター(以下、アルター）に業務委託しております。 
お申込後の、請求書発⾏は出展企業様とアルターとの直接のお取引となります。  

７．イベントのお問い合わせ

開催までの間にご不明点等がございましたら、担当営業もしくはtype就活事務局(shukatsu@type.jp)までお問い合わ
せください。 

 

イベント当⽇にZoomで不具合等が発⽣しましたら、以下の番号までお問い合わせください。  
 

■お問合せ番号 事務局担当 ※イベント当⽇のみの回線です  
 

03-3560-8058／03-3560-1870 
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