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この度は、『東⼤⽣のためのキャリアプランニングセミナー』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、12⽉9⽇(⾦)開催『東⼤⽣のためのキャリアプランニングセミナー』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12⽉9⽇(⾦)  17:00〜20:10 

開催⽅法

type就活 
公式アプリはこちら

トップ企業が開催するインター
ンや本選考のエントリーや、 

イベント、説明会に 
参加いただけます。

新規会員登録はこちら

就活関連サービス

お知らせ

就職の本質を考える

イベント・説明会を探す インターン・本選考を探す 企業情報を⾒る 記事を読む  

ログイン 新規会員登録

いいね︕ シェアする

https://typeshukatsu.jp/
https://typeshukatsu.jp/s/event_company/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Ftypeshukatsu.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=%E3%80%9012%2F9%E9%87%91%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%91%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E7%94%9F%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%20%E3%81%94%E5%87%BA%E5%B1%95%E6%A6%82%E8%A6%81%20%7C%20type%E5%B0%B1%E6%B4%BB&url=https%3A%2F%2Ftypeshukatsu.jp%2Fs%2Fevent_company%2F39036%2F
https://typeshukatsu.jp/s/wp-content/uploads/2022/11/221209_todai_info2.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.typeshukatsu.smapp&hl=ja%3Futm_source%3Dapac_med&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://itunes.apple.com/jp/app/type%E5%B0%B1%E6%B4%BB/id1325401287?mt=8
https://typeshukatsu.jp/prov/regist/input/
https://typeshukatsu.jp/s/about/
https://typeshukatsu.jp/s/faq/
https://typeshukatsu.jp/agent/link/
https://typeshukatsu.jp/s/service/
https://typeshukatsu.jp/s/info/16941/
https://typeshukatsu.jp/s/magazine/38457/
https://typeshukatsu.jp/s/eventreport/
https://typeshukatsu.jp/
https://typeshukatsu.jp/search/
https://typeshukatsu.jp/recruitment/
https://typeshukatsu.jp/company/
https://typeshukatsu.jp/s/article/
https://typeshukatsu.jp/login/
https://typeshukatsu.jp/prov/regist/input/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Ftypeshukatsu.jp%2Fs%2Fevent_company%2F39036%2F%23index2-1&display=popup&ref=plugin&src=share_button


オンライン(Zoomミーティング) 

※イベント当⽇参加⽤のURLは開催前⽇にお送りいたします 
※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 

Zoomのバージョンについて

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。 

※Zoomのアップデートポリシーの規定がございますので、最新のバージョンへのアップデートを推奨いたします 

※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【全社様⼊⼒必須】「社員情報回答フォーム」⼊⼒〆切：11/25(⾦)18:00

ご⼊⼒いただいた内容は、 type就活登録学⽣に随時メルマガ等の告知に活⽤いたします。 
ご参加いただく⽅の情報を事前に告知することが出来れば、学⽣が参加するきっかけにもなりますので、ぜひご協⼒
の程よろしくお願い申し上げます。 
 
--------------------------------------------- 
■⼊⼒〆切：11/25(⾦)18:00 
■社員情報回答フォームはこちら 
---------------------------------------------  
 

②【事前登録必須】「当⽇⽤参加者登録フォーム」⼊⼒〆切：12/7(⽔)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：12/7(⽔)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

たします。  
イベント当⽇は開始時刻の15分前までに、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、20分前からアクセスください。確認させていただきます

③イベント当⽇のスケジュール

開催時間：12/9(⾦) 17:00〜20:10  
 
集合時間：開始時刻の15分前(16:45)  
※参加される部の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  
※ブレイクアウトルーム移動の練習を実施しますので、時間厳守にご協⼒をお願いいたします  
 
▼確認メールのタイトルはこちら  
東⼤⽣のためのキャリアプランニングセミナー【24卒対象/オンライン座談会】確認  

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/360059429231-Zoom-%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88[%E2%80%A6]%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB-%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC
https://typeshukatsu.jp/s/wp-content/uploads/2021/03/20210309_Zoomupdate_info.pdf
https://forms.zohopublic.com/typeshukatsu/form/Untitled53/formperma/w_ss8RoK97Bl559-lsUptXmdj-f4XkHW9gmxTDG4COY
https://forms.zohopublic.com/typeshukatsu/form/Untitled54/formperma/KQX7fP0c1eJ9QvyGyJfJD0NB6I11E0cPL4y5CdUgL1Q
https://typeshukatsu.jp/s/eventreport/
https://typeshukatsu.jp/s/offer/
https://typeshukatsu.jp/s/column/


 
【タイムテーブル】

時間帯 内容

- 16:45  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

 

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  

 
イベントの運⽤上、「バージョン5.9.1」以上、もしくは最新状態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。 
 
※Zoomへのアクセス⽅法の確認／操作のデモなどをご希望の場合は、本番と同様の設定をしたリハーサル⽤の
Zoomをご⽤意いたします。リハーサルをご希望する⽇時を担当営業までご連絡ください

４．企業PRについて

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。 

 

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


※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．座談会・懇親会について

座談会

20分間の座談会を4回実施いたします。 
各座談会終了の5分前と1分前にメッセージをお送りします。 
各座談会終了時刻となりましたら、事務局より画⾯共有にてブレイクアウトルーム移動のご案内を差し上げます。 
座談会終了の画⾯共有が表⽰されましたら、各⾃ご移動をお願いいたします。 
案内の表⽰から15秒経過しても、移動の確認が出来ない場合、事務局にて移動の操作をさせていただきますので、予
めご了承ください。 
 
■ブレイクアウトルーム移動の操作マニュアルはこちら 
 
2回⽬の座談会終了後、休憩時間を設けております。 
3回⽬のブレイクアウトルームにご移動後、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

座談会終了後、同⼀Zoom内にて40分間の懇親会を実施いたします。 
各企業様の名前のブレイクアウトルームの案内がポップアップで表⽰されますので、司会の案内に従ってご移動をお
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ので、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。

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：
11/22(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。 
 
--------------------------------------------- 
※お申込受付は終了しました 
---------------------------------------------  
レンタルPCの到着⽇は12/5(⽉)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。  

７．参加学⽣の個⼈情報について

本イベントに参加した学⽣の個⼈情報は12/9(⾦)21:00以降に管理画⾯よりダウンロードいただけます。 

※システムトラブル等により、上記⽇程が変更になる場合は、別途type就活事務局よりお知らせいたします

https://typeshukatsu.jp/s/wp-content/uploads/2022/07/20220729_BR.pdf


８．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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type就活を運営する 
（株）キャリアデザインセンターは 
「プライバシーマーク」認定事業者です
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