《English below》

日

時

2018 年 6 月 20 日（水）

13：20～17：30

開催言語

日本語

参加企業

・日本航空（航空）
・JTB（旅行）
・SONY（メーカー）
・パソナ（人材）
・Cyber Agent（IT/広告）
・東京センチュリー（金融）
・アシックス（メーカー/スポーツ）
・京王プラザホテル（サービス）
・ダイヤモンドヘッド（IT/ファッション）
受付 12：50-13：20 【H101】
オリエンテーション＆企業 PR タイム 13：20～13：50

内

容

【H101】

個別説明会 ：※1 ターム 40 分×4 回 ［Ｄ棟］
① 14：00～14：40 ② 14：50～15：30 ③ 15：40～16：20 ④ 16：30～17：10
フリータイム（質疑応答等）：17：10～17：30

参加対象

APU 全回生

定

員

300 名

場

所

集合：H101

服

装

自由

個別説明会：D 棟小教室

① Campusmate Web より「オンキャンパス・リクルーティング等イベント情報検索」をクリックする。

申込方法

② 条件を入力し参加を希望するイベント情報を検索。
③ イベント情報を選択し「参加申込」をクリックする。
※申込みが完了すると、申込みをしたイベント情報が赤く表示されます。

締

切

そ の 他

6 月 19 日 （火） 12:15
参加出来る回のみ、参加することも可能です。
※但し、説明会開催時間中の入退室は禁止します。

◆注意事項◆

①受付は先着順です。定員に達した場合は、参加をお断りさせていただく場合があります。
②当日は時間に遅れないように集合してください。遅刻者は参加を認めません。
③出欠確認の為、学生証をカードリーダに通してもらいます。必ず持参してください。
④キャンセル及び体調不良などにより出席できない場合は、事前にキャリア･オフィスまでご連絡ください。
※キャンセル等のご連絡は、キャリア・オフィスの開室時間内に、窓口もしくは電話でのみ受け付けます。
（Eメールでのキャンセル連絡は一切受け付けません。）
※無断欠席者に対しては、次回からのキャリアイベントへの参加をお断りする場合があります。
⑤添付に「参加票」があります。各自、この「参加票」に必要事項をパソコン入力し、印刷して、当日持参してください。参
加した企業説明会終了後に提出してもらいます。
【お問い合わせ先：キャリア･オフィス】 TEL：0977-78-1128

E-mail：career2@apu.ac.jp

担当：竹林・伊東・倉田

Date & Time
Language

Participating
companies

Wednesday, 20th June, 2018

13：20～17：30

Japanese

・Japan Airlines (Airline)
・Sony Corporation（Manufacturing）
・JTB Corporation（Travel）
・Keio Plaza Hotel（Service）
・Pasona Inc.（HR）
・Tokyo Century Corporation（Finance）
・CyberAgent, Inc.（IT/Advertising）
・ASICS Corporation（Manufacturing/Sports）
・Diamond Head Co.,Ltd.（IT/Fashion）
Reception: 12:50-13:20 * Please arrive at the venue 5 mins prior to this time. 【H101】
event orientation & company introductions 13：20～13：50 【H101】

Content

*Each individual company seminar : 40 minutes × 4 rounds
① 14：00～14：40

② 14：50～15：30

③ 15：40～16：20 ④ 16：30～17：10

Q & A Session: 17：10-17:30
For
Capacity

All Students
300

Venue

Meeting Place：H101

Attire

Casual
① Click On-Campus Recruiting and Other Event Search in Campusmate Web.
② Input the details of the event you wish to participate and click search.
③ Select the event you wish to participate and click register.
* Any event that you have registered for will be highlighted in red.
12:15 on Tuesday, 19th June

How to
apply
Deadline

individual company seminar：the small classrooms in D Building

Please arrive and leave the event at your convenience. So please participate when it best
fits your schedule!
Other

※However, please keep in mind that you cannot join and/or leave in the middle of an
ongoing company seminar. Make sure you come to the classroom on time and remain in
the seminar until the end.

Notice:
1. This event is conducted on a first-come, first-served basis. Application will be closed once the participant
capacity has reached the limit.
2. Please be on time. Latecomers will not be permitted to enter the classroom.
3. As a method of collecting students' attendance, please tap your student ID card on the card reader machine
before entering the classroom. Therefore, make sure to bring your student ID with you.
4. In the case you want to cancel your event registration or will be absent due to sickness or unforeseen
circumstances, please make sure to contact the Career Office.
※In the case of event registration cancellation, please make a phone call or come to the Career Office
front desk during office hours. (Cancellation by email will NOT be accepted.)
※If you are absent without prior notice, your participation in the next Career Office event may be
declined.
5.Please print out the “attendance sheet” attached, type in your details and bring it with you. At the end of each
company seminar, make sure to submit a completed slip before you exit. You will have the opportunity to
attend 4 company seminars of different companies. So have the basic info filled, to make the process easier
and faster on the day.
Career Office Contact Details: TEL：0977-78-1128 E-mail：career2@apu.ac.jp

Takebayashi, Ito, Kurata

