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��・���アスリートキャリア�援�員� 

★参加お申し込み⽅法
 2023��オンラインセミナー（ONLINE）
 申�みはアスリートキャリア�援�員�
 WEBサイトから

https://athletecareer.jp/entry202301300201online
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onlyone2024年春入社
全国体育会学生向け

㈱ナイスガイ・パートナーズ / ㈱アイ・シー・オー / ㈱GBプロモーション

六⼤�野��員向け主��東�六⼤�野��盟



　　1月30日(月）参加企業

�どもたちに�れるしごとを。
【事業内�・�業ＰＲ】
  当�が�るのは単なる�物や橋ではなく、
  �かな��と�々の未来です。
  ��の未来に想いを馳せるからこそ、�りださなければ
  ならないものがあります。

�界とひとりのために。

��金�204,446,667,326円
�員��5,571�
売上��17,264,828百万円（��）

【事業内�・�業ＰＲ】
  �界�90の国・地域に�がる当�の�点と�1,700の
  ��事業��と協働しながらビジネスを�開しています。

【 ⼀�ＰＲ 】
  当�は、�業理念である「三�領」に基づき��のニーズ 
  や�てのステークホルダーの期待に�えます。

【募��種】
  ���

【����（卸売業）】三菱�事株式��（上場）

【採⽤問い�わせ先】
  〒104-8370東�都中央��橋⼆丁⽬16-1
  �事�採⽤グループ ⼤�千菜�
��https://www.shimz.co.jp/saiyou/new/

【 ⼀�ＰＲ 】
  ものづくりへの情�にあふれる�さんと
  お�いできることを�しみにしています。

【募��種】
  �築・���⼯、��、�築⽣�技�、⼟⽊�⼯・技�
 ・��、エンジニアリング、情�、不動�開発、��他

【��業】����株式��（上場）

「超」付�価�を��する��

��金�306�円
�員��8,961�（2022年3⽉現在）
売上��7,552�円（2022年3⽉期）

【採⽤問い�わせ先】
  〒533-8555⼤��東�川�東中�1-3-14
  �事� 川���郎
��06-6325-6655��kawabata@keyence.co.jp

【事業内�・�業ＰＲ】
「�界中のモノづくりを��させる�品でお��の
  �業価�を�める提�を�じてモノづくりにおける
  �々な�題を�決。

【 ⼀�ＰＲ 】
  ⾃�の可�性に挑戦し、キーエンスで⾃�⾃�の
  期待を超える�材に成�していただきたい。
  待っています。

【募��種】
  ビジネス� ��業、ロジスティクス（��）�金��（��）
   S��事�専任�

【��業】株式��キーエンス（上場）

【採⽤問い�わせ先】
  �事�採⽤チーム 黒野��
  〒100-8086 東�都千代⽥��の内⼆丁⽬3�1�
  三菱�事ビルディング   070-7796-5914
��mc-saiyo@org.mitsubishicorp.com

�� 理�

�� 理� 留�⽣��

��金�437�円 
�員��2,556� 
売上��[�預金]5兆0,572�円
【採⽤問い�わせ先】
  HR� ⽊�友亮 
  〒107-0062 東�都��南⻘�3-10-43
  TEL 03-6447-5822 
��recruit@kiraboshibank.co.jp

【事業内�・�業ＰＲ】
  �⾏業���、主として提��業、�度な��、��、
  �業 ��、�理、また AI、 FINTECH、デジタル技�を
  活⽤した金�サービスの提供や業��⾰等、幅�い 
  業�に従事。
【募��種】
  ���

【�⾏業】株式��きらぼし�⾏（上場）

思いを預かる。思いをつなぐ。

 【 ⼀�ＰＲ 】
   金�にも�い��サービス業をめざし、
   �々な事業�開を��。従来の�⾏から脱�しつつある、
   �しい金�グループです。

�� 理�

あなた×NHK＝∞

�員��10,343�（2021年度）
売上��  7,009�円（2021年決算�）
【採⽤問い�わせ先】
  NHK採⽤ディスク
  〒150-8001東�都渋���南2-2-1
��03-5455-7900 https://nhk.jp/saiyo/

 【事業内�・�業ＰＲ】
    ・国内�� ・国��� ・WEBコンテンツの発�
      ・��と受�の��発�に必�な�査研�
      ・その他、���に�められた業�

【 ⼀�ＰＲ 】
  �共メディアへと��するNHK。
  キーワードは「あなた×NHK＝∞」。
  �しいNHKらしさを⼀�に�り�してみませんか�

【募��種】
  ��は、NHK採⽤ホームページをご�ください。

【��業】⽇���協�（未上場） �� 理� 留�⽣���⼤ 専⾨

留�⽣

�� 理� 留�⽣



��金�32.5�円 
�員��[��]7,472�（2022年3⽉時点） 
売上��[��]7,865�円（2022年3⽉時点）

【採⽤問い�わせ先】
  �事� 採⽤・�財戦略� ��採⽤� ⻘⽊快�
  〒101-8101 東�都千代⽥��⽥�保�1-105 
  �保�三井ビルディング7�      03-6899-3045

【事業内�・�業ＰＲ】
  ��成ホームズは、2025 年の売り上げ１兆円�成に向けて、
「�まい」を軸に ステークホルダーの��へ��と快�を
  お�けいたします。

【 ⼀�ＰＲ 】
  �活動と��活動の�立は簡単ではありませんが、
  どちらにも�⼒で立ち向かった先に成�があります。
  �援しております。

【募��種】
  ����事��（�業 等） 
  ����技��（��・�⼯�理・研�開発 等）

【�宅】株式����成ホームズ（未上場）

「��・快�」そして「�・�動」をお�けすることで
  お��の喜びを�現し、��に貢�します。

��金�994�7,400万円
�員��1,286�（2022年3⽉31⽇時点）
売上��7,462�1,700万円（2022年3⽉31⽇時点）

【採⽤問い�わせ先】
  〒530-0012⼤��北��⽥⼀丁⽬16�1�
��https://www.hankyu-hanshin.co.jp/jinji/

【事業内�・�業ＰＲ】
「��」を中�としたさまざまな事業フィールド�
  都���・不動�・エンタテイメント、情�・��・
  �⾏、国���の６つのコア事業を�んでいます。

【 ⼀�ＰＲ 】
  ⾃らの��を形にし、�たちと挑戦を�けていける�
  未来を共に��していきませんか�

【募��種】
  ���（��・��ホールディングスグループに
  おける  �来の����⽣）

【��・不動�・レジャーサービス】株式������ホールディングス（上場）

�� 理�

�� 理�

　　1月31日(火）参加企業

��金�3,405�5,200万円（2022年7⽉28現在）
�員��1,898�（2022年3⽉31⽇現在）
売上��2兆1,008�円（2021年度��）

採⽤問い�わせ先
�事� �材開発グループ
〒103-0022 東�都中央�⽇�橋��3-2-1

【事業内�・�業ＰＲ】
  1. オフィスビル 2. �業�� 3. ホテル・リゾート 
  4. すまいとくらし 5. 不動�ソリューション
  6. ロジスティクス 7. ベンチャー共� その他

【募��種】
  ���・業��（2023年 4 ⽉��募��項��）
  ※2024 年 4 ⽉��の募��項は��ご�内予�

都�に�かさと潤いを

【不動�業】三井不動�株式��（上場）

【 ⼀�ＰＲ 】
  三井不動�やデベロッパーについて�しでも知って
  もらえると  有�いです。 よろしくお願いします。

【�材サービス / ITサービス】株式��ネオキャリア（未上場）

��金�100,000,000円 
�員��3,539� 
売上��506�円 ※2021年9⽉期 

【採⽤問い�わせ先】
  〒160-0023 
  キャリア���理�� ��採⽤グループ ���� 
  東�都���⻄��2-3-1 ��モノリス18F 
��070-7513-1519�nobuyoshi.kaji@neo-career.co.jp

�� 理�

 

【��業（�械）】株式��キッツ（上場）

��金�212�708万円
�員����5,153�
売上����1,357�9,000万円
【採⽤問い�わせ先】
  〒261-8577千葉�千葉����中瀬1-10-1
  �財� ⽯井 ��
��043-299-0175 kitz-saiyo@kitz.co.jp

【事業内�・�業ＰＲ】
  バルブを中�とした流体制���を��し、インフラ
  ・プラントなど�種��な�野へ供�しています。

【 ⼀�ＰＲ 】
  グローバルな�開もますます��するキッツグループ
  には、�界を相⼿に仕事ができるステージがあります。

【募��種】
  技��（��・�品開発・技�開発・⽣�技�・��  
                 技�・品�保� 他）
  �業・スタッフ�（国内�業・�理・�事）

バルブでつなぐ先は、未来。

�� 理� 留�⽣��

【事業内�・�業ＰＲ】
「�にまつわる���題のボトルネックに�気で向きあい、
  業界内でどう⽣き�るか、�別�するかではなく、業界内� 
  を�き�みマーケットのゲームチェンジャーとなり、⾃�たち
  が未来を切り拓いていく」�業です。

【 ⼀�ＰＲ 】
『超成�』 ー�かを�いたければ、�えるだけの⾃�にー

【募��種】
  採⽤コンサルティング�
（�業�の���題である採⽤�題の�決をすることで�業成�に貢�） 
  ビジネスプロデュース�
（2030年までに�りあげる100の事業の事業責任者・������⽣） 
  �����
（2030年までに100の事業を�り上げるために��の��を⽬指す
                                                                                �内コンサルタント）

�� 理�

��

『超成�』ー�かを�いたければ、�えるだけの⾃�にー



 

�員�:70,000�（2021年3⽉31⽇現在）

　　　2月1日(水）参加企業

【採⽤問い�わせ先】
  ⼤����書��査�・吉��
  〒100-0013 東�都千代⽥�霞が�3-1-1
  03-3581-8237
��https://job.axol.jp/jn/s/mof_24/public/top
��mofrecruit@mof.go.jp�

【事業内�・�業ＰＲ】
  財�省は、��な政策ツール、すなわち予算�成や�制��、  
  国�金�政策や��政策等をはじめとする国のお金の流れに
  �わる幅�い�策を担う��です。

【募��種】
  ���/事�� ���/技��

【事業内�・�業ＰＲ】
  オンライン���⼀の������です。
  オンライン�� NO.1 から��業界 NO.1 を⽬指しています。
  マーケティングや���業等、��にわたる�種があります。

【 ⼀�ＰＲ 】
  弊�には若⼿のうちからやりたい仕事に挑戦できる
  フィールドとそれをバックアップできる��があります。
  是�ご��ください。

【募��種】
  ���
  エリア���（コールセンター業�・研�業�/����）

【��業】株式��SBI��（未上場）

��金�483�2,313万円（2022年9⽉30⽇現在）
売上��1,666�2,700万円（2022年3⽉期����）

採⽤問い�わせ先
〒106-6019 東�都��六�⽊1-6-1�ガーデンタワー
�事� ⼩林優⾹

03-5562-7277 sbi_saiyo@sbisec.co.jp

【 ⼀�ＰＲ 】
  �来の�代の利�も踏まえ、国�のリソースの��な配�を
  �え、⽇�の国�りを担う。
  そんな責任�を持って働ける�場です。

【���】財�省 �� 理�

�� 理�

��金�63�3,050万円
�員��8,258�
売上��5,649�8,900万円
【採⽤問い�わせ先】
  〒220-0005
  �奈川����⻄�南�1丁⽬1�1�
  JR��タワー26� �事���・��碧  
��03-6911-0660 
��https://recruit.nojima.co.jp/saiyo@nojima.co.jp

【事業内�・�業ＰＲ】
  売上⼀�でなく「お��に喜んでいただくこと」で⼀�   
  を⽬指します。お��に��な�品をお�めする
「コンサルティングセールス」で業界内成�率ナンバー１�

【 ⼀�ＰＲ 】
  �員の成�が、���体の成�に。⽬標を掲げ、�⼒する�を
  �援する⾵⼟のノジマで共に成�していきましょう�

【募��種】
  ・�������売コンサルタント
  ・専⾨��システム/財��理/コールセンター/ロジスティックス

【⼩売業】株式��ノジマ（上場）

�界が�むチカラになる。

��金�17,119�円
�員��28,843�
売上��4,050,858百万円

【採⽤�⼝】
  〒100-8212東�都千代⽥��の内1-4-5
  �事�採⽤・キャリアグループ ��優也
��050-3842-1967 Yuuya_shiina@mufg.jp

【事業内�・�業ＰＲ】
  MUFGは成�と挑戦を�けるグローバル�業です。
  �たちが�める仲間は「やりたい」ことがある�。
  個性を発揮し、あなたの未来を�かせてください。

【 ⼀�ＰＲ 】
  MUFGは�⾏の枠を超えた幅�いソリューションを�開。
  個性を発揮し、あなたの未来を�かせてください。

【募��種】
  ���

【�⾏業】株式��三菱UFJ�⾏（上場） �� 理�

 

あらゆる場�をセキュアでスマートな�間に

��金�5�3,633万円（2022年9⽉末）
�員��115�（2022年9⽉末時点）
売上��33�7800万円

【採⽤問い�わせ先】
  〒163-0220東�都���⻄��2-6-1���友ビル20F
  �事���  �尾��
  03-6911-0660

【事業内�・�業ＰＲ】
  ・���を⽤いた����理システム、
  ・オンプレ型＆クラウド型など�々な��カメラシステム
  ・���識技�を⽤いた��度��などのAIソリューション

【 ⼀�ＰＲ 】
  ⽬（カメラ）と�（AI）を�み�わせたソリューシで
  �しい未来を�ります。セキュアと⼀�に成�していき
  ましょう。

【募��種】
  �業�（ソリューション提�）
  �題を⾒抜く⼒とITの知識を得ることでハイブリットな
  �材になり、⾃�の�場価�を上げていく。

【情�・��業】株式��セキュア（未上場） 

 前例のない挑戦を、前例のないやり�で。

国の�⽤を�り、希�ある��を��代に�き�ぐ

�員��70,000�（令和4年10⽉時点）

留�⽣

�� 理� 留�⽣

�� 理� 留�⽣���⼤ 専⾨

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%83%B5%E4%BE%BF%E7%95%AA%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%8C%BA_(%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%B9%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/JR%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E3%82%BF%E3%83%AF%E3%83%BC


   タイムスケジュール

 2023年1月30日（月）

株式��きらぼし�⾏

AM9:00-9:25

AM10:00-10:25

株式����成ホームズ

AM10:00-10:25

AM10:30-10:55

 2023年1月31日（火）

 2023年2月1日（水）

AM9:00-9:25

AM11:00-11:25

【招待リンク】 HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/83750271573?  
                         PWD=D0V1TJHLSEX4BTE5YJC3TDBHBLKVZZ09

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/88624614884? 
                        PWD=VHQZRXQRULYWK2R6DXRBVXBWMMZ5UT09

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/88256867215?
                        PWD=YULBBJVHAE5LUESXC2NNRSTDZKE0QT09

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/84897798791?  
                        PWD=CM8YSFBFU1PLY28WZMMRBE9GWG8VDZ09

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/81090460551?
                        PWD=U1LMEDNOUISZCEJCNDNXZMXPMFRHUT09

AM9:00-9:25

AM9:30-9:55

AM10:00-10:25

AM10:30-10:55

AM11:00-11:25

●⼀つでも�くの業種・�業に��する�
●メモを�りながら��に�く�
●わからないことは積�的にチャットでも�問する!
●�を�して��することは�業へのアピール�

★�業研�で⼤事なポイント★����事項

 ■各⾃PC等を⽤�し、開�時間３�前には
    ミーティングサイトにアクセスし待�してください。

 ■ ⾃�の為、未来の為、必ず��しましょう�

三菱�事株式��

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/81593586589?  
                        PWD=TXFLMUM1RJQXM3LBYLNML1P6ZFBRDZ09

 

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/86106988989? 
                        PWD=A1LKBTLUDDRWNU9KM015UUQ0L3DUUT09

 

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/89906444878?
                        PWD=R2RQWM9TQWDJBK9YWFJZNLF4CZLHZZ09

NHK(⽇���協�）
【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/88160210117?
                        PWD=ULVVK0HIKZVFMXDJOFHMRUDVM3DSQT09  

AM9:30-9:55

AM10:30-10:55

AM11:00-11:25

株式��ネオキャリア

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/89883988878?
                        PWD=TVHYSZHYDTHERNI0BJHMOEPIWE5QQT09

株式��キッツ

AM9:30-9:55

財�省

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/89605421009?
                        PWD=VMHHTJVXNK8YC05YNWO0VJL0ZDGRQT09
 

株式��ノジマ

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/81859034614?
                        PWD=UGWYAUDACXRNVXRPNDY3EHDWAMZLUT09

株式��SBI��

【招待リンク】 HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/85845608262?
                         PWD=EKM4L3NBTW51RLPFDLPTL09KA0WZDZ09

株式��三菱UFJ�⾏

株式��セキュア

株式��キーエンス

����株式��

三井不動�株式��

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/88170274241?       
                        PWD=V3NHNJF6CGXJTJRPZUXXYUVFMJLPUT09  

【招待リンク】HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/81432021258?
                        PWD=OUFZNLBWVDNZVLBUSVNLELFUVHRMUT09
 


