
㈱ネオ倶楽部／ 就職AGT九州㈱
㈱GSSヒューマンソリューションズ

優秀な学生と出会える合同インターンシップ説明会
『キャリアセレクト』ご提案資料



サマリー
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弊社は「大学生応援企業」として約20年、
サークル旅⾏・部活の遠征⼿配・オリジナルウェア制作など、

部活・学生団体の幹部を中心に、
年間約12万⼈の大学生サポートを⾏ってきました。

学生との face to faceでの強固な繋がりを活用し、
学生と企業の出会える場を提供していきます。

企業・自治体 学生
NEO.inc

採用活動、学生PR
のご相談

優秀な学生との
出会いの場

企業・自治体
情報の提供

企業交流会
への参加



サービス活用メリット
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有効⺟集団形成

全国47都道府県の大学生へリーチ
普段は出会えない層とも出会える︕

採用ブランディング

年間を通して、
採⽤ブランディングが可能︕

通年採用

全学年、年間を通じて
学生と接点を持つことが可能︕

理系採用

研究室とのお取引を生かして、
理系学生の採⽤をサポート︕

上位校採用

大学、エリア、サークルなど
限定したセグメントも可能︕

サークル幹部採用

大学祭実⾏委員、サークル幹部など
とのつながり多数︕



弊社の特徴
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1.学生団体のリーダー
とマッチング可能︕

2.都心部に限らず
地⽅学生にも強い︕



イベント内容
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参加企業による会社説明
会社説明のプレゼンテーションを⾏なっていただきます。
※1回30分×5社／1回はオンラインでの説明会になります

交流会

参加学生の抽選会で楽しみながら、学生と⾃由に交流ください。

アンケート記入
アンケートでは、参加企業に対する今後の情報配信の希望などを確認いたします。
学生の任意で、貴社情報の詳細希望があった場合、当該学生の連絡先を共有させていただきま
すので後日説明会情報やインターンシップのご案内、選考パスなどの特別オファーを送ること
が可能です。

（150分程度）

（20分）

合計︓ご準備を含め4~5時間を予定

（5分〜10分）



実施要項
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【イベント名】
キャリアセレクト／2024卒向けインターシップ合説

【開催日時】
2022年7月2日(土) 13:00〜17:00 受付・準備 12︓30〜
※）別途、2週間前に事前打ち合わせの時間を30分程度おねがいいたします。

【実施規模】
企業︓5社 学生︓40~50名

【参加学生】
2024年卒予定大学生、大学院生（⽂理問わず） ※対面／オンライン

【開催場所】
THE LIVELY（ザ ライブリー）福岡博多
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-2-18 ※地下鉄「中洲川端」駅より徒歩1分

【参画⾦額】
400,000円 → 貴社特別価格 300,000円



実施要項
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12:30〜 企業様受付

13:00〜 開会式・企業PR（各社2分）

13:15〜 1回目企業説明会(30分) 

13:50〜 2回目企業説明会(30分) 

14:25〜 休憩(10分)

14:35〜 3回目企業説明会(30分) 

※スケジュールは変更になる可能性がございます
※企業説明会には移動時間5分を含めています
※企業説明会の1回はオンラインで⾏います

15:10〜 4回目企業説明会(30分)

15:45〜 5回目企業説明会(30分) 

16:20〜 休憩(10分)

16:30〜交流会(20分) 

16:50〜 閉会式・アンケート記入

17:00〜 会場片付け

※17︓15完全撤退



当日までの流れ
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参加申し込み
担当者までご連絡ください。
空き状況を確認させていただきます。※参加企業数の上限がございます。

参加確定
お申込み確認後、空き状況を確認し、ご参加確定のご連絡をさせて頂きます。
改めて当日のイベント実施要項等ご説明させていただきます。

資料準備
当日のイベントではプレゼンテーションで資料共有が可能です。
学生への効果的なアプローチ方法やプレゼン手法については担当者にご相談ください。

当日
当日は、実施スケジュールに沿って、学生へ会社説明・インターシップのご案内をお願いいたします。
実施中はスタッフが巡回しておりますので、不測の事態やお困りごとがあれば遠慮なくお声がけください。

後日
学生にはイベント終了後アンケートを記⼊いただきます。
学生の任意で、貴社情報の詳細希望があった場合、当該学生の連絡先を共有させていただきます。

1

2

3

4

5

6

当日資料事前送付
当日のイベント利⽤するパンフレット、PC・プロジェクター等をご送付ください。
※PC、プロジェクターの貸出しはありませんので、各社ご準備願います。



その他サポート体制①
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実施内容のご相談・決定

全国47都道府県での大学生との
つながりを生かし、WEBなどで
募集をいたします。

大学生へ案内・募集

オンライン・オフラインともに
実施の際には弊社スタッフが同
席の上、フォローいたします。

「交流会」開催︕

企業説明会の日程、内容が合わないようであれば、、、

貴社のご希望に沿った内容にて交流会を実施することが可能です︕

就職マッチング、業界研究、座談会、
インターン募集など、貴社の課題に
沿って実施内容を決定いたします。

集客⼿間
ゼロ︕

設定/登録
不要︕



その他サポート体制②
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実施内容のご相談・決定

大学生へ案内・募集

オンライン・オフラインともに
実施の際には弊社スタッフが同
席の上、運営いたします。

合説運営

お取引企業様向けに、地元企業限定の合説を実施したいなど、、、、
オンライン合同企業説明会の企画・運営・集客のご相談可能です︕

実施内容や学生へのアプローチなど
貴社の希望に沿ってご提案させてい
ただきます。

企画、ページ作成等 設定/登録
不要︕

企画⼿間
ゼロ︕

集客⼿間
ゼロ︕



過去開催の様子
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理系学生限定交流型イベント
『Live in 九州』

理系学生約100名と企業10社が集まる
合同企業説明会を毎年12⽉〜3⽉に2〜3回、九州にて実施。

プログラム形式で、各社ブースを回遊する形で実施するため、
すべての参加学生へ⾃社PRが可能なイベントとなっております。

グループ会社である就職エージェント九州が、各大学での就職
セミナー等を実施しており、大学キャリアセンターのパイプを
活⽤した理系学生の集客を実施しております。

□過去参画企業様



過去開催の様子
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2020.03.18

大学生6名と企業2社でのオンラインMeet up開催︕
カジュアルな雰囲気でドリンク片⼿に交流を実施

2020.03.31

大学生17名と企業3社でのオンラインMeet up開催︕
企業説明、業界研究を中心とした就職セミナーを実施

各月約2回〜3回程度オンラインにて定期的に実施をしています。



お取引学生データ
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北海道・東北
1.6%

関東
32.1%

北信越
1.9%

東海
3.9%

中四国
6.8%九州

43.0%

関⻄
10.7%

■サークル・部活動

約2,000団体
■大学生数

約125,000⼈

部活動
体育系
22.6%サークル

体育系
16.3%

学園祭
実⾏委員会

14.3%

サークル
⽂化系
24.4%

その他

■部活・サークル所属

※2019年11⽉時点 実績

■地域

■大学数

約300校



コミュニティの特⻑
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サークル
部活動リーダー

約2,000名

サークル
部活動所属学生

約12万名

1. ⾏動⼒
2. 企画⼒
3. 発信⼒
に優れたリーダーが中心

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

全国に支部を持つ

ボランティア団体
が中心

学生団体のリーダーを中心とした繋がり︕

日本全国の
大学生

約280万名



お取引団体所属大学一覧
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北海道・東北 北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学、帯広畜産大学、室蘭⼯業大学、酪農学園大学、北星学園大学、弘前大学、⼋⼾⼯業大学、岩手大学、
岩手大学、岩手医科大学、東北大学、宮城教育大学、東北学院大学、東北福祉大学、秋⽥大学、⼭形大学、福島大学、福島県⽴医科大学

群⾺大学、⾼崎経済大学、筑波大学、茨城大学、宇都宮大学、埼⽟大学、埼⽟県⽴大学、獨協大学、⽂教大学、千葉大学、神⽥外語大学、麗澤大学、
昭和学院短期大学、お茶の⽔⼥⼦大学、東京外国語大学、東京大学、東京海洋大学、東京学芸大学、⼀橋大学、⾸都大学東京、亜細亜大学、杏林大学、
学習院大学、学習院⼥⼦大学、東京薬科大学、⽟川大学、駒澤大学、恵泉⼥学院大学、慶應義塾大学、⼯学院大学、⾼千穂大学、国際医療福祉大学、
国際基督教大学、国⼠舘大学、桜美林大学、大妻⼥⼦大学、産業能率大学、⾃治医科大学、実践⼥⼦大学、芝浦⼯業大学、昭和学院短期大学、昭和⼥⼦大学、
昭和大学、上智大学、成蹊大学、成城大学、⻘⼭学院大学、専修大学、創価大学、早稲⽥大学、拓殖大学、中央大学、津⽥塾大学、電気通信大学、東海大学、
東京⼯業大学、東京慈恵会医科大学、東京都市大学、東京家政大学、東京経済大学、東京⼯芸大学、東京⼥⼦体育大学、東京⼥⼦大学、東京農業大学、
東京薬科大学、東京理科大学、東邦大学、東洋学園大学、東洋大学、日本医科大学、日本獣医生命科学大学、日本大学、日本体育大学、武蔵野大学、⽂教大学、
法政大学、北⾥大学、明治学院大学、明治大学、武蔵大学、武蔵野大学、武蔵野美術大学、⽴教大学、⽴正大学、横浜国⽴大学、横浜市⽴大学、神奈川大学、
聖マリアンナ医科大学、東洋英和⼥学院大学、横浜薬科大

静岡大学、愛知学院大学、愛知教育大学、愛知県⽴大学、愛知⼯業大学、愛知淑徳大学、愛知大学、愛知私⽴大学、南⼭大学、名古屋⼯業大学、
名古屋市⽴大学、名古屋大学、名古屋⽂理大学、名城大学、岐⾩聖徳学院大学、岐⾩大学、朝日大学、三重大学、東海

北信越
信州大学、⼭梨学院大学、⼭梨大学、都留⽂科大学、上越教育大学、新潟大学、新潟系大学、富⼭県⽴大学、富⼭大学、仁愛大学、福井大学、⽯川県⽴大学、
⾦沢医科大学、⾦沢⼯業大学、⾦沢大学

びわこ成蹊スポーツ大学、京都大学、京都府⽴大学、京都ノートルダム⼥⼦大学、京都学園大学、大⾕大学、京都外国語大学、京都先端科学大学、
京都光華⼥⼦大学、京都⼥⼦大学、京都橘大学、京都薬科大学、同志社大学、同志社⼥⼦大学、佛教大学、⽴命館大学、龍⾕大学、京都⽂教短期大学、
大阪大学、大阪市⽴大学、大阪府⽴大学、大阪教育大学、大阪医科大学、大阪⾳楽大学、大阪観光大学、追手門学院大学、大阪大⾕大学、大阪体育大学、
大阪産業大学、大阪国際大学、大阪経済大学、大阪⼯業大学、大阪電気通信大学、関⻄医科大学、関⻄外国語大学、関⻄大学、近畿大学、四天王寺大学、
摂南大学、相愛大学、宝塚大学、阪南大学桃⼭学院大学、帝塚⼭学院大学、奈良大学、奈良県⽴大学、奈良⼥⼦大学、帝塚⼭大学、天理大学、神⼾大学、
関⻄学院大学、兵庫県⽴大学、甲南大学、甲⼦園大学、神⼾学院大学、武庫川⼥⼦大学、神⼾薬科大学、和歌⼭大学、和歌⼭県⽴医科大学、

関⻄

岡⼭大学、岡⼭県⽴大学、岡⼭理科大学、環太平洋大学、就実大学、崇城大学、ノートルダム清⼼⼥⼦大学、広島大学、広島⽂化学園大学、広島⽂教⼥⼦大学、
県⽴広島大学、広島市⽴大学、広島経済、⿃取大学、⿃取環境大学、島根大学、島根県⽴大学、⼭⼝大学、下関市⽴大学、梅光学院大学、⼭⼝学芸大学、
宇部フロンティア大学短期大学部、徳⼭⼯業⾼等専門学校、愛媛大学、松⼭大学、香川大学、四国学院大学、鳴門教育大学、⾼知大学、⾼知⼯科大学中国・四国

九州
九州⼯業大学、九州大学、福岡教育大学、北九州市⽴大学、九州⻭科大学、福岡県⽴大学、福岡⼥⼦大学、九州栄養福祉大学、九州共⽴大学、九州国際大学、
九州産業大学、九州情報大学、九州⼥⼦大学、久留⽶大学、久留⽶⼯業大学、産業医科大学、⻄南学院大学、筑紫⼥学院大学、中村学園大学、⻄日本⼯業大学、
日本経済大学、福岡大学、福岡⼯業大学、福岡⼥学院大学、⻄日本短期大学、佐賀大学、⻄九州大学、⻑崎大学、⻑崎県⽴大学、⻑崎国際大学、活⽔⼥⼦大学、
大分大学、⽴命館アジア太平洋大学、別府溝部学園短期大学、熊本大学、熊本県⽴大学、熊本学園大学、宮崎大学、南九州大学、⿅児島大学、志學館大学、
⿅屋体育大学、⿅児島国際大学、琉球大学、沖縄国際大学

関東

※2019年11⽉時点 取引実績



新型コロナウィルス 感染対策先
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開催日が緊急事態宣⾔時期と重なった場合は、オンライン開催に変更いたします

■感染予防対策
⼊場前の検温・健康チェック
アルコール手指消毒液設置（⼊⼝）
マスクの設置（⼊⼝）
手指が触れる共有部分の定期的な消毒 ■密閉配慮

開放可能な窓やドアを開放し換気励⾏、
空調・空気清浄機設置

■密接配慮
飛沫感染防止対策（アクリルボード設置）
配席間隔をあける（最低1m間隔）

■来場学生対応
①完全予約制で前日連絡で下記を確認 ・発熱等の風症状が確認

・過去2週間以内に発熱
・感冒症状で受診
・服薬等の確認

②⼊場時に非接触体温計で体温測定
➂マスク着⽤必須
④イベント開催前後を含めて会食を控えていただく



お問い合わせせ先
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本件に関する詳細について

その他ご不明点等ございましたら

弊社担当までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口
㈱ネオ倶楽部／ 就職AGT九州㈱

営業担当︓天野
メール︓ amano@neo-club.jp

T E L︓092-283-5541


