2018 年 9 月吉日

第６回「蔵前就職情報交換の集い（Kmeet）」の概要
主催：一般社団法人蔵前工業会
共催: 国立大学法人東京工業大学
学生支援センターキャリア支援部門

１． 趣旨：
昨年度に引き続き、一般社団法人蔵前工業会（東京工業大学全学同窓会）では東京
工業大学学生支援センターキャリア支援部門の協力を得て、第６回「蔵前就職情報交換

の集い（Kmeet）
」を開催致します。
昨年度の Kmeet では、
御社を含め 284 社もの企業の皆様にご参加頂き、又延べ 4,200
名以上の学生（就職希望の本学学生の９割以上）の参加も得ることが出来ました。これ
は、ひとえに企業の皆様の多大なるご支援の賜物と考え、蔵前工業会及び東京工業大学
関係者一同、このご期待にこたえるべく今後益々Kmeet を充実させていく所存であり
ます。第６回の Kmeet は、前回会場の蔵前会館に加え新装なった百年記念館も使いま
すので前回に比べ、ブース数を増加しました（ブース B を増やしたので混雑の緩和の
一助となると期待しています）
。また日程も 3 日間（前回は 4 日間）になります。
なお、学科別同窓会がそれぞれの学科に所属する学生に対して開催する同様のイベ
ントも例年通り開催されますので、引き続きそちらにもご参加くださいますようお願
い申し上げます。
２． 開催日時：
2019 年 3 月５日（月）
、６日(火)、７日(水) （３日間開催）
３日間とも同じスケジュールですが、ご参加いただけるのはその内の 1 日です。
・10:30-12:30 企業受付
・13:00-18:00 ブース展示
・18:30-20:30 交流会（参加企業と学生との交流会）
1 日に 100 社以上、３日間で計 300 社以上（前回は 284 社）の参加を予定しており
ます。ただお申し込みの企業数が、予定の参加数を超えた場合には、大変申し訳あ
りませんがお断りする場合もあります（その場合は、4 月 17，18 日開催予定の
Kmeet2 にご参加いただきます）。

３． 開催場所：
(1) 第 1 会場・受付：東工大蔵前会館（1 階くらまえホール他。2 階、３階の会議室）
(2) 第２会場：東工大百年記念館 （１階、3 階、4 階）
(3) 交流会会場：東工大大学食堂 （１階、２階）
(1) 、(2)及び(3)の所在地： 〒152-0033 東京都目黒区大岡山 2-12-1
アクセス案内は、下図をご参照ください。

交流会会場
大学食堂

第 1 会場

受付：正面入り口
（ロビー）

百年記念館
第２会場

４． 開催の内容：
(1) 受付（企業・学生とも）は、第１会場（東工大蔵前会館）のロビー1 箇所で行います。
(2) ブースにおける説明と展示：
ご参加の企業ごとに 1 ブースを用意いたします。各ブースでは、学生と情報交換す
るとともに、企業及び技術紹介、採用情報等、学生との情報交換に必要なポスターや
パネル等を展示していただきます。ブースの配置は弊会にお任せ願います。

(3) ブース内容：
第 1 会場（東工大蔵前会館）
・ブース A：東工大蔵前会館１階メイン会場に設置。幅２ｍｘ奥行き０．７ｍ程度。
机１脚、椅子４脚用意。
・ブース C：東工大蔵前会館２階及び３階の会議室に設置。
40-50m2 の部屋
机 6 脚、椅子 15-20 脚用意。
第 2 会場（百年記念館）
・ブース A：東工大百年記念館 1 階及び 3 階に設置。幅２ｍｘ奥行き０．７ｍ程度。
机１脚、椅子４脚用意。
・ブース B：東工大百年記念館 1 階、3 階、4 階に設置。幅４ｍｘ奥行き３ｍ程度。
机 2 脚、椅子 10 脚用意。
(注)・いずれかのブースをご選択いただきます。ご希望が準備ブース数を超え
場合は弊会で調整させて頂きます。
（ブースの電源）
：ブース A 及びブース B では、100V２個口のテーブルタップを用意
いたします。ブース C では、各室に 100V２個口のコンセントが 2 箇
所設置されています。パソコン、プロジェクターなどに御利用くださ
い（なお、会場の許容電源容量の関係上、使用容量を制限させていた
だく場合も有りますのでご了承ください。
）又、延長ケーブルは貸出
ししませんので御社にてご用意ください。
(4) 企業紹介の小冊子：詳細は後日ご案内します。
貴社の企業紹介及び技術紹介、採用情報等を纏めた資料をあらかじめご提出いただ
き、参加いただく企業全社分を 1 冊の小冊子に纏め、対象学生（学部 3 年生、修士
1 年生、博士 2 年生）及び関係する教職員に、弊会で事前及び当日配布いたします。
(5) 弊会の運営支援：
弊会は、開催当日下記の運営支援を予定しております。
・宅配便荷物の貴社ブースへの配送及び貴社来場者の受付からブースへのご案内
・来場学生の整理――混雑や支障をきたさぬよう、弊会の担当者が適宜、
参加者の流れの整理を致します。
・企業担当者の控室――荷物の一時置場、休憩などの為にご来場の企業の皆様に控
室（共同使用）をご用意します。控室に飲み物はご用意いたします。

(6) 交流会：
3 日間とも立食パーティー形式の交流会（会場：大学食堂）を開催いたします。
企業の皆様と学生が親密に交流できる場ですので企業の皆様にとっても大変有益で
す。尚、学生も企業の皆様とお話しできることを期待しておりますので、是非ご参
加ください。交流会費は参加費に含まれています。
(7) 準備他：
・宅配便：当日お持込になれない荷物は、宅配便をご利用されてもかまいません（送
料は御社持ち。2 個まで）
。原則、当日の午前着（９時から 11 時の時間指定）
でお願いいたします。返送も承ります（送料は着払い）
。
・ブースのコマ割りなど詳細は、参加手続き完了後にご連絡いたします。
・駐車場：当日、駐車場をご用意できませんので、公共交通機関をご利用ください。
・弊会担当者が各会場の写真を撮ります。これは次回に使用する学生向けポスター
や蔵前工業会のホームページ用の写真で、弊会と大学のみの使用ですが、撮影に
差しさわりがある場合にはお申し出ください。
５． スケジュール：
2018 年 10 月 5 日（金） 参加申し込み締め切り
2018 年 11 月上旬

参加企業へのご連絡（参加日時の連絡含む）、
「企業紹介の小冊子」作成要領、参加費請求書の送付

2018 年 12 月上旬

「企業紹介の小冊子」原稿締切、参加費納入締切

2019 年 2 月上旬

参加企業に参加情報詳細（ブース位置、形状、
参加企業一覧、
荷物送付参加者登録）の送付

2019 年 3 月 5 日～7 日

第 6 回 Kmeet「蔵前就職情報交換の集い」の開催

６． 参加費用：
参加料として、下記の金額を申し受けます（交流会費も含みます）
。
・ブース A： 108,000 円（税込み）
・ブース B： 162,000 円（税込み）
・ブース C： 216,000 円（税込み）
請求書は郵送致します（2018 年 11 月上旬）
。
尚、原則、領収書は発行しません（銀行振り込みの控えで代用ください）が、経理
上領収書が必須な企業殿は、ご連絡ください。

７． 申し込みについて：
Kmeet の趣旨をご理解のうえ、参加・不参加どちらかをご記入ください。
(1)参加ご希望の企業殿におかれましては、URL をクリックして参加申し込み書式にお入
り頂き、必要事項をご記入ください。また、不参加企業殿もご記入ください。不参加企
業殿には Kｍeet に関する詳細案内等参加に必要な書類は送付いたしません。
(2)新たに弊会の整理の都合上企業コードを設けました。ご案内メールのタイトルの最後
および案内本文冒頭に貴社のコードがありますが、K から始まる数字 4 桁、計 5 文字
です。ご協力お願いします。
(3)参加申込・不参加連絡 URL： https://www.kuramae.ne.jp/k_meet2_company/
（上記 URL を Ctrl キーを押しながらクリックいただくと弊会ホームページ上の参加
申込・不参加連絡書式に飛びます）
上記 5 項スケジュールのように、2018 年 10 月 5 日（金）をもち、参加申し込 みを
締め切らせて頂きますので、お間違え無きようお願いいたします。
上述の様に会場の都合により、予定した参加企業数に達した場合には締切日時 の前
に締め切らせていただきますので、参加申込みはなるべく早くお済ませください。
８．Kmeet2（2019 年 4 月開催予定の K-meet2）の開催についてのアンケート：
皆様からのご要望に基づき、2019 年 4 月 17 日（水）、18 日（木）両日にわたり Kmeet2
開催を計画しております。
つきましては、第 6 回 Kmeet 参加申し込み書式の最後に Kmeet2 への参加可否記入
の欄がありますので、御社の参加の意思のご記入をお願いします（必須ではありません。
ここで参加の意思表示をされても、Kmeet2 正式参加のご案内時に辞退されても構いま
せん）
。
尚、Kmeet2 に参加の意思あり又は未定とされた企業には、後日、Kmeet2 案内を別
途送付させて頂きます
（送付時期は、
計画詳細が確定する 2018 年 12 月頃になります）。
ご質問あるいはご不明の点につきましては、E-mail にて下記担当までご連絡ください。
E-mail アドレス：kuramae.ksi@nifty.com（蔵前就職情報交換の集い専用）
担当： 青柳 宏（事務局長特任補佐）
一般社団法人蔵前工業会
〒152-0033 東京都目黒区大岡山 2-12-1 東工大蔵前会館 4 階
TEL 03-3748-2211

FAX 03-3748-2213
以上

