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参画企業様へのご案内

進路のミカタＬＩＶＥ長野会場・未来ビュー長野
将来を見据えた進学を考えるイベント

長野市御中
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日程・会場 1

開催日 2020年7月14日（火）

会 場 ビッグハット
＜会場周辺図＞

■会場情報
名称 ：ビッグハット
住所 ：〒380-0928 長野市若里３丁目２２番２号

■交通アクセス
◆長野駅よりバス
長野駅善光寺口（２番のりば）～日赤・松岡線
「ビッグハット前」下車徒歩

■ 喫煙について
館内は禁煙となります。
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自治体連動型イベント「未来ビュー」とは 2
イベントコンセプト

身のまわりの課題やキーワードを通して、
今の「学び」が将来の「仕事」とどうつながっているのか、
また「学び」から「仕事」への広がりを知るイベント

【概要】
高校生（特に進学を前提としている・進学を機に地元を出る学生が多い学校）に

企業や大学が取り組む社会課題や生活課題を教え、
自分の身のまわりにある課題との関連性を知ることで、地元企業や学校の魅力を確認してもらいます。

自治体連動型イベント「未来ビュー」は『進学とその先の将来を考えるイベント』として、
進学で地元を離れても将来戻ってくる学生を増やすことを目的としています。

大学・短期大学・専門学校だけではなく、企業の仕事体験型ブースを設け、
仕事には必ず「学び」が関わっているという、「学び」の広がりを意識させるイベントです。

自治体連動型イベント「未来ビュー」のポイント

●会場ごとに「課題」毎のゾーン（エリア）を設け、地元企業や学校の課題や学びが体験できるコンテンツを実施
●企業や社会で働く社会人とも話ができ、進学のその先の将来も視野に入れた進学先選びが可能
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出展内容 決定手順 3
体験型ブース 出展内容決定の手順

ご参画いただく企業様には、「身の回りにある社会の課題（テーマ）」と「その課題との関連キーワード」をお選びいただき、その
キーワードに沿った業務（研究・取組）を高校生に体験・紹介することで、仕事への興味やそれをするために必要な学びへの
理解を促していきます。

●体験ブースの「課題（テーマ）」を1つ選択
課題１：どうすれば地域を元気にできる？
課題２：さまざまな人々と生きるために何が必要？
課題３：暮らしを支える技術をどう生み出す？
課題４：健康で安全な暮らしを実現するには？
課題５：持続可能な社会に必要なのは？
課題６：人生を豊かにするには？

↓
●「関連キーワード」を選ぶ（複数選択可）

・関連キーワードは全36個の中からいくつでも選択していただけます。
（ただし、上記で選択した「課題（テーマ）」に類する6つのキーワードの中から
最低1つ以上は選択してください。）

・キーワードは、貴社の関連分野として、当日配布の会場MAPに記載します。

※イベント当日の体験ブースでは、選択した「課題（テーマ）」に関係する内容をご
用意ください。

私たちの身のまわりの課題

✔

✔

✔

【事業内容】
・医療機関向け遠隔画像診断事業
・健診施設向け遠隔画像診断事業
・医用コンサルタント事業
・医療向けソフトウェア開発 など

【課題（テーマ）】
・健康で安全な暮らしを実現するには？ を選択

（理由）
・地域医療の課題にIT技術で解決策の提示をめ
ざしているため

【関連キーワード】
・医療
・AI（人工知能）
・IT（情報技術） を選択

例えば
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4会場レイアウトイメージ

どうすれば地域を元気にできる？

さまざまな人々と
生きるために何が必要？

暮らしを支える技術を
どう生み出す？

健康で安全な暮らしを
実現するには？

持続可能な社会に
必要なのは？

人生を豊かにするには？

学校個別相談コーナー

学校個別相談コーナー

学
校
個
別
相
談
コ
ー
ナ
ー
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進路のミカタＬＩＶＥ2020 「体験型ブース／レンタル備品」 5

5

「体験型ブース」

サ イ ズ

基 礎 備 品

電 源 利 用

幅5400ｍｍ×奥行2700ｍｍ×高さ2100ｍｍ

バックパネル 幅5400ｍｍ×奥行2700mm×高さ2100ｍｍ
会議テーブル 3本
パイプイス 20脚
社名看板 1枚
1セット2個口（500Wまで利用可）まで無料。電源の利用は事前申請が必要です。使用電気機器
と電力量をお知らせください。無料でご案内できる電力量・御申込数には限りがございます。場合によっ
ては有料の可能性がございます。予めご了承ください。

：

：

：

◆体験型ブース

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

「追加・レンタル備品」
追加・レンタル備品は、参加決定後にお知らせする進学イベントサポートページ※上でお申込が可能です。
※利用される備品の個数、備品によって有料となります。
※各イベントへの御申込後に、マイナビ進学イベント事務局より出展者様専用管理画面へのURLをご案内させて頂きます。

※その他にも多数ご用意できますので営業担当までお問合せください。

※ブース仕様詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

※ブースサイズの変更の可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
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企業様体験ブース 出展例
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■出展例：昨年度（他会場を含む）

▼銀行職員体験（銀行）

▼運賃モニターの原稿作成体験（バス会社）

7

▼ステンレス研磨体験（金属加工メーカー）

▼プラスチック加工体験（プラスチックメーカー）
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■出展例：昨年度（他会場を含む）

▼てこの原理を使った配管組み立て体験
（ガス器具メーカー）

▼建設現場のAR&VR体験
（建設会社）

8

▼アプリ制作体験（アプリ開発会社） ▼プログラミング体験（HP制作会社）
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■出展例：昨年度（他会場を含む） 9
▼壁紙飾り作り体験（幼稚園）

▼高齢者擬似体験（介護福祉施設）▼乳絞り体験（乳製品メーカー）

▼りんごジュースができるまで（飲料メーカー）



小田原短期大学
千葉工業大学
東京経済大学
東洋大学
新潟県立大学

足利デザイン・ビューティ専門学校
グラムール美容専門学校
日本工学院専門学校/
日本工学院八王子専門学校
横浜保育福祉専門学校

＜企業＞
株式会社岩野商会
株式会社小賀坂スキー製作所
株式会社鹿熊組
株式会社コスモ熱学
株式会社信越車体
株式会社タイコ―
北野建設株式会社
株式会社フクザワコーポレーション
株式会社ワイズ
信濃化学工業株式会社
新光電気工業株式会社
大日本法令印刷株式会社
NiKKi Fron株式会社
富国物産株式会社

＜学校＞
御茶の水美術専門学校
信州大学工学部 天野・水野研究室
信州大学工学部 太子研究室
信州大学工学部 樽田研究室
専門学校 長野自動車大学校
(2020年度より 専門学校カレッジオ
ブキャリア共和校 から校名変更)
新潟コンピュータ専門学校

839名
45.8％

974名
53.1％

19名
1.0％

1名
0.1％

【学年比】

1年生

2年生

3年生

総来場者数

学校個別相談コーナー（当日のパンフレット掲載順）

来場高校一覧（50音順）

＜大学・短期大学＞
亜細亜大学
嘉悦大学
神奈川工科大学
金沢医科大学
金沢工業大学
神田外語大学
清泉女学院大学/清泉女学院短期大学
関東学院大学
岐阜医療科学大学
共立女子大学/共立女子短期大学
杏林大学
桐生大学
群馬医療福祉大学
敬愛大学
国際武道大学
こども教育宝仙大学
駒沢女子大学
淑徳大学/淑徳大学短期大学部
順天堂大学 保健医療学部
城西国際大学
武蔵丘短期大学
湘南医療大学
駿河台大学
大東文化大学
千葉工業大学
鶴川女子短期大学
帝京大学
東京医療学院大学
東京保健医療専門職大学(仮称)

東京福祉大学/東京福祉大学短期大学部
東京薬科大学
東洋大学
長野県看護大学
長野県立大学
長野女子短期大学
長野大学
長野保健医療大学
新潟医療福祉大学
新潟食料農業大学
新潟青陵大学/新潟青陵大学短期大学部
二松学舎大学
日本工業大学
日本薬科大学
文京学院大学
法政大学
松本大学/松本大学松商短期大学部
明治大学
明星大学
立正大学

＜専門学校＞
中央工学校
東京保育医療秘書専門学校（東京・立川・大宮）/東
京リゾート＆スポーツ専門学校/東京ビューティー＆ブライダ
ル専門学校（東京・立川・大宮）/東京スイーツ＆カフェ
専門学校（東京・大宮）
大原スポーツ公務員専門学校/大原簿記情報ビジネス医
療専門学校
日本工学院専門学校/日本工学院八王子専門学校

太田情報商科専門学校/太田自動車大学校/太田医
療技術専門学校
グラムール美容専門学校
専門学校医学アカデミー理学療法学科
長野平青学園
東京コミュニケーションアート専門学校（デザイン・マンガ・
ゲーム・CG・アニメ・小説・イラスト・インテリア・自動車）
ユニバーサルビューティーカレッジ
にいがた食育・保育専門学校えぷろん
国際理容美容専門学校
早稲田医学院歯科衛生士専門学校
タカラ美容専門学校
日本デザイナー学院
武蔵野調理師専門学校/武蔵野栄養専門学校/
専門学校 武蔵野ファッションカレッジ/武蔵丘短期大学
岡学園トータルデザインアカデミー
学校法人未来学舎 専門学校未来ビジネスカレッジ/松
本医療福祉専門学校/松本情報工科専門学校
松本調理師製菓師専門学校
エプソン情報科学専門学校
早稲田美容専門学校
大宮国際動物専門学校
日本外国語専門学校
専門学校ビジョナリーアーツ
国際調理製菓専門学校
専門学校新潟国際自動車大学校
日本医歯薬専門学校
赤堀製菓専門学校
専門学校 群馬自動車大学校

長野会場

会場

進路のミカタLIVE・未来ビュー長野会場 2019年出展実績

開催日時
開催名称
会場名称

個別相談コーナー
出展学校数 77校

体験型コーナー
出展学校数 21校

体験型コーナー
出展企業数 34社

2019年7月18日(木) 12：30～17：00
進路のミカタLIVE・未来ビュー長野会場
ビッグハット

1,833名

上田西高等学校
軽井沢高等学校
小諸高等学校
佐久長聖高等学校
更級農業高等学校
篠ノ井高等学校 犀峡校
須坂高等学校
田川高等学校
豊科高等学校

長野市立長野高等学校
長野工業高等学校
長野俊英高等学校
長野商業高等学校
長野清泉女学院高等学校
中野西高等学校
長野東高等学校
野沢南高等学校
文化学園長野高等学校

北部高等学校
松代高等学校
松本工業高等学校
屋代高等学校

※【その他】は予備校生、浪人生、保護者等

780名
42.6％

824名
45.0％

229名
12.5％

【男女比】

男性

女性

＜企業＞
医療法人コスモス
医療法人宮沢医院 グリーンバード
長野市こども未来部 保育・幼稚園課
メディカル・ケア・サービス株式会社

＜学校＞
飯田女子短期大学
上田女子短期大学
佐久大学信州短期大学部
信州豊南短期大学
長野社会福祉専門学校

＜企業＞
株式会社ロゴス
使えるねっと株式会社

＜学校＞
東放学園専門学校
長野美術専門学校
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資料設置コーナー
（当日のパンフレット掲載順）

グローバル・カルチャー

まちづくり・お金

＜企業＞
株式会社ツクイ
長野県厚生農業協同組合連合会（
JA長野厚生連）
地方独立行政法人長野市民病院
ホクト株式会社

＜学校＞
佐久大学
JA長野厚生連 佐久総合病院看護
専門学校
日本歯科大学 生命歯学部・新潟生
命歯学部/日本歯科大学東京短期
大学/日本歯科大学新潟短期大学
長野保健医療大学
長野調理製菓専門学校

ものづくり

こども・福祉

健康・医療・食
＜企業＞
株式会社アップル運輸
株式会社開渡
株式会社五明
株式会社テレビ信州
株式会社ながの東急百貨店

株式会社ホンダカーズ長野中央
長野県警察本部
長野県庁
長野市消防局
長野日産自動車株式会社

＜学校＞
開志専門職大学(仮称)
(2020年開学予定)
専門学校カレッジオブキャリア
千葉商科大学

体験型コーナー（当日のパンフレット掲載順）

講演

法政大学
明治大学
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進路のミカタＬＩＶＥ2020 参画規約 11
個別相談／体験型ブース運営規約

体験型ブース

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

自ブースエリア範囲外への展示・装飾は禁止とさせていただきます。（エリアは右図参照）

来場者の視認性を確保するため、社名・体験テーマが記載される看板が隠れるような装飾はお控えください。

ブース壁面パネル上に、映像機材等の重量が重いものを吊り下げることはできません

背面に向けて装飾することは、後ろのブース出展者の装飾物と混同する恐れがあるため禁止させていただきます。

ネジ・釘等、ブース壁面パネルに穴の空くものを使っての装飾は禁止させていただきます。

ヘリウムガスの利用は禁止させていただきます。

ブース以外の場所での面談・宣伝等は原則として禁止させて頂きます。

他の出展者を誹謗・中傷するような行為は行わないでください。

他社による進学サイトや冊子等の媒体の紹介や誘導は禁止とさせて頂きます。

進学に関係のない広報物、金品、サンプル等の配布を含むプレゼント・販売行為はお断りしております。

食品・飲食類のサンプリングは、禁止とさせて頂きます。

■体験型ブース

横幅
5400ｍｍまで 奥行き

2700ｍｍまで

高さ
2700ｍｍまで

■装飾可能範囲

ブースの外へはみ出し
ての装飾は通路確保の
ため禁止とさせていただ
きます。
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進路のミカタＬＩＶＥ2020 参画規約-Ⅱ 12
体験型ブース運営に際しての規定

体験型ブース
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

搬入および搬出については運営事務局側の定めた時間内で行ってください。

医療行為に該当する行為を高校生、および来場者に施術することは禁止とさせていただきます。
※テーピングの体験は可といたします。
※自校の責任による出展者様同士での実演はこの限りではありません。

理容、美容、メイクなどの美容行為を高校生、および来場者に行うことは禁止とさせていただきます。
※マネキン、ウィッグなどを使用したヘアアレンジやメイクは可といたします。
※出展者様同士での実演はこの限りではありません。

裸火を使った体験、煙が発生するような体験は禁止とさせていただきます。

ハサミ、カッター以外の刃物を使用する際は事前に運営事務局にご相談ください。

大きさ、種類を問わず動物、昆虫の持ち込み、触れあいなどの体験は禁止とさせていただきます。

液体を使用する体験の場合、ブース内床面に養生が必要となります。養生につきましては、出展者様にてご準備ください。
なお、有毒物質、爆発物など、危険物と称される液体、物質を用いた体験は禁止とさせていただきます。

ヘリウムガスなどを使った浮遊性のある風船、火器、有害物質、爆発物の持ち込みは禁止させていただきます。

マイクセットなどの音響機器、打楽器、工具（金槌、木槌）の持込による大きな音の発生する体験は、まわりの出展者様の迷惑となるため禁止いたします。

飲食の有無に関わらず、食品を扱う体験の場合、運営事務局への事前申請が必要です。体験内容を確認させていただき実施の可否を運営事務局にて判断させていただきます。
※前提として、イベント会場内で食品の加工（焼く、煮る等）が発生する体験内容は禁止とさせていただきます。

販売行為は禁止とさせていただきます。

ブース内での食事はお断りしております。お食事の際は所定の場所をご案内させて頂きますので、スタッフまでご相談ください。

その他、運営事務局が不適切、危険と判断した内容は禁止させていただきます。

※会場ごとで別途禁止事項がある場合もございます。詳細は営業担当、もしくは運営事務局へお問い合わせください。
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開催までの大まかなスケジュール

ご出展企業様誘致一次〆 2020年3月31日（火）

2020年4月17日（金）

2020年4月23日（木）予定

2020年5月15日（金）

2020年6月29日（月）～7
月1日（水）

2020年7月10日（金）

3月末までに出展企業様の誘致確定をお願いいたします。その後、マイナビへ参画企業様のご連絡を
いただけますよう、お願い申し上げます。なお、3月末までに出展が確定した企業様は、事前告知チラシ
に企業名を掲載させていただきます。

3月末に誘致完了が難しかった企業様への、最終誘致〆切とさせていただきます。

マイナビより、出展企業様へ出展者マニュアルの送付とイベントサポートページ（体験内容などの入力画
面）のご案内をメールにてお送りさせていただきます。

体験内容など、企業様のシステム入力の〆です。

事前に荷物を送付希望の出展者様は、この期間に荷物倉庫までお送りいただけます。

全出展者様へマイナビより、最終のご出展確認メールをお送りいたします。

出展者マニュアル送付

原稿入力〆

［マイナビ作業］ＨＰなどの告知物、当日配布会場マップ、看板などの作成に入ります。

荷物送付受付期間

2020年7月14日（火）イベント当日

最終のご確認メール

※企業様の誘致〆切状況によっては、上記スケジュールは変更になる可能性があります。

ご出展企業様誘致最終〆
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《企業紹介冊子》 仕様

【仕様】（A4 2０P フルカラー）

目次

1P 2P 3P 18P

データでみる
長野市

【全体の台割案】

【企業ページ】（1/2ページ）

・企業情報（企業名、URL、写真、事業内容/サービス内容など）

・しごとと学びとのつながり（仕事に隠された学びについて紹介）
※鉄道会社様の例：
法律・政治： 鉄道の営業には様々な法律や規則が関係している
社会学・マスコミ・観光： 沿線の観光地への誘客等
人間・心理： お客様サービスの観点からの接客対応やCS向上のための知識 など

・体験内容紹介

14

企業紹介

企業紹介

裏表紙～

企業紹介 企業紹介

企業紹介 企業紹介


