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事業部
紹　介 DIVISION INTRODUCTION

食品 その他製造

陸海空運

化学　医薬品

明治HD
コカ・コーラボトラーズ
ジャパンHD
味の素
森永乳業
サッポロHD

アシックス
美津濃（ミズノ）
ヤマハ
サマンサタバサジャパン
京都きもの友禅

商業
丸紅
日本マクドナルドHD
三越伊勢丹HD
サンリオ
楽天

鉄鋼・金属
JFE HD
IHI
日立金属
日本精工
日本軽金属HD

三菱ケミカルHD
ライオン
アステラス製薬
三井化学
コーセー

清水建設
積水ハウス
大林組
東京電力HD
東北電力

建設・電気・ガス

セイコーエプソン
富士通
日立製作所
キヤノン
オリンパス

JXTG HD
横浜ゴム
TOTO
オカモト
国際石油開発帝石

繊維・紙・パルプ
東レ
日本製紙
三菱製紙
オンワードHD
帝国繊維

EY Global
Google
Amazon
Facebook
Apple
Christian Dior

パブリック
東京大学
慶應義塾
国立がん研究センター
中日本高速道路
国際協力機構 (JICA)

小田急電鉄
日産自動車
東京急行電鉄
成田国際空港
川崎汽船

電子機器

不動産

サービス・メディア
リクルートHD
日本放送協会（NHK）
フジ・メディアHD
ディー・エヌ・エー(DeNA)
スクウェア・エニックス・HD

東京建物
野村不動産HD
三菱地所
東急不動産HD
飯田グループHD

IPO
メルカリ
UUUM
スシロー・グローバルHD
コメダHD
ペッパーフードサービス

金融
みずほ FG
野村HD
SOMPO HD
琉球銀行
bitFlyer

石油・ゴム・窯業
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J1紹介編

※アーロン：事務所に置いてある椅子の種類のこと
なかなかのお値段！

※ファミレス席：ファミレスのような4人掛け席のこと ※オニオンスープ：事務所にはオニオンス―プが常備！

第3事業部　山川直輝 第4事業部　後藤彩風 就活生に
メッセージを

一言 !

オフィスの
イチオシ

ポイントは !?

オフィスの
イチオシ

ポイントは !?

オフィスの
イチオシ

ポイントは !?

第5事業部　田之倉京子 金融事業部　橋詰日菜子

第1事業部　勝見太一 就活生に
メッセージを

一言 !

第２事業部　西河駿 就活生に
メッセージを

一言 !

DIVISION INTRODUCTION
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!!
知らなかった仕事を
一挙大公開

EYならできます !
こんな仕事たち

執筆活動
平野 嘉彦 EYグローバルが出版しているIFRSの解説書を翻訳しています。IFRSに詳しい訳で

はないので大変ですが、自分の訳した文章が世の中の多くの人の目に留まるのでや
りがいがあります。２年目にしてこのような貴重な機会を与えてくれるのはいい経
験ですね。

EY 塾
森 敦 これはEY新日本独自の企画で繁忙期を除く金曜日の早朝に開催されている朝活勉強

会です。勉強会の講師や、資料作成に至るまですべてが運営委員である若手スタッ
フによるもの！ EY 塾の講師をやると、プレゼン能力や時間管理力（＋度胸！）が
付き、とてもおススメです！

EY新日本には、野球部、フランス語部、将棋部など約 20個の部活動があ
ります。サウナ & スパ部は雑誌 AERA に紹介されたことも！ 
EYJapanの職員ならだれでも参加できるので、普段の業務では関わらない
人とも仲良くなれます！

部活
松本 麗子

EYでは、スローガンである "Building a better working world" を
達成するためのアイデアをグローバルで募集・表彰しています。
今年度は、若手が中心となって教育支援活動を行う私たちのチームが、
Japan Regional Winner に選ばれました。
みなさんも、EY 新日本で様々な活動にチャレンジしてみませんか？ BBWY

土屋 紗喜子/佐藤 若菜

IT 出向
花井 伸大朗

EYの制度で、EYACCのIT部門に出向しています。IT領域はこれまで未知の分
野で苦労もありますが、IT専門家の方々と協力して会計監査に携わることを通
して、それ以上のやりがいを感じています！

あなたは中学生の時に公認会計士という職業を知っていましたか？
EY新日本では中高生に会計をより身近に感じてもらえるよう、若手有
志が会計士の魅力や経済の仕組みを伝える取り組みを行っています。  
Let's join us!!

教育支援
新倉良樹/奥山健人
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佐藤　悔いの無い就職活動をするためには、何が大
切なのでしょうか？
甲斐　他の法人も含めて、いろいろなリクルーター
と話すことが大切だと思います。
リクルーターとの会話のなかで、パンフレットなど
の資料からは分からない、法人の雰囲気や職員の考
え方が見えてくるのではないでしょうか。
また、他の法人のリクルーターと話してみることで、
EY 新日本の良さも悪さも見えてくることがあるか
もしれません。個人的に、さまざまな法人のリクルー
ターに同じ質問をぶつけてみるのはおススメです！

入社1年目の職員を対象にしたアンケート結果をもとに、
我々編集委員が採用パートナーに突撃インタビュー！
採用パートナーから語られる “ホンネ”には、
今後に向けたヒントが満載。就活生必見です！

面接時にあなたが一番心がけていたことは何ですか ？

１位　正直に・誠実に話す
２位　自分のやりたいことを
　　  しっかりとアピールする

３位　リラックスして面接を受ける

その他　寝坊をしない

　　　　　　　　　　　　  など

滝鼻 怜奈
佐藤 尭

滝鼻　面接に向けて準備しておくべきことは何でしょ
うか？
甲斐　まずは、自己分析を通して自分の強みや弱み、
興味などを明確にしておきましょう。
次に、それを踏まえて、自分がやりたいことは何か、
自分がどう成長していきたいのかなどをはっきり答え
られるようにしておきましょう。
自分の弱みを話すのは恥ずかしいと思われる方もいらっ
しゃるかと思います。しかし、面接官には伝わってしま
いますので、面接で取り繕う必要は全くありません。台
本通りに答えられるように準備するのではなく、自分の
思いを正直に伝えることを意識してみて下さい。
また、面接官の目を見て話すことも効果的です。自分
の思いが面接官に伝わりやすくなりますよ！

滝鼻　9割を超える方々が入社して良かったと回答
しているようですね！
甲斐　この結果は、私自身とても嬉しく思います。
数年前の東芝事件以降、我々は法人を変えていく努
力をしてきました。今年は、オフィスの移転も含め
て、徐々に変革の成果が見えてきたように思えます。
昨年入社された皆さんは、悪いところも理解したうえ
で EY 新日本を選んでくださった方々だと思います。
今年就職活動をされる皆さんも、自分なりに納得し
て法人を選ぶことができれば、入社後に大きな
ギャップを感じることなく、働いていくことができ
ると思います。

□ シャツは出ていませんか？
シャツが出ていると一気にだらしなく
見えます。ノックして部屋に入る前に
今一度確認してみましょう。

□ ネクタイは曲がっていませんか？
もしネクタイに自信がなかったら、
リクルーターに直してもらいましょう！
みんな優しいので、ちゃんと直してもら
えると思いますよ。

□ 誤字脱字はないですか？
ES は何度でも書き直せます。今一度
面接前に誤字脱字がないか、チェック
してみましょう。

□ リクルーターと話しているうち
　 に書きたい事が変わるかも。
ES は早い段階で出すことになります
が、就活を進めるうちに書きたい事が
変わったら、どんどんアップデートしま
しょう。

□ ヒールは3cmか高くて7cm。
実際10cm でも問題ないですが、
無難に低めで用意しておく方が良い
でしょう。

□ 口臭ケアしました？笑
面接中、自分の口臭が気になって集中
できなかったとなったらもったいないで
す！ランチに餃子は控えましょう。

□ 体調管理はしっかりと。
風邪の前兆を感じたら、すぐにのど飴を
なめて、声だけは出せるように備え
ましょう。ただし面接中になめるの
はNGですよ！

□ トイレは行きましたか？
面接直前にトイレへ行っておきましょう！

採用パートナー
甲斐 靖裕

主に化学系企業の監査を担当し、リクルート責
任者も務める。趣味は出張先のグルメを食し、
その地の歴史に触れること。皆さんの疑問や不
安を優しく解消して下さいますよ！

EY新日本に入社して良かったですか？

就活で一番参考になったものは何ですか？

佐藤　甲斐さんが EY 新日本を一言で表すとしたら、
どのようなイメージでしょうか？
甲斐　私は、「ファミリー」という表現が一番しっく
りきますね。
まず、EY 新日本の組織はとてもフラットであり、年
次が上の人と下の人とが気軽にコミュニケーションを
とることができる風土であると思います。
また、年次が上の人が下の人を育てようという意識が
強いです。
積極的にチャレンジしようという気持ちがあれば、
しっかりとチャンスを与えてくれます。
失敗を恐れず、いろいろなことにチャレンジしてほし
いと思いますね。

EY 新日本を一言で言い表すとどんなイメージですか？
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2 月：入社式　2018 年 2 月 1 日

 

待ちに待ったEY新日本入社日！ 同期とのつながりは一生もの！ 
ぜひ多くの人に話しかけてみましょう♪黄色のアイテムは忘れずに！
# EY イエロー
# 横のつながり大事！

「いいね！」4225 件

1 月～ 3 月：補習所＋考査　2 月 18 日

1月は実務補習所の講義がいよいよスタート！ 1年目はなんと！ 考査が7
回もあるので最初が肝心です！ グループディスカッションや合宿もある
ので、他法人の同期とも仲良くなるチャンス☆
# 1秒の遅刻も許されないっ！# 追試は福沢諭吉 1.5人分

「いいね！」88 件

2 月～ 3 月：新人研修　2 月 5 日

 

入社式が終わるとEYの職員としての基本的なことを教えてもらいます。
また監査人として現場に行く前にも、実務研修を受けます。
新人のため、独自に研修を実施してくれる事業部もあります。
# 白熱ビジネスマナー教室 # 隣の席だった人と結婚した人も…♡

「いいね！」1125 件

4 月：実査・立会　4 月2日

 

実査・立会は、やり直しがきかない一発勝負！ 緊張はするものの、何億も
の現金を数えたり、ホテルの裏側を見てみたり…
めったに出来ない経験が出来るかも！
# 夜中集合の朝帰り # 会計士は見た！

「いいね！」125 件

4 月～ 5 月：繁忙期　4 月16 日

 

噂に聞く繁忙期…のりきれるかな…と不安なあなた！ そんなに怖がらな
くても大丈夫っ！！ チームの先輩が優しくあなたを導いてくれます☆
# 遅くても 23 時  # 気づいたら 6 月
# あるメッセージに気づいた君は次期編集委員

「いいね！」512 件

6 月：開示チェック　6 月13日

 

金融商品取引法監査の総仕上げ！ 有報の記載ミスがないかチェックしま
す。一見地味ですが、投資家が目にする情報を確認する責任のある仕事
です！ ここまでくればあと一息っ！！
# 君だけのチェックマーク記号を作り上げろっ！# あれ？見てる本合ってる？

「いいね！」128 件

8 月：夏休み　8 月 15 日

 

開示チェックが終わり、四半期レビューを終えると待ちに待った（？）夏休
みです。海外旅行に行く人、実家へ帰省する人、何もせずゆっくり過ごす
人…皆さん思い思いに過ごします。あなたは何をしますか？
#3 週間！？# こんな日がずっと続けばよいのに… # もう戻れない！現実…

「いいね！」5803 件

10 月：子会社往査＋内部統制＝出張　10 月16 日

「いいね！」726 件

第二四半期レビューが実施の時期になると、内部統制関係の手続を実施
する機会が多いです。関与しているクライアントによっては、子会社や
支店に出張できるかも☆
# 当たり出張ならラッキー！ # 現場のリアルを体感できる。

※一部の写真はイメージです。
12 月：今年もお疲れ！忘年会　12 月 21日

 

そんなこんなでもうJ2。怒涛のJ1時代はあっという間に終わりを告げ、年
が明けたらもう新たなJ1が入社してきます。この一年、目まぐるしくも駆け
抜けた自分と仲間たちに乾杯☆
さあ、「J1 Schedule」いかがでしたでしょうか。
高まる期待をそのままに、是非オータムカンファレンスへお越しください！
# 一年間お疲れ様☆  # 年末棚卸の人は頑張れっ！

「いいね！」3541 件

7月： EY 飲みニケーション♪　7 月 15 日

夏休み前、フル稼働していたエンジンも落ち着きだすこの時期。
ここは事業部やチーム、先輩、同期達と交流を深めるチャンス！
さあ、プロアクティブに夜の街へ繰り出しましょう！！
# 華金  # やっぱ同期は落ち着くわ  # 日比谷開拓も楽しいよ♪

「いいね！」2828 件
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池　袋

新　宿

渋　谷

東　京

秋葉原

銀　座

品　川
目　黒

日比谷

北千住

東京ミッドタウン
日比谷

繁華街エリア
板橋区・豊島区・新宿区・中野区・文京区

❶

仕事も遊びも本気で楽しみたい！！
そんなバイタリティ溢れる貴方には、この

『繁華街エリア』がおススメです。
仕事終わりに仲間と野球観戦、恋人とイル
ミネーション…遊びは生活の潤いと仕事へ
の活力を生み出してくれますよね。
都心の中でも家賃がお手頃なのもこのエリ
アの魅力。
さあ！普通に帰るだけなんて勿体ない！
眠らない街で、仕事も遊びも一流の会計士
生活を送りましょう！

平日だってアクティブに！
遊びゴコロ溢れる『繁華街エリア』

中央・総武線

山手線

「東京で一人暮らしをするけれど、正直どこが良いのかわからない…」
そんな貴方のために、今回は EYの若手スタッフが暮らすエリアを
厳選！徹底比較！貴方にピッタリの住まいが、きっと見つかります。

お洒落エリア
品川区・目黒区・渋谷区

「住みたい街ランキング」で常に上位を独占する
このエリア。
洗練されたファッションセンスとシックな魅力
漂う街並みには、「憧れ」という言葉がよく似合
います。
休日にはショッピングの聖地、渋谷へ！何でも
揃うこの街は、流行に敏感な貴方のココロを
満たしてくれるに違いありません。

「日本のトレンド発信地」で、会計士業界のファッ
ションリーダーになるのは貴方かも！？

ショッピングはマストでしょ！？
ハイセンスな貴方は『お洒落エリア』

❷

下町エリア
足立区・荒川区・台東区
墨田区・北区

都会の人は冷たそうでちょっと…
そんな心配をしている貴方にお
ススメなのがこの『下町エリア』！
古きよき昭和の面影と現在の時
間が共存するこのエリアは、ふ
とした瞬間に貴方の意識を故郷
へと帰らせてくれます。
江 戸から 続く伝 統 の 技 術と、
人情味ある「粋」な人々…
レトロな魅力が溢れるこのエリア
は、貴 方の「第二のふるさと」
となること、間違いなしです。

これで貴方も江戸っ子？
情緒漂う『下町エリア』

❸

自宅を公開スタッフの
各エリアに暮らす

NEXT
！！

都心エリア
千代田区・港区・中央区

一歩足を踏み出せばそこは「オトナの街」。
ワンランク上の華やかさを求める貴方におスス
メなのがこの『都心エリア』です。
高級ブランド、高級料理店がひしめくこのエリ
ア。このキラキラ感を他で味わうことはできま
せん。銀座に住めば事務所にだって徒歩で通え
ます！
ちょっと家賃は張るけれど…日本中のゼイタク
を集めたこのエリアで「The 勝ち組 生 活」
目指してみませんか？

ここぞ日本の中心！
リッチな貴方に『都心エリア』

❹

EYと始まる

貴方の一人暮らし

ガイドマップ
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その地域の魅力、好きなところ
駅前には商店街があり、また近くには大きな
公園もあるため、遠出しなくても楽しめます。

家賃 ￥85,000

間取り 6畳

最寄駅まで 徒歩5分

事務所までの通勤時間 40分

広さ １K

お部屋のこだわりポイント
部屋は狭いですが、趣味のゲームを最大限楽し
めるような配置にしています。

三田線沿線で、事務所にも通いや
すいため、武蔵小山を選びました。
部屋は、駅までの距離や家賃を
重視して決めました。

お部屋選びの時に重視したポイント

お部屋のこだわりポイント
物は置かず、不要なものは捨てることを意識し
て、部屋をすっきりさせています。また大量に
本があるため、それらを大きめの本棚に詰め込
んでいます笑
その地域の魅力、好きなところ

商店街があるため、飲食店やドラッグストアな
どのお店が多く立ち並んでいます。家から10分
以内で生活に必要なものがすべて揃います ! 

家賃 ￥85,000
間取り ８畳

最寄駅まで 徒歩７分
事務所までの通勤時間 30分

広さ １K

スタッフ２

小田勇樹
Yuki Oda

さん

家賃を抑えつつ、綺麗なマンション
に住みたいと考えていたため、板橋
区役所前を選びました。板橋区は
23区内でも相場が安い地域で、大
手町・日比谷・池袋・新宿に一本の
電車で行けるため、おススメです！

お部屋選びの時に重視したポイント

板橋区役所前駅（板橋区）

繁華街エリア代表

武蔵小山駅（品川区）

お洒落エリア代表

その地域の魅力、好きなところ
治安が良く、また駅の近くに大きなファッションビル
があるため買い物もしやすいです。個人的には居酒
屋が多いことも嬉しいです笑　

家賃 ￥77,000
間取り 9畳

最寄駅まで 徒歩10分
事務所までの通勤時間 30分

広さ １R

お部屋のこだわりポイント
ワンルームであるため居住スペースが広いです。
また、家具が揃っていないため、スペースの使い
方を比較的自由に決めることができます。スタッフ１

並木貴弘
Takahiro Namiki

さん

事務所まで30分程度で行けるため、
北千住を選びました。
部屋は、礼金の有無や管理費の値
段だけでなく、近くにコンビニが
あるか、日当たりは良いかなども
みて決めました。

お部屋選びの時に重視したポイント

北千住駅（足立区）

下町エリア代表

お部屋のこだわりポイント
少しでも落ち着けるような雰囲気にしています。

その地域の魅力、好きなところ
オシャレな店が多く、麻布十番・恵比寿・
赤坂なども近いため、休日も楽しめます。
新幹線の通る品川が近いため帰省の際は便利
ですし、事務所やクライアント先まで一本で
行ける三田線の始発駅であるため、朝の通勤
がとてもラクです。

家賃 ￥100,000
間取り 6.5畳

最寄駅まで 徒歩５分
事務所までの通勤時間 30分

広さ １K
事務所やクライアント先から近く、
また治安も良いため、白金高輪を選び
ました。
部屋は、風呂トイレが別で独立洗面台
があるか、収納スペースは十分な広さ
があるか、エントランスは綺麗かなど
をみて決めました。

お部屋選びの時に重視したポイント

スタッフ３

皇甫香
Kaori Koho

さん

白金高輪駅（港区）

都心エリア代表

スタッフ３

山本和希
Kazuki Yamamoto

さん

お部屋紹介
EYスタッフの ガイドマップで紹介した4つのエリアに暮らす

スタッフのお部屋を紹介！
先輩スタッフのお部屋選びのポイントを押さえ
て、素敵な一人暮らしのスタートを！
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並木貴弘
Takahiro Namiki

さん
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部屋は、礼金の有無や管理費の値
段だけでなく、近くにコンビニが
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スタッフ３

皇甫香
Kaori Koho

さん

白金高輪駅（港区）

都心エリア代表

スタッフ３

山本和希
Kazuki Yamamoto

さん

お部屋紹介
EYスタッフの ガイドマップで紹介した4つのエリアに暮らす

スタッフのお部屋を紹介！
先輩スタッフのお部屋選びのポイントを押さえ
て、素敵な一人暮らしのスタートを！
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日頃の感謝を込めて、試合前後の
食事も含め両親を

横浜スタジアムに招待しました。

野球観戦も食事も喜んでもらえて、
素敵な一日を過ごし

ました。

子供のころに憧れてい
たTVにでてくるよう
なロボットが欲しくな
り、製作し始めまし
た。社会人になり、お
金に余裕ができたの
で、道具に投資し、
2か月かけてじっくり
製作しています。

あえて言おう、
　プラモであると！

予備校の先生がおすすめしていた日光へリフレッシュしに

行きました。冬に信州へ行く予定です。

先生…私、行きました！

旅館の従業員の方に撮って
いただきました。中禅寺湖が目の前に見えます。

有名な天然かき氷も！

映画鑑賞や読書をしなが

ら嗜むワインは、私生活

に潤いを与えてくれま

す。趣味の時間に興じて

いるときは、仕事のこと

は忘れ自分の世界に没頭

できます。

今年入社したJ１は一体どんなお宝を手に入れたのか…。

思い出に、途中下車。

筋肉はファッションの一部です。仙台へ旅行に行きました。牛タンを食べ、松島に行ったことで、次の繁忙期を乗り越える活力を得ました。

牛タン、マッサン、
　Have a fun☆

島田 拓上原 大輝

大江 祐香
鮑 和薫

田中 泰斗

稲葉 弘一

幅 駿樹

向山 光一

「鉄道オタク」の私ですが、自分へのご褒美として新幹線の鉄道模型を購入しました。幼いころの思い出の車両を模型として手にする感動は筆舌に尽くしがたいです。

小さなJ1の大きな一歩。

その、素敵な一瞬を大切な両親と……。

社会人になり自分の身だしなみに多くの時間と
お金を

かけることができるようになりました。

投資の成果は…自分の力で実現させるものです!!

自慢のプロテイン
コレクションです☆

社会人になったタイミングでガラケーからスマートフォンに乗り換えました。これで同期飲みの誘いを忘れられることも無くなりました笑

芳醇な…赤。
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Ｊ１に聞いてみた！

PC で仕事中に自分の手が目
に入るので、爪がきれいだ
とテンションあがります！
シ ン プ ル な デ ザ イ ン か ら
ヒョウ柄まで色々なデザイ
ンにしている人がいますよ。

Q.ネイルはしていますか？

は　い
いいえ

37％ 

63％ 

女性はスーツ派と私服派に
分かれます。東京ミッドタ
ウン日比谷にオフィスが移
動してから、女性職員がき
れいになったという噂があ
るとかないとか…。

Q.私服と通勤服は別の
服を着用しますか？

は　い
いいえ

92％ 

8％ 

中には 10 万越えのスーツを買っ
ている猛者も。毎日スーツを着
用する男性は気を付けたいポイ
ントになりますよね。スーツが
似合うとできる会計士に見えま
すよ！！

Q.普段着用しているスーツの
値段はいくらですか？

8万円以上 5万円～8万円
3万円～5万円 1万円～3万円

1万円以下

14％ 

34％ 

43％ 

４％ ５％ 

Q.髪は染めていますか？

思ったより染めている人が
多いですね！金髪でなけれ
ば髪型は自由という噂も…
入社してからは自由ですが、
就 活 中 は 黒 髪 が い い か
も！！ 

は　い
いいえ

37％ 

63％ 

男のたしなみは、オーダー
スーツから。
スーツ好きな女性は意外に
も多いらしいので、ここに
はお金をかけてみるのもあ
りかも！？

Q.オーダースーツを
持っていますか？

は　い
いいえ

35％ 

65％ 

Q.名刺入れの値段はい
くらですか？

入社前に買っておきたいアイテ
ム No.1 の名刺入れ！往査先で
一番に使うものなので、お気に
入りの名刺入れを見つけてみて
ください♡

2万円以上 1万円～2万円
5千円～1万円 5 千円以下

９％ 

21％ 

31％ 

39％ 

１～３万円代が一番多いという意
外と経済的なお財布事情！財布は
毎日使うものですからねー大切で
す。ちなみに編集員Ｏは初任給で
６万円の財布を買ったそうですね。

Q.財布の値段はいくらで
すか?

8万円以上 5万円～8万円
3万円～5万円 1万円～3万円

1万円以下

パソコンや調書を持ち歩いたり
するため、軽くて丈夫なカバン
がおすすめです。最近はリュッ
クタイプのカバンを使っている
人も多いですよ！

Q.普段使用している鞄の
値段はいくらですか？

8万円以上 5万円～8万円
3万円～5万円 1万円～3万円

1万円以下

10％ 

12％ 

21％ 

55％ 

２％ 

８％ 

21％ 

19％ 

48％ 

４％ 

テーマ:時計
テーマ:革靴

テーマ:ネイル
テーマ:ピアス

スタッフ１

南谷　誠
Makoto Nanya

スタッフ１

本間　瞳
Hitomi Homma

スタッフ１

影近　裕紀
Yuki Kagechika

スタッフ１

鮑　和薫
Wakun Hou

私のこだわりの逸品
は時計です。

革靴コレクションが
趣味でたくさん持っ
ています !

手元が華やぐと、仕事
もがんばれます。 アクセサリーが映える

よう、全体はシンプルに

前職の時に初めて購入して
以来、時計は良いものを使
うよう心がけています。

履けば履くほど自分の足
に馴染んできて、頼もし
い相棒のように感じてい
ます。休日の手入れの時
間は至福…。

お気に入りのサロンでネイル
してもらうのが月に一度の楽
しみです♪
ネイルは自由なので、職場で
もオシャレを楽しめますよ。

あまり派手な服装はしない
分、アクセサリーにはこだ
わっています。その日の気分
や服装に合わせてピアスを選
ぶようにしています。

俺の オ シ
ゴ ト 女 子 の

# O O T Dof The Day
Outfit Business Fashion
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事例紹介

GLAD

EY Helix GL Anomaly Detector

不正会計に関する研究と機械学習（AI技術）が
融合した最新の監査ツール。全仕訳をもとに
勘定科目の関連性をAIが学習し通常と異なる
仕訳を見つけることでリスクの識別に役立てます。
日本で開発されたツールです。

先端技術の研究・展開を行うマドリッド
のwavespaceチームと共に仮想通貨
の残高計算・各種分析を行う"Block-
chainAnalyzer"を構築しています。
Hadoop等様々な技術的要素に知見を
広げられる案件と感じています。（市川）

入社1年目にして導入プロジェクトを担当させてもらいました。
写真は右から順にArmen（wavespace  Madrid）、菊川（監査監理
部）、Erik（wavespace Madrid）、市川（Digital Audit推進部）です。

EY wavespace™

Wavespace

AI、RPAなどのEY最先端技術を体感できる
４サービスラインの多様な知見と豊富な経験を
統合したグローバルネットワークであり、
クライアントとＥＹがコラボレーションしながら
デジタル戦略を考える体感型ワークスペースです。

継続的監査：詳細は日本公認会計士協会IT委員会研究報告第48号「ITを利用した監査の展望～未来の監査へのアプローチ～」もあわせてご覧ください。

※米国のEY wavespaceTM

Badges

EY Badges

世界のEYで共通の人財育成プログラム
”EY Badges”。
AI・RPA・Blockchain等の先端デジタル技術や
IT、ビジネスに関するスキルを獲得し、
そのスキルを世界に示すことでさまざまな可能
性の扉が開きます。

AIの発達により、将来的に会計士の仕事は
なくなってしまうのでしょうか？

石井奈緒
第４事業部所属

加藤信彦パートナー
金融事業部所属、Digital Audit推進部長

私たちはAI監査時代には会計士の役割が変わると考えています。AIは人間とは違う新たな視点で
異常な取引を示唆する一方、会計監査人としての知見や経験を有した人間が、その異常な取引を
追及していくのです。今後、会計士にはビジネスのより深い理解、専門家としてのデータ分析力、
コミュニケーション能力が求められます。

ツールに関する情報は全職員が閲覧可能なイントラネット上に掲載されており、
ツール紹介ビデオや導入時研修などを利用して徐々に現場に浸透させています。

時代とともに会計士に求められる能力が変化していくのですね。
開発されたツールは実際に現場で利用されているのでしょうか？

今後の会計士には会計監査の専門性以外の能力も求められます。具体的には新たなテクノロジーへの
理解や業種に対する専門性、多彩な専門家を束ねるチーミングです。EYでは人財育成プログラム「EY 
Badges」がスタートしました。必要なスキルはEY 新日本に入ってから身につければ大丈夫です！

これからの時代、会計士はどのようにキャリアを形成したら良いのでしょうか？

是非とも頑張って下さい！応援しています。

なるほど！私もEY Badgesに挑戦してみようと思います。

現在、EYではEY@Workという働き方改革を推進し、在宅勤務制度や選択制シフト勤務制度が導入
されています。またAIやRPAの技術発展により、自動で抽出された異常な取引をリアルタイムに詳細
調査に向かう継続的監査の世界を実現しようと取り組んでいます。継続的監査が実現すれば、年間の
業務のピークが平準化するため、残業も減り、繁忙期がなくなると考えられています。

今後は在宅勤務を含めて、どのような働き方になるのでしょうか？

監査において不正検知能力の向上や株主への情報提供など、新たな価値が求められています。EYで
はDigital Auditのショーケースとして我々の取り組みを紹介するだけでなく、監査先企業との双方向
のコミュニケーションを図るため、日比谷の新オフィスにEY  wavespace™を設置する予定です。

継続的監査を目指すことが働き方改革を進めることになるのですね。
そんな時代のクライアントとの付き合い方はこれからどう変わっていくのでしょうか？

受験生の皆様には秋の法人説明会の際にEY wavespace™をご案内します。
監査の未来と会計士の将来を体感いただく予定ですのでぜひお越しください。

EY wavespace™って11月末にオープンする予定の場所ですよね!?

Digital Audit Q&A
リクルーターを務める石井さんが、

受験生の抱いているDigital Auditに関する疑問を
Digital Audit推進部長である加藤パートナーに質問してみました！
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事例紹介

GLAD

EY Helix GL Anomaly Detector

不正会計に関する研究と機械学習（AI技術）が
融合した最新の監査ツール。全仕訳をもとに
勘定科目の関連性をAIが学習し通常と異なる
仕訳を見つけることでリスクの識別に役立てます。
日本で開発されたツールです。

先端技術の研究・展開を行うマドリッド
のwavespaceチームと共に仮想通貨
の残高計算・各種分析を行う"Block-
chainAnalyzer"を構築しています。
Hadoop等様々な技術的要素に知見を
広げられる案件と感じています。（市川）

入社1年目にして導入プロジェクトを担当させてもらいました。
写真は右から順にArmen（wavespace  Madrid）、菊川（監査監理
部）、Erik（wavespace Madrid）、市川（Digital Audit推進部）です。

EY wavespace™

Wavespace

AI、RPAなどのEY最先端技術を体感できる
４サービスラインの多様な知見と豊富な経験を
統合したグローバルネットワークであり、
クライアントとＥＹがコラボレーションしながら
デジタル戦略を考える体感型ワークスペースです。

継続的監査：詳細は日本公認会計士協会IT委員会研究報告第48号「ITを利用した監査の展望～未来の監査へのアプローチ～」もあわせてご覧ください。

※米国のEY wavespaceTM

Badges

EY Badges

世界のEYで共通の人財育成プログラム
”EY Badges”。
AI・RPA・Blockchain等の先端デジタル技術や
IT、ビジネスに関するスキルを獲得し、
そのスキルを世界に示すことでさまざまな可能
性の扉が開きます。

AIの発達により、将来的に会計士の仕事は
なくなってしまうのでしょうか？

石井奈緒
第４事業部所属

加藤信彦パートナー
金融事業部所属、Digital Audit推進部長

私たちはAI監査時代には会計士の役割が変わると考えています。AIは人間とは違う新たな視点で
異常な取引を示唆する一方、会計監査人としての知見や経験を有した人間が、その異常な取引を
追及していくのです。今後、会計士にはビジネスのより深い理解、専門家としてのデータ分析力、
コミュニケーション能力が求められます。

ツールに関する情報は全職員が閲覧可能なイントラネット上に掲載されており、
ツール紹介ビデオや導入時研修などを利用して徐々に現場に浸透させています。

時代とともに会計士に求められる能力が変化していくのですね。
開発されたツールは実際に現場で利用されているのでしょうか？

今後の会計士には会計監査の専門性以外の能力も求められます。具体的には新たなテクノロジーへの
理解や業種に対する専門性、多彩な専門家を束ねるチーミングです。EYでは人財育成プログラム「EY 
Badges」がスタートしました。必要なスキルはEY 新日本に入ってから身につければ大丈夫です！

これからの時代、会計士はどのようにキャリアを形成したら良いのでしょうか？

是非とも頑張って下さい！応援しています。

なるほど！私もEY Badgesに挑戦してみようと思います。

現在、EYではEY@Workという働き方改革を推進し、在宅勤務制度や選択制シフト勤務制度が導入
されています。またAIやRPAの技術発展により、自動で抽出された異常な取引をリアルタイムに詳細
調査に向かう継続的監査の世界を実現しようと取り組んでいます。継続的監査が実現すれば、年間の
業務のピークが平準化するため、残業も減り、繁忙期がなくなると考えられています。

今後は在宅勤務を含めて、どのような働き方になるのでしょうか？

監査において不正検知能力の向上や株主への情報提供など、新たな価値が求められています。EYで
はDigital Auditのショーケースとして我々の取り組みを紹介するだけでなく、監査先企業との双方向
のコミュニケーションを図るため、日比谷の新オフィスにEY  wavespace™を設置する予定です。

継続的監査を目指すことが働き方改革を進めることになるのですね。
そんな時代のクライアントとの付き合い方はこれからどう変わっていくのでしょうか？

受験生の皆様には秋の法人説明会の際にEY wavespace™をご案内します。
監査の未来と会計士の将来を体感いただく予定ですのでぜひお越しください。

EY wavespace™って11月末にオープンする予定の場所ですよね!?

Digital Audit Q&A
リクルーターを務める石井さんが、

受験生の抱いているDigital Auditに関する疑問を
Digital Audit推進部長である加藤パートナーに質問してみました！
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開催スケジュールなど、詳細は定期採用サイトよりご確認ください！
https://www.shinnihon.or.jp/recruit/

11月16日（金）正午より、 マイページから受付を開始致します。
※既にマイページへエントリー済の方：以下URLよりご予約ください。
※マイページ未登録の方：以下URL内「初めての方はこちら」よりエントリー後、

ご予約ください。
https://mypage.1170.i-web.jpn.com/EYshinnihon2018/

こちらのQRコードを読み取ってください 。

▲

EY Japan Autumn Conference

◆ 選考プロセス

エントリーシート
（履歴書）の提出

面接の予約

　 

内定通知

内定承諾期間

STEP

2

STEP

4
STEP

5

適性テストの受検

STEP

1

STEP

3

（ 法人説明会/テーマ別説明会）
の予約/参加

選考
（１次・２次面接）

2018年度論文式試験全科目合格者および過年度合格者を対象に、下記の通り、EY Japan Autumn Conference（法人説明会/テ
ーマ別説明会）および選考を実施いたします。

採用スケジュール（東京事務所）
RECRUITMENT SCHEDULE

エントリーシート（履歴書）は電子受付となりますので、マイページよりご入力ください。
まで

（入力開始は11月９日（金）を予定）
提出期間：11月16日（金）正午 ～ ご自身が予約した1次面接日の前日正午

まで（予定）

メールにてご案内するWEB適性テストの受検をお願いいたします。

受検期間：11月16日（金）（予定） ～ ご自身が予約した1次面接日の前日正午

11月26日（月）～ 12月1日（土）の期間に、面接による選考（２回を予定）を行います。

12月3日（月）9:00より、メール及び電話にて内定通知を行う予定です。

12月３日（月）13:00 ～ 4日（火）15:00

マイページから受付を開始いたします。
※１次、２次面接の予約は併せて行ってください。
※エントリーシート（履歴書）　未提出の場合でもご予約いただけます。

11月22日（木）15:00より、

EY Japan Autumn ConferenceEY Japan Autumn Conference
法人説明会の

お知らせ

※写真は、昨年度の様子

法人説明会 テーマ別説明会

「興味のある分野について深く知りたい」「じっくりと話を聞きたい」
といったリクエストにお応えして、金融、IPO、グローバル、パブリッ
ク、アドバイザリー、女子会、非常勤、セクターなど、様々な切り口で
テーマ別説明会を準備いたしました。
これに加えてEY新日本での現場の実態を肌で感じていただくために、夏
の法人説明会大好評企画「人気チームが語る監査の現場！」をテーマ別
説明会として企画しました。
内容も拡充し、金融、パブリック、その他多数のセクターから、グロー
バル企業や最近話題のIPO企業の監査チームも参加予定です。
パネルディスカッション＆フリートークを通じ、EY新日本の監査現場を
体感いただきたいと思います。
Autumn　Conferenceに加え、テーマ別説明会にも是非ご参加いただ
き、EY新日本の魅力を知っていただきたいと思います。
皆様のお越しをお待ちしております。

Autumn Conference（秋の法人説明会）では、夏にお話しできなかった
「組織」や「制度」など法人概要の説明とともに、常に変革を続けるEY
新日本の取組みを具体的にご紹介いたします。
私たちは、働く人々が真のプロフェッショナルとして成長できる環境を
創出し、より高度な監査品質を実現するために、これまでたゆまぬ改革
を行ってきました。
その成果を皆さんにご覧いただくとともに、EY新日本はこれからどう歩
んでいくのか、体感していただけるようにしっかりとお伝えしていきた
いと思います。
当日は、EY新日本の監査の魅力に加えて、金融、IPO、パブリック、グ
ローバル、財務会計アドバイザリー、地区等、様々な切り口で皆様の疑
問にお答えするブースをご用意しております。皆様のお越しをお待ちし
ております。

開催期間：11月19日（月） ～ 23日（金・祝）

開催場所：東京事務所（東京ミッドタウン日比谷　オフィス棟） 
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大津　青葉　　　　　　　荻野　智成　　　　　　　滝鼻　怜奈　　　　　　　山河　沙織　　　　　　　横森　恵佑　　　　　　　奥村　恵美

勝田　凌輔　　　　　　　後藤　彩風　　　　　　　佐藤　尭　 　　　　　　　田中　悠介　　　　　　　五十嵐　剛

有給を取って好きな
アーティストのア
コースティックライ
ブに行ったこと。

田中悠介（スタッフ１）

夏休みに17連休を取り、韓
国とラスベガスへ行けた
こと！社会人になっても
こんなに遊べると思っ
ていなかったので幸せ
でした (*^^*)

後藤彩風（スタッフ１）

ザギンでシースーラ
ンチに行けたこと！
その日は仕事になり
ませんでした笑

佐藤尭（スタッフ１）

入社式にEYカラーの黄
色い靴下で行ったら、ス
コット・ハリデーに覚え
られたこと！

勝田凌輔（スタッフ１）

出張先の佐賀県でクライ
アントの方と河童のミイ
ラを見に行ったこと！

滝鼻怜奈（スタッフ２）

監査チームのみんなで
サッカー観戦に行ったこ
と☆大雨だったけど大興
奮でした！

山河沙織（スタッフ２）

１泊12万のスイートに
女友達と半額で泊まっ
たこと！

奥村恵美（スタッフ１）

（編集長）

（採用課）

* はリクルーターです。

出 演 者
（ 50 音順 ）

Special Thanks

発 行 日 2018 年 11月９日
企 画 ・ 制 作 JOINUS! 2018 編集委員
発 行 EY 新日本有限責任監査法人 人材開発本部 人事部採用課
編 集 ・ 制 作 第一資料印刷株式会社

Comment

横森恵佑（スタッフ２）

最近、結婚式をしたのですが、
披露宴にて法人の同期が
親族も巻き込んで大い
に盛り上げてくれたお
かげで、忘れられない
式になりました笑

それはやっぱりJONUS! の
作成ですよ。
2年間やり切りました！感涙

大津青葉（スタッフ２）

貧乏生活から抜け出し、
駅近で最上階の家賃10
万円の家に住めるよう
になったこと！

荻野智成（スタッフ２）

Editorial Members

編集委員

JOINUS!2018 編集長 大津 青葉

* * * *
* * *

Q. 入社してから一番印象に残っていることは？

夢溢れる受験生と接することで初心を思い出すリクルーターは少なくないと思います。
自分のやりたいことは何なのか。情報過多なこの時代の受験生への就活の手助けをさせていただきたい。
その想いから始めた JOINUS!。

「If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?」
とスティーブジョブスはいいましたが、私にとっては JOINUS! だったのかもしれません。
２年という短い期間で、その想いを実現すべく JOINUS! に携わることができて、本当によかったです。

（でも正直、人生最後の日は美味しいもの食べたいかな。）
JOINUS! 編集員を初めとするリクルート関係者の皆様ありがとうございました。
この冊子をお読みいただいた皆様の就活の成功を心よりお祈り申し上げます。

vol. 2JOINUS!

石井　奈緒　　　　　　　市川　義人　　　　　　　稲葉　弘一　　　　　　　上原　大輝　　　　　　　大江　祐香　　　　　　　奥山　健人

小田　勇樹　　　　　　　甲斐　靖裕　　　　　　　影近　裕紀　　　　　　　勝見　太一　　　　　　　加藤　信彦　　　　　　　菊川　智也

木子　裕美　　　　　　　皇甫　香　 　　　　　　　酒井　秀座　　　　　　　佐藤　若菜　　　　　　　島田　拓　 　　　　　　　田中　泰斗

田之倉　京子　　　　　　土屋　紗喜子　　　　　　内藤　吉健　　　　　　　並木　貴弘　　　　　　　南谷　誠　 　　　　　　　新倉　良樹

西河　駿　 　　　　　　　橋詰　日菜子　　　　　　花井　伸大朗　　　　　　幅　駿樹　 　　　　　　　平野　嘉彦　　　　　　　鮑　和薫

本間　瞳　 　　　　　　　松本　麗子　　　　　　　向山　光一　　　　　　　森　敦　 　 　　　　　　　山川　直輝　　　　　　　山本　和希

Armen Morcecian　　　　Erik Hencier

* *
* * * ** ** **

*
* * * *
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