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Room1、2
金融入門
～あの時決めた私の選択～

金融業務説明会
～専門性で未来を切り拓く～

金融特集①
キャリアの方程式
～金融キャリアのその先～ 

金融特集②
グローバル
～ボーダレスな金融環境～

金融特集③
やりがいも働き方も金融女子
～女性が活躍ってホント？～ 

金融特集④
キャリアナビ
～応援します、
　あなたの「夢」への挑戦～ 

15:00~18:00

-

9:00~12:00
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EY Café
東京ミッドタウン日比谷 オフィス棟9F Room6

金融お悩み相談所
～今しか聞けない金融のあれこれ ～
東京ミッドタウン日比谷 オフィス棟15F
Room4

オフィスツアー
東京ミッドタウン日比谷 オフィス棟10F
EY総合受付前

デジタルで描く会計士の
キャリア
@EY wavespace Tokyo

セクター×人気チーム

EY女子トーク
～迷っている人集合！～

就活コンサルティング
～本番直前編！～

グローバル

IPO業務
～ショートレビュー体験講座

IPO業務・スタートアップ支援
～イノベーショントレンドに
　着目した企業成長サポート

パブリック

法人全体説明会
（全体講演＆ブースセッション）
東京ミッドタウン日比谷 オフィス棟8F
カンファレンスルーム

I
P
O

金
融

EY
テーマ別
説明会

法人全体説明会：受付8F
テーマ別説明会／金融お悩み相談所：受付9F　Room6前
オフィスツアー：受付10F　EY総合受付前

受付について

※1

※2

※3

※3

※1	社会人編（ブースセッションはございません。）　
※2	ブースセッションは1時間のみとなります。　
※3	15時前後の時間帯は面接の予約をお取りいただけるよう、時間を確保いたします。

主催：EY新日本有限責任監査法人　お問合せ：EY Japan Autumn Conference事務局 0120-212-252 （平日9:30〜17:00）

EY新日本有限責任監査法人



Welcome to EY Japan Autumn Conference
皆さん、EY Japan Autumn Conferenceにようこそ!!  
EY新日本はより良い社会の実現に貢献するため、常にイノベーティブな監査法人として変化を厭わず、これからも変わり続けます。
高品質・高付加価値なサービスを提供するとともに、職員が豊かな生活のなかで真のプロフェッショナルとして成長できる環境を
創りあげるためにテクノロジーを積極的に導入し、働き方、オフィス改革、様々な研修や制度面からの改革を行ってきました。
今回の「Autumn Conference」では、夏の採用イベントで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、
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。またEY新日本では、職員が様々な経験を経る中で自らの専門性を
選択できるキャリアプランを提供しています。グローバル、金融、IPO、パブリック、女性の働き方など、様々な切り口から
皆さんのお悩み・疑問にお答えする企画を用意していますのでご自身の会計士としての未来を思い描きながら、思う存分楽しんでください。

 EY Japan Autumn Conference 運営担当一同 

EYパブリックは業界No.1と聞いたけれど本当？ どんな仕事ができるの？
どんな人が働いているの？ パブリックに詳しくないけど大丈夫？ 等々
噂の真相、素朴な疑問に全力でお答えします！

業界No.1の人員、クライアントを擁し、グローバルにもローカルにも強みを持つ監査環境。
そして、広がるアドバイザリーの世界。選ばれ続けてきた実績が物語る金融業務の魅力をご紹介します。
聞いてみないと分からない金融の世界。一度は聞かなきゃ損すること間違いなし！

グローバルに繋がる最先端監査プラットフォームであるEY Canvas、
最新設備を備えた東京ミッドタウン日比谷オフィス、働き方改革で実現したワークライフバランス。
EYの監査現場で今、何が起きているのか。現場経験豊かな会計士が、イマ、を語ります。

今年もやります、My Career! 毎年恒例の人気企画です。
会計士になったらどんな事ができるんだろうと悩んでいたりしませんか？
あなたのEYでの多様なキャリアを、経験豊富なEYの先輩リクルーターが一緒に真剣に考えます。
今は明確な目標がない方も問題ありません。当ブースでお気軽にご相談ください！

1年目って何をやるの？チームの雰囲気は？何でEYに入ったの?
あなたの質問に若手スタッフが｢なんでも｣｢正直に｣お答えします！
学生非常勤経験者から社会人経験者まで、幅広く取り揃えてお待ちしております！

「財務会計アドバイザリーって普段何の業務をしているの？」「監査とは何が違うの？」
誰もが思うこれらの疑問に、第一線で活躍するメンバーがズバリお答えします！
監査で経験したノウハウが活かせる財務会計アドバイザリーという魅力的な世界を少しのぞいてみませんか？

EY新日本は、国境を越え世界中に展開する多くの企業をサポートしています。そんな世界をまたにかけ、
グローバルに対話できる会計士になりたいと思っているあなたへの企画です。今は英語が苦手でも「志」さえあれば大丈夫。
ボーダレスに活躍する先輩たちの体験談を聞いて、ご自分の未来の姿を想像してみてください。

Digital Audit・・・？なんだか難しそう・・・、と思っているそこのあなた！安心してください。
現時点で特別な知識がなくても大丈夫！EYではデジタル技術を使いこなせる人材の育成に力を入れています。 
実際に監査現場でツールを使っている職員がEYのデジタルに関する取り組みをわかりやすく説明するとともに、
皆さんの素朴な疑問に本音でお答えします！

IPO実績No.1！ 監査業務とIPO業務の両キャリア！ イノベーショントレンド！
新しいビジネスを創出するベンチャー企業のサポートは、未来の日本、そして世界経済の成長につながります。
そんなIPO（新規株式上場）業務をコンパクトに紹介します。

法人全体説明会 ブース紹介　東京ミッドタウン日比谷 オフィス棟8F  カンファレンスルーム （要事前予約※法人全体説明会）

パブリック

金融のすべて

EYの監査現場

My Career

若手スタッフ相談コーナー

FAAS
財務会計アドバイザリー

グローバルキャリアの歩み方

EY Digital Audit

IPO業務
～未来の日本＆世界経済のサポート～

ほっと一息できるEY Café。サマカンに引き続きアキカンでもオープンします。ブースを回って少し疲れてきたらこちらへお越しください。
美味しい飲み物を飲みながら、リクルーターと気軽に話をしたり、受験生同士で仲良く話をする場です。EY Caféのスタッフ一同心を込めておもてなしいたします。

金融にしたいけど、どのセクターがいいんだろう…もう来週面接だ！どうしよう！！！ そんな迷えるそこのあなたに朗報です！
EY金融部の若手スタッフがそのお悩み、解決しちゃいます！ 情報を整理したい方、若手ならではの話を聞きたい方、どしどしご参加ください！！！

ブースセッションでは≪女性の働き方コンシェルジュ≫が常時待機しておりますので、お気軽にお声掛けください。

昨年移転した私たちの新しいオフィス（東京ミッドタウン日比谷）のオフィスツアーを開催いたします。
最新の設備や働きやすさを追求した職場環境、ワークのOnとOffが切り替わる瞬間を体感してください。

EY Café　東京ミッドタウン日比谷 オフィス棟9F　Room 6 （予約不要）

金融お悩み相談所 ～今しか聞けない金融のあれこれ～　東京ミッドタウン日比谷 オフィス棟15F　Room 4 （要事前予約）

オフィスツアー　東京ミッドタウン日比谷 オフィス棟10F　EY総合受付前 （要事前予約）

若手中心の金融イベント！！！金融監査と一般監査の違いとは！！なぜ先輩はあの時、「金融」、「EY」を選択したのか！？
まだ決めきれていないあなた、そんなあなたのキャリアを輝かせるヒントをたくさん準備してお待ちしています。
まずは「入門」を聞きにきてください。

EY金融が誇る「人×クライアント×組織風土」が生み出す圧倒的な成長環境を紹介します。
グローバル、アドバイザリー、IPO、FinTech、PEファンド、金融工学、アクチュアリー、外部出向（金融庁・日銀等）・・・・
思い描くキャリアを実現するフィールドがここにあります。

EY金融で学んだ先にあるフィールドに焦点を当てた特集企画です。
アドバイザリー業務で金融機関をリードするキャリア、各種の規制対応、テクノロジーを駆使した次世代監査へのキャリア、
ASBJ・官公庁への出向。ハイクラスメンバーだけを集めたこの企画で未来の自分を探してください。

金融業界はボーダレスにビジネスを展開しています。どのセクターでもグローバルな監査環境に身をおくことができます。
海外駐在案件だけでなく、海外EYメンバーの受入など、目の前に広がる圧倒的なグローバル環境を感じてください。
日比谷のオフィスで海外メンバーと一緒に働いてみたいと思いませんか？

女性合格者必見！ 『金融は女性が少ない？』『金融でどんな風に活躍しているの？』『金融に興味はあるけど激務じゃないの？』。
そんな皆さんの不安・疑問にお答えする座談会です。若手女子からママさん会計士まで様々なバックグラウンドをもつ
女性金融メンバーがお待ちしています。皆さんが憧れる働き方が見つかるはずです！

就職活動の締め括り企画です。
大量の情報に埋もれ、踏み出す一歩が見えなくなってしまったあなた、「夢」の実現のためのキャリアプランにお悩みのあなた。
EY金融の"プラスα"の専門性が生み出す多くの選択肢の中から、金融コンシェルジュがあなたの「夢」への挑戦をお手伝いします。

パブリック分野の第一人者であるEY新日本だからこそ実現できるキャリアパスや仕事の魅力をお伝えします。
ヘルスケア・教育・自治体など、パブリックの第一線で活躍するメンバーが、業務内容や民間企業を含めたキャリアパスなど、
皆さん1人1人の様々な疑問や悩みにお答えします！

近年、世界では最新のテクノロジーで成長し続けるスタートアップが世界経済を牽引しています。
EYはグローバルでも日本でもスタートアップ支援やIPO業務に力を入れています。
そんなEYのIPO業務・スタートアップ支援を先輩会計士の体験談含め説明します！

IPO業務の中でも、最もスキルのつくショートレビュー（短期調査）の体験講座です。
実例を使い、制度調査や財務調査を体験できます。実査や残高確認など監査手続にも挑戦できます！

「英語を使って仕事がしたい」「海外の仲間たちと働いてみたい」EY新日本のグローバル業務はチャレンジングですが、
その分あなたを大きく成長させてくれます。海外駐在から帰ってきた先輩、日本に居ながらグローバル業務に奮闘する
先輩たちとあなたのキャリアについて一緒にお話ししてみませんか？

就活まで時間がない！とりあえずES作ればなんとかなる！？そう思っているそこのあなた！それは間違った就活です！
就活はあくまでこれから進むキャリアの扉の一つです。｢自分の進みたいキャリアパスを見つける就活｣してみませんか？
※本企画にご参加される場合は、ESが必要となりますのでご準備ください。

ワークライフバランスは充実できる？女性のロールモデルは見つけられる？
皆さんの質問に本音で答える個別相談会です！
EYライフの楽しみ方をご紹介しますので、少しでも疑問のある方は是非お越しください！

サマカンで人気を博した企画「セクター」と「人気チームが語る監査の現場」がコラボしました！
EY新日本には多種多様なセクター（業界）と各業界のリーディングカンパニーが沢山あります。
各セクターからEY新日本を代表する人気監査チームが集まり、監査やセクターの魅力を熱く語ります。
もちろん、各人気チームのメンバーと直接お話しできる時間も準備しています。ご参加お待ちしております。
AIやブロックチェーンなどを用いた監査経験は皆さんの将来のキャリアを無限に広げます。
最先端のデジタル技術を駆使したイノベーションセンター「EY wavespace Tokyo」で、
日本で開発されたAI監査ツールをいち早く体感しながら、未来の会計士の姿を私たちと一緒に想像してみませんか？
デジタルを通じて皆さんの会計士としてのキャリアをとことん本気で考える企画です。是非この機会にご参加ください！

EY テーマ別説明会　（開催日時・会場は、裏面「開催スケジュール」をご覧ください）

東京メトロ千代田線・日比谷線、都営地下鉄三田線 「日比谷」駅直結

東京メトロ有楽町線「有楽町」駅直結 （徒歩4分）

東京メトロ丸の内線・銀座線「銀座」駅直結 （徒歩5分）

JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 （徒歩5分）

東京ミッドタウン日比谷／日比谷三井カンファレンス 9F
（イベント総合受付）
東京都千代田区有楽町 1丁目1-2

開催場所：

アクセス：

金融入門 
～あの時決めた私の選択～

金融業務説明会 
～専門性で未来を切り拓く～

金融特集①
キャリアの方程式
～金融キャリアのその先～

金融特集②
グローバル
～ボーダレスな金融環境～

金融特集③
やりがいも働き方も金融女子
～女性が活躍ってホント？～  

金融特集④
キャリアナビ
～応援します、
　あなたの「夢」への挑戦～  

パブリック

IPO業務·
スタートアップ支援
～イノベーショントレンドに
　着目した企業成長サポート

IPO業務
～ショートレビュー体験講座

グローバル

就活コンサルティング
～本番直前編！～

EY女子トーク
～迷っている人集合！～

セクター×人気チーム

デジタルで描く会計士のキャリア
@EY wavespace Tokyo


