有名グローバル企業＠日本での就職を希望の方向け：ロンドンキャリアフォーラム：オンラインで開催！

日英バイリンガルのチェコ学生＆欧州大学に留学をされている（た）日本人正規学生のみなさんへ
こんにちは。（株）ディスコ CFN の吉田麻衣子です。
ロンキャリやボスキャリなどの『キャリアフォーラム』企画運営会社の（株）ディスコ
CareerForum.net(CFN)から重要なお知らせです。
今年のロンドンキャリアフォーラムは、オンラインで、欧州＆UK の"正規生"向けに開催することに
なりました。

■これまでのロンキャリとの大きな違いは？
1．対象者：欧州＆UK の大学・院に在籍される『正規生』（※）
（※）日英バイリンガルであれば国籍不問、W ディグリー、職務経験者もご参加いただけます。
2．欧州＆UK の正規生を採用したい企業が参加
3．欧州＆UK に加えて世界中の全 CFN 会員のみなさんが対象の『Online Spring イベント（2/1～6/30
開催）』内に「ロンキャリオンライン」ページを開設
4．オンライン上で参加企業のパネルディスカッションや企業との接点をもてる Live セッションを 2
回開催（3/6（土）& 4/8（木））
5．オンラインで企業研究～応募～選考が可能（ロンドンまで行く必要はありません！）

■参加マスト！『CFN 公式：ナビゲーションウェビナー』開催
これまでのロンキャリや昨年秋に開催したボスキャリオンラインとも異なるスタイルとなります。
正しく変更点を押さえていただき、効率よく就活を進めるために学年、専攻、国籍を問わず全ての
“正規生”向けに『ナビゲーションウェビナー』を開催。
変更点や今年開催予定の全キャリアフォーラムイベントを活用した就活プランの立て方を解説します。
まずは必ずこの公式ウェビナーをご利用ください。

＜ナビゲーションウェビナー開催日時＞
1 回目：1/31（日）10:30（チェコ時間）18：30（日本時間）開始
2 回目：2/28（日）10:30（チェコ時間）18：30（日本時間）開始
上記 2 回とも内容は同じものとなります。一日も早く準備を進めるために 1 回目の 1/31（日）のウェ
ビナーを活用されることを強くおすすめします。
予約申し込み：1/22（金）開始 （下記 Flyer 参照）
※日本語で実施します。

■予告 Flyer をチェック
ロンキャリオンライン詳細＆ウェビナー詳細はこちら
https://bit.ly/34I2qLN

■最終学年だけではなく低学年の方も対象です
例年ロンキャリでは正規生は、大学院も含めて低学年の内から多くの方が内定を得ています。
ロンキャリオンラインも全ての学年の方にご参加をいただけます（インターンも含む）。
まだ卒業は先だからと先送りをされているみなさん、ぜひこの機会をフルにご活用ください。

◆◆◆Tips：これだけ押さえておけば OK！◆◆◆

＜ロンキャリオンラインを活用した今後の就活スケジュール＞

①1/21（木）15 時（日本時間）までに CFN 会員の登録完了（会員登録がまだの方）
▽登録はここから
https://careerforum.net/ja

②1/22（金）に CFN 事務局から届くメールを確認

③メールに記載の URL から 1 月 31 日（日）開催の『ナビゲーションウェビナー』の予約完了

④1/31（日）チェコ時間 10:30=日本時間 18：30 開始 『ナビゲーションウェビナー』に参加＆今後の
就活の計画を立てる

みなさんに日本での就職活動の方法を解説するために、レジュメの書き方、攻略、企業紹介などの各
種ウェビナーや個別相談会も 1 月～4 月に開催します。
CFN 会員のご登録を済まされたみなさん宛てに CFN 事務局から今後届くメールを必ずご確認くださ
い。
まずは、1 月 31 日（日）のナビゲーションウェビナーでみなさんにお会いできるのを楽しみにしてい
ます。

＜お問い合わせ先＞
（株）ディスコ CFN (CareerForum.Net) 吉田麻衣子
cfn@careerforum.net

The London Career Forum where you may have a chane to receive job offers from famous global
companies in Japan, will be held online this year!
----------What will be different from the previous London Career Forum?
----------1.Participants will be Full time students currently studying at European & UK universities/graduate schools *
* If you are bilingual in Japanese and English, any nationality, double degree, and people with work experience
can participate.
2.Companies wanting to hire students studying in EU & UK will participate
3.The London Career Forum Online page will be part of the "CFN Online Spring" being held for all CFN
Members from 1/Feb. to 30/Jun.
4.Two live session days, 6/Mar. (Sat.) & 8/Apr. (Thu.), a must-participate event with webiners and panel
discussions where you can connect with participating companies
5.From company research to applying to companies and the selection process all will be done online (You do not
need to fly to London!)
----------Participation is a must: Navigation Webinar
----------In 2021, the event will be held in a different style from the previous London Career Forum and the fall Boston
Career Forum ONLINE.
To fully understand the change with London Career Forum Online and how to efficiently use the Career Forums
in 2021 for your job hunt, we will hold a Navigation webinar for all students regardless of grade, major, or
nationality.
It's important to participate in this webinar to navigate yourself through future preparations and start your job
hunting efficiently!

<Date and Time>
1st webinar: 31/Jan.(Sun.) 10:30 (Czech time) = 18:30 (Japan time)
2nd webinar: 28/Feb.(Sun.) 10:30 (Czech time) = 18:30 (Japan time)
*Both webinars will have the same information and content.
*They will be conducted in Japanese.

We strongly recommend that you take advantage of the first webinar on Sunday, 31/Jan. to get ready as soon as
possible.

<How to participate>
1. Become CFN member
>>> https://careerforum.net/en/
2. On 22/Jan.(Fri.), CFN members who meet the qualification requirements will receive a registration URL from
CFN
3. Access the URL and sign up to the "Navigation Webinar" being held on 31/Jan. (Sun.) or 28/Feb. (Sun.).
There will be other career webinars that you can sign up to as well.
4. Participate in the webinar on 31/Jan. (Sun.) 10:30 (Czech time) = 18:30 (Japan time)
----------Check the Flyer
----------Click the following URL for details on the London Career Forum Online & Webinars
https://bit.ly/3nOnxUf

Companies that want to hire Full time students studying in Europe & UK will participate in the London Career
Forum Online!
If you have any questions about the Career Forum, contact us at cfn@careerforum.net.
We hope that you will take advantage of this opportunity and conduct your job hunting smoothly.

Disco, Inc. CFN (CareerForum.Net) Maiko Yoshida
cfn@careerforum.net

