
＜お問い合わせ先＞ NEC インターンシップ事務局
E-mail︓internship@info.jp.nec.com

NECでは学生のみなさんに「社会」「企業」「仕事」等に対する視野を広めていただく機会
として、インターンシップを実施します。
社員たちとの共同作業を通して、仕事の楽しさや厳しさを学ぶことができます。
ぜひ、NECの社会ソリューション事業を内側から体感してください。

NEC 夏季職場受入型インターンシップのご案内

実習期間 実習テーマにより異なりますが、原則として次の期間のいずれかになります。
・2019年8月26⽇（月）〜8月30⽇（⾦）（5⽇間）
・2019年8月26⽇（月）〜9月6⽇（⾦）（10⽇間）
※一部、上記期間以外で実施する場合があります。

コース ①サイバーセキュリティコース
②ビジネスデザインコース
③技術系コース
④営業・企画系コース

実習内容 各部門ごとに設定します。詳細はインターンシップ募集ＨＰでご確認ください。
＜実習テーマ例＞
・ＡＩ・アナリティクス事業のビジネス・仕事の流れを実体験
・顔認証による入・退場ゲート制御システムの開発・評価
・機械学習エンジン・ソリューションの開発支援
・自動運転実現に向けたAI技術の適用検討・検証
・製造業のお客様へのAI、IoTソリューション提案
・電機業界における、知的財産権取得状況調査と知的財産取得業務 Etc.

実習場所 おもに東京・埼⽟・神奈川・千葉の各事業場および⽀社・⽀店
※一部、NECグループ会社で実施する場合があります。

待遇 ・食事代補助として1⽇1,000円程度⽀給予定
・交通費⽀給（当社基準に則り⽀給）
・遠⽅から参加する場合、宿泊施設提供（社員寮を予定）ならびに旅費⽀給
（当社基準で算定）

申込⽅法 ６月３⽇（月）12:00から応募開始︕（予定）
下記、NECインターンシップ募集HPから応募ください。
（締切︓6月16⽇（⽇）12:00まで）

NECインターンシップ募集HP（６月3⽇よりアクセス可）
http://jpn.nec.com/recruit/internship/index.html

※申込者多数の場合は面談もしくは書類選考を実施します。

mailto:internship@info.jp.nec.com
http://jpn.nec.com/recruit/internship/index.html


1 サイバーセキュリティ
NECの提供するシステム、サービスに関する
セキュア構築/運用支援業務体験

・NECの対応している業種事業、セキュリティ対策状況を分析し、各業種のシステム対
するセキュリティ
　実装方式の提案
・セキュリティ実装方式に基づく、SI業務サポート、技術支援、及び拡販支援

・分析によるセキュリティ実装方式の立案手法を理解
できる
・リスクアセスメント手法を理解できる
・分析に基づいたSIサポート、技術支援、及び拡販支
援を理解できる

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし

・Windows系OS, Linux系OSの操作
経験を有すること。
・HTTP, TCP/IP, JavaScriptに関す
る基礎知識を有すること。

・以下のコンピュータ関連言語が読
めること（C, C++, PHP, Java, SQL）
・情報処理技術者試験（基本、応
用、情報セキュリティスペシャリスト）
に合格していること

NEC本社ビル（東京都港区）

2 サイバーセキュリティ
セキュア開発、サイバーセキュリティインテリ
ジェンスに関する業務体験

・セキュアシステム構築技術の調査・分析・評価、評価環境の整備
・サイバーセキュリティ情報のリサーチ業務

・セキュアシステム構築の概要を理解できる
・サイバーセキュリティに関するOSINT手法
　（オープンソース情報の収集、分析、ドキュメンテー
ション等）

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし

・Windows系OS, Linux系OSの操作
経験を有すること。
・HTTP, TCP/IP, JavaScriptに関す
る基礎知識を有すること。

・以下のコンピュータ関連言語が読
めること（C, C++, PHP, Java, SQL）
・情報処理技術者試験（基本、応
用、情報セキュリティスペシャリスト）
に合格していること

NEC本社ビル（東京都港区）

3 サイバーセキュリティ
セキュリティマネジメントサービスに関するマ
イクロサービス開発

セキュリティマネジメントサービスの機能拡張を実現するマイクロサービス開発に従事
し、アジャイルソフトウェア開発手法のスクラム開発等を体験します。

・セキュリティ技術の基礎
・ソフトウェア開発手法の基礎 あり

8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし Linux基礎知識(コマンド・エディタ) プログラム開発経験(Java) NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

4 サイバーセキュリティ
お客様CSIRT支援の実践体験、サイバーセ
キュリティへの取り組み体験および社員交流

・NECのサイバーセキュリティのご紹介
・セキュリティ業務体験（仮想）
・セキュリティLCMの体験（実務）
・社員交流

・お客様から問い合わせのあるインシデントの対応 あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

情報系
その他積極募集
する学科／専攻（
セキュリティ　）

サイバーセキュリティに興味があれ
ば特に専攻は問いません。

・サイバーセキュリティに関わる研
究内容

セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

5 サイバーセキュリティ
デジタル事業を支えるセキュリティソリュー
ションの企画・プロモーション

当部門は、世界が抱える社会課題を、デジタルの力で解決する事業の開発と、プロ
モーションを行っています。本テーマでは、NECが考える新事業と、これらを提供するプ
ラットフォームに対し、脅威やリスクを分析し、安心・安全に提供するためのセキュリティ
ソリューションの企画と、プロモーション活動を体験頂きます。

① 企業活動におけるセキュリティの必要性と、実際
のセキュリティビジネスが進んでいくプロセス
② セキュリティビジネスの全体像と具体的な対策ソ
リューション
③ NECグループでセキュリティに関わる社員との交
流による、現場の業務内容、社員の生の声

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし

パソコン（Windows）の基本操作、
Microsoft Office による簡単な文
書、プレゼンテーション資料作成が
できること

セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

6 サイバーセキュリティ
サイバーセキュリティの脅威への対応を体験
し、その役割の大きさとやりがいを実感しよ
う！

【NECソリューションイノベータ株式会社にて受け入れ】
・サイバーセキュリティの基礎知識学習
・実機を使用した業務体験

・サイバーセキュリティに関する基礎知識・最新動向
・チームワーク／コミュニケーション あり

8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
パソコン等コンピュータに関する基
礎知識

プログラミング言語を用いたプログ
ラミング経験、コンピュータネット
ワークに関する基礎的知識

新木場センタービル5F （東京都江東区）

7 サイバーセキュリティ
SOC（Security Operation Center）運用業務
及びセキュリティSI業務の習得

【ＮＥＣネッツエスアイ株式会社にて受け入れ】
セキュリティソリューション全般実習（前半）
・相関分析（SIEM）、セキュリティ機器/ネットワーク機器実習
アナリスト業務体験（後半）
・詳細調査、対処方法判断、防御策実施のシミュレーション

最新のサイバーセキュリティ事情とセキュリティ運用
事業の実践を通じ、サイバーセキュリティに関わる知
見を深めることが可能。また、セキュリティ機器や
ネットワーク機器の製品知識を習得できる。

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

情報系 MicroSoft Officeの操作経験
Linux（UNIX）操作経験
ネットワーク知識、通信プロトコルの
理解（HTTP,SMTP,DNS,ICMP）

MSCセンタービル（東京都港区）

8 サイバーセキュリティ
Linux（UNIX）操作経験、通信プロトコルの理
解（HTTP,SMTP,DNS,ICMP）

【日本電気通信システム株式会社にて受け入れ】
1. ネットワークセキュリティエンジニアとして必要となる関連技術全般を習得するための
実習
2. セキュリティオペレーションエンジニアとして必要となる関連技術を習得するための実
習

ネットワークのセキュリティに関する知識を習得す
る。ネットワークにおけるセキュリティリスクと対応す
るセキュリティ要件、機能、構成に関して、実際の
ネットワーク設計・構築・管理・運用で必要な知識お
よびスキルを身につける。

なし
8月26日(月)～8月30日
(金）

電気・電子系
情報系

・Windows、またはそれに準ずるOS
の操作ができること
・Microsoft Word、PowerPoint等を
活用して資料作成ができること

・Linux（UNIX）操作経験
・通信プロトコルの理解
（HTTP,SMTP,DNS,ICMP）

三田国際ビル（東京都港区）

9 サイバーセキュリティ
攻撃（診断）と防御（監視）から見るセキュリ
ティ

【株式会社インフォセックにて受け入れ】
講義/実施操作を通してサイバー攻撃とはどのようなものであるかを理解し、守るため
に必要な要素を体験し、また、分析方法について学ぶ。

セキュリティ業務を幅広く理解できる。実機操作を通
して知見を深めることができる。 なし

8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
PC、NW機器の利用経験（家庭内
ルータも含む）
セキュリティに興味のある方

インフォセック本社（東京都港区）

10 ビジネスデザイン

[サービスデザイン] 企業の現場のデザイ
ナーと一緒に５年後の自分や周囲の人の暮
らしを想像し、それを実現するサービスをデ
ザインする

・様々な社会情勢を調べ、５年後の対象者の暮らしや世界観をイメージ
・その世界観の中で暮らす主人公を選び出し、ペルソナを作る
・アイデア出して（時には現場のデザイナーと共にブレスト）、フレームを活用して整理し
発展させる
・ペルソナに基づき、社員の中で想定ユーザーや関連する専門家にヒアリングし、自分
のアイデアを検証する
・アイデアを最適に表現する形式をツールを考え、そのツールを作成する
・ツールを用いて発表する

・NECの現場におけるサービスデザインのプロセス
・デザインをビジネスの視点で捉える観点
・アイデアを人に伝えることの難しさ・大切さ

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

その他積極募集
する学科／専攻
（サービスデザイ
ン/UXデザイン/
情報デザイン）

サービスデザイン・UXデザイン・情
報デザイン・デザイン思考に関する
基礎的な知識を有していること

NEC本社ビル（東京都港区）

面談実施テーマNo. 受入テーマ職種系統 実習テーマ名 実習内容 実習を通して学べること 実習期間 学科/専攻 必須条件 希望条件 実習場所



面談実施テーマNo. 受入テーマ職種系統 実習テーマ名 実習内容 実習を通して学べること 実習期間 学科/専攻 必須条件 希望条件 実習場所

11 営業・企画系
Ai/Iot技術による社会インフラへの貢献につ
いて（九州支社）

　・ユーザにおけるビジネス課題の仮設と検証
　・NECのAi/Iot技術を使った課題解決提案
　・課題と提案のフィットandギャップの実施

　・企業や公共団体における事業課題のアプローチ
手法
　・情報収集力とその分析力

なし
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
　MS_ＥＸＣＥＬ/ＷＯＲＤ 基本知識、
ビジネスマナー

　特になし ＮＥＣ九州支社（福岡市博多区）

12 営業・企画系
Ai/Iot技術による社会インフラへの貢献につ
いて（中国支社）

　・ユーザにおけるビジネス課題の仮設と検証
　・NECのAi/Iot技術を使った課題解決提案
　・課題と提案のフィットandギャップの実施

　・企業や公共団体における事業課題のアプローチ
手法
　・情報収集力とその分析力

なし
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
　MS_ＥＸＣＥＬ/ＷＯＲＤ 基本知識、
ビジネスマナー

　特になし ＮＥＣ中国支社（広島市中区）

13 営業・企画系
「日本の消防・防災を支える仕事を実体験す
ることで社会貢献を果たせ！」

・日本の消防、防災を支える仕事って？
・営業を体験する（お客様or協力会社の訪問）
・顧客志向の新製品開発って何だ？
・他社とコラボした新機能企画を体験する
・若手社員突撃インタビュー（就活時代に思い描いていた姿と現実のＧＡＰは？仕事楽
しい？など）

・リアルな営業現場を体感することで、入社後に自分
が社会で活躍するイメージが描ける
・先輩社員と時間を許す限り会話することで、将来の
不安を払拭し明るい未来が描ける

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし

営業（営業支援）職希望者。パソコ
ンの基本操作ができること。Word,
Excel, PowerPointを用いた簡単な
資料作成、インターネットを使用した
調べものができること

特になし NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

14 営業・企画系 AI/IoT時代の営業スタイル

社会や顧客が抱える課題・ニーズを、NECのAI/IoTの技術で解決できる方法を検討し、
顧客に提案を行うプロセスを経験する（タイミングによってはリアルタイムな経験ではな
い可能性があります）。
また、顧客フォローや社内会議・資料作成など日々の営業活動について経験する。

NECのAI/IoTに対する取り組み、実社会への適用に
向けた活動、および、NECの営業パーソンの活動内
容、社会/顧客課題を解決するためのプロセス

なし
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
一般的なコミュニケーション能力（会
話を理解し、不明点等の発言がで
きること）

ITパスポート程度の基礎的なIT知
識

セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

15 営業・企画系
FinTechのビジネスアイデア企画（AIやブロッ
クチェーン等の技術を活用した新規ビジネス
企画）

デジタル化による変わる産業構造を機会ととらえ、金融を軸とした新規グローバル事業
の立ち上げを推進しています。本実習では、新規事業企画の一部プロセスを体験して
いただきます。
・金融機関や金融サービスの変化の概観理解
・ビジネスモデルキャンバスなど、新規ビジネス企画におけるプロセスの学習
・AIやブロックチェーンなどの適用技術の検討
・具体的的テーマを決めたうえでの事業企画アイデアの検討とプレゼン

・新規事業を立ち上げるフェーズで、ビジネスの現場
ではどのようなことが起きているのかを知る
・AIやブロックチェーン等の技術に関する概要と必要
性を理解する

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
新規事業を自身で企画して自ら実
行したいという思いがあること

ビジネスモデルやデジタルテクノロ
ジーに興味があること

セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

16 営業・企画系 NEC顔認証ソリューション海外事業展開
顔認証とは何か？どのようなところで役に立つソリューションかを理解していただきま
す。そのうえで在籍社員サポートのもと、どうすれば拡販できるのか？自分なりに具体
的に考えて最終提案を実施していただきます。

海外ビジネス及び世界NO.1のNECの顔認証技術に
ついて概要を理解いただけます。 なし

8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

17 営業・企画系
エネルギー業界（主に石油元売り）に対する
事業企画およびソリューション販売

当部はエネルギー業界（主に石油元売り企業）を担当しています。当業界は、国内需要
低迷や労働力不足を背景とした業界全体の構造改革が進んでおり、ITを活用した新た
な事業創出や合理化が課題となっています。お客様のこのような課題に対する既存ソ
リューションやAiやIoT等の新技術を活用したソリューションの拡販活動を実習して頂き
ます。

当社の標準的な営業プロセスや業務内容を実習を
通じて学ぶことができます。また、通常の営業活動だ
けでなく、新規ビジネス立上の活動についても知るこ
とができます。

なし
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
一般的なコミュニケーション能力（会
話を理解し、不明点等の発言がで
きること）

ITパスポート程度の基礎的なIT知
識

セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

18 営業・企画系

エンターテイメント領域(競馬、ボートレース、
カジノなど)のお客様向けにファンサービス向
上や集客に繋がるソリューション事業企画及
び営業

お客様の課題である新規顧客（ファン）開拓につながるソリューション企画・開発・提案
の現場を経験する。また、顧客フォローや社内会議・資料作成など日々のソリューショ
ン営業活動を体験する。

お客様の課題解決に向け、NECの技術・製品や営業
プロセス（顧客ニーズのヒアリング～NECアセット検
討～提案　など）を実習を通じて学べます。

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
一般的なコミュニケーション能力（会
話を理解し、不明点等の発言がで
きること）

ITパスポート程度の基礎的なIT知
識

セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

19 営業・企画系
お客様との接点におけるワークショップによ
る共同体験

お客様との接点である部門の強化される企業が増えています。この顧客接点をシステ
ムとしてどうサポートするか？価値を生み出すかを仕事としています。今回の実習で
は、実際にお客様とワークショップ形式で共同作業でアウトプットを作り出す場面を想定
しています。実際にＮＥＣのお客様とのワークショップを体験していただきます。

実際のお客様との共創の体験を通して、一方通行で
はない、作り手としての技能を体験することができま
す。

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
コミュニケーション能力（人と円滑に
コミュニケーションできる）

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

20 営業・企画系
クロスインダストリー新規デジタルビジネス企
画

製造業、流通業、物流業、サービス業、金融など、さまざまな業種に対するIoTやAI、
データサイエンスなどを活用した新たなデジタルビジネスの企画活動に参加いただきま
す。

最新のデジタル技術を活用したビジネス創出の現場
を体感することができます。 あり

8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし なし なし
■NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）
■セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

21 営業・企画系 ソリューション営業／マーテケィング活動

・神奈川および千葉県下のお客様（自治体、大学、官庁 、民間大手企業）に対するソ
リューション営業活動
　および社内関係部門等との調整・折衝など関連業務プロセスの体験実習。
・具体的には、
　①お客様訪問への同行（定例会、見積書・提案書の提示、障害対応等々）
　②社内打合せ参加（提案書レビュー、セミナー企画検討、予算会議等々）
　③資料作成（見積書作成、提案書作成等々）

・ＮＥＣの事業内容に対する理解
・職種としての"営業"の理解（対人折衝力、コミュニ
ケーション力等、必要とされる知識を体感）
・ＩＴリテラシーの向上（ＰＣ活用スキル、アプリケー
ション操作等）

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし 明るく元気でやる気のある人 一般的ビジネスマナーの知識 神奈川支社（横浜市西区）または
千葉支社（千葉市美浜区）



面談実施テーマNo. 受入テーマ職種系統 実習テーマ名 実習内容 実習を通して学べること 実習期間 学科/専攻 必須条件 希望条件 実習場所

22 営業・企画系
ソリューション営業／関連業務プロセスの体
験

愛知県下と静岡県下のお客様（自治体、民間大手企業）に対するソリューション営業活
動、および社内関係部門等との調整・折衝といった関連業務プロセスの体験実習。
具体的には、①お客様訪問への同行（定例会、見積書・提案書の提示、障害対応
等々）、②社内打合せへの参加（提案書レビュー、セミナー企画検討、予算会議等々）、
③資料作成（見積書作成、提案書作成等々）

・ＮＥＣの事業内容に対する理解
・職種としての"営業"の理解（対人折衝力、コミュニ
ケーション力、必要とされる知識を体感）
・ＩＴリテラシーの向上（ＰＣ活用スキル、アプリケー
ション操作等々）

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
明るく、元気・前向きで、やる気のあ
る人

一般的なビジネスマナーの知識 ＮＥＣ中部ビル（名古屋市中区）または
ＮＥＣ静岡支社（静岡市葵区）

23 営業・企画系
ホテル・テーマパーク・スポーツ施設向け新
規事業の営業活動

当部門はホテル・テーマパーク・スポーツ施設（スタジアム・アリーナ等）へ営業活動を
行っている。ホテルマーケットにおいては大きなシェアを確保しており、当社の顔認証技
術を活用した新サービス（SmartHospitaryServce）の拡販を進めている。テーマパーク、
スポーツ施設を含めた集客施設への
営業活動を実習頂く。

新規事業をどのように立上、営業活動を行っている
かを学ぶことができる あり

8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし 特になし
新規事業立上、新規事業の営業活
動に興味があること

セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

24 営業・企画系 海外事業開発 海外向けの新事業開発企画（特にホテル業界）
海外での業界のトレンドに合致するNECとしてユニー
クなＳＬの企画 なし

8月26日(月)～8月30日
(金）

TOEIC550点程度 NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

25 営業・企画系 官公庁向け営業活動
中央官庁向けに大規模ITシステムを納入するための受注戦略立案・推進、顧客対応、
社内外関係部門との折衝・調整

社会が抱える様々な課題に対し当社が新たな社会
価値創造に向けて8つのテーマで取り組みを進めて
います。政府の課題や社会変化に伴う課題など、中
長期的な課題解決に向けて、当社がどのような価値
を提供することができるかについて、実際の営業活
動を通じて体験してください。

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし NEC本社ビル（東京都港区）

26 営業・企画系
官庁・都道府県等向け　防災関連新事業提
案業務

当部門では官庁（内閣府・国交省等）および各都道府県向けに、AIなどの新技術を活用
した防災関連の新規事業提案をミッションとしています。本実習では新事業提案の支援
を行うことで、実業務に近い内容を体験していただきます。
【実習内容例】
・新事業提案の事前準備、提案活動の支援（資料作成、客先訪問の同行など）
・既存防災システムの市場調査

・官公庁や各都道府県の既設防災システムに関する
基礎知識
・AIをはじめとした最新技術に関する基礎知識
・情報収集、プレゼン、提案能力

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし

パソコンの基本操作ができること。
Microsoft Word, Excel, PowerPoint
を用いた簡単な資料作成、インター
ネットを使用した調べものができる
こと。

特になし NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

27 営業・企画系 関西地域でのＩＣＴの利活用について

関西支社では、関西地域における自治体、医療機関、教育機関、メディア（放送・新
聞）、地域金融機関、地域企業等に対してソリューションを提供しています。インターン
シップでは、関西地域の社会、経済の特色、およびＮＥＣ関西支社の事業領域を踏まえ
て、ＩＣＴの利活用による地域課題の解決策について検討し、事業・サービスの提案を行
います。

地域の社会課題についての理解を深め、事業創造
の体験をすることができます。 なし

8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
営業を通してＮＥＣの社会貢献ビジ
ネスに関心を持っていること

NEC関西ビル（大阪市中央区）

28 営業・企画系 企業における知的財産法務
①契約書（特許ライセンス契約、秘密保持契約等）の作成・検討
②ICT企業の重要課題（標準必須特許・訴訟、AI/ビッグデータ等）に関する講義受講

「知的財産法務とは何か」を少しでも体験していただ
き、具体的な業務内容、スケールの大きさ、面白さ、
やりがいの多さを実感していただきたいと思います。

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
・知的財産法務（契約検討、ライセ
ンス交渉、訴訟対応等）に対する興
味

・法律の基礎知識（知的財産法、民
法等）
・パソコンの基本操作（Word, Excel,
PowerPoint等）
・ある程度の英語力

NEC本社ビル（東京都港区）

29 営業・企画系
現地現物！ものづくりの現場でお客様の課
題を学ぶ

・私たち「ものづくり匠グループ」はNEC社内でサプライチェーン改革を進めてきたプロで
構成されるチームです。日々、製造業のお客様の現場にお伺いし、経営課題を解決す
るためのサプライチェーン改革の支援（コンサルティング）を実施しています。
・実習では、お客様やNECのものづくりの現場に実際に足を運んでいただき、お客様が
どのような課題を抱えているか、また我々がそこに対してアプローチする手法を体感し
ていただければと思います。

・製品ができるまでの実際のプロセス
・製造業の抱える課題とそれに対する解決のアプ
ローチ
・コンサルティング業務の進め方

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし なし
トヨタ生産方式やサプライチェーン
改革等、製造業に興味のある方。

NEC本社ビル（東京都港区）

30 営業・企画系
埼玉県エリアの顧客に対するソリューション
提案活動の実体験

埼玉県内の地方公共団体、金融業への提案活動、営業活動および関連業務プロセス
の体験実習。
当社の持つ社会ソリューションやIｏTソリューションへの理解を深め、実際の提案活動を
通じて顧客にどのような価値を提供できるのか理解する。
具体的な活動としては、①お客様訪問へ同行、②社内打合せへ参加、③顧客への提
案・紹介資料作成など

自治体の住民サービス向上や行政事務の効率化、
安全安心を確保するための社会インフラ整備、IoTの
普及やBigDataの活用など、当社のICT技術が私たち
の生活をどう変えていくのか、営業の最前線の活動
を通じて体感する。

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし 特になし 一般的ビジネスマナー知識
関東甲信越支社（埼玉県さいたま市）

31 営業・企画系
自治体領域での新事業アイデアの創出活動
／AI活用の実体験

①新事業アイデアの創出
　もやもやしたアイデアを持っている人同士が集まってアイデアを磨き合うワークショッ
プに参加してもらいます。ワークショップ参加に向けた準備、参加後のアイデアブラッ
シュアップも行って頂きます。
②AI活用の実体験
　チャットボット（AI活用した自動応答）が動くための機能チューニングを実体験してもら
います。なお、AIを全く知らない方でもできる業務範囲を担当してもらう予定です。

・デザインシンキングといったアイデア創出の手法や
プロセス
・AIの実装方法の理解

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし 特になし 特になし NEC本社ビル（東京都港区）



面談実施テーマNo. 受入テーマ職種系統 実習テーマ名 実習内容 実習を通して学べること 実習期間 学科/専攻 必須条件 希望条件 実習場所

32 営業・企画系 新ITサービス/ソリューションの企画、提案

2020年オリンピックを控え、企業にはオフィス出社に頼らないワークスタイル変革が求
められています。そこで、「働き方改革」をテーマにNECのリモート会議やソフトウェアロ
ボット等によるICTソリューションを活用し、お客様のワークスタイル変革を支援するた
めの提案演習を行います。具体的には以下の内容を予定しております。
・基本的な提案の流れ、製品の勉強会
・お客様の課題ヒアリング（模擬）
・解決策の検討、関連部門への情報収集
・提案書作成
・お客様へのプレゼン（模擬）

・マーケティングスキル、提案・プレゼンテーション力
の向上
・最新ICTソリューションの知識習得

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし
ワード、エクセル、パワーポイントの
基本的な操作

マーケティング基礎知識 NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

33 営業・企画系 新規ビジネス立ち上げ検討

・アライアンスグループの一員として、パートナー協業での新規事業モデル創出に向け
た検討を実施。
・学生の視点で新しい事業モデル（５GVBPなど）について、グループでアイデア出しを
行い、それをアウトプットしてまとめる。
・グループディスカッションの取りまとめ役として全体をリードする。

・実ビジネス環境で新規ビジネス立ち上げに関する
経験を積める。
・アウトプット資料を準備することで、とりまとめ力や
資料作成力を学ぶ。
・グループ検討を仕切る事で、ディスカッションマネー
ジメント力を培う。

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
・前向きな思考。
・自ら動く積極性。

・新規ビジネスを検討する意欲を
持っている方。
・柔軟な発想力と広い視野を持って
いる方。

第二田町ビル14F（東京都港区）

34 営業・企画系
日本含むアジア地域の蓄電池事業における
マーケット調査

当部門では、近年再生可能エネルギーの効率利用、電力安定化の手段として需要が
高まっているESS（蓄電ソリューション）の、日本を含むアジア地域における事業開発を
行っております。本実習では、主に無停電電源装置（UPS）や無人搬送車（AGV）に使用
されている、小型蓄電池の市場調査や戦略検討を一緒に行っていただきます。

エネルギー事業における、米国製品（NEC Energy
Solutions製）の日本・アジア展開のために市場調査
を行い、戦略立案までを体験することで、エネルギー
業界の動向、グローバルビジネス、マーケティングの
知識と経験が得られます。

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし

・エネルギー事業やマーケティング
への興味
・Microsoft Office（Word、Excel、
Power Point）が使えること

・TOIEC 600点 NEC本社ビル（東京都港区）

35 営業・企画系
北海道エリアの団体・企業に対するソリュー
ション提案活動の実体験

北海道内（札幌近郊中心）のサービス業、流通業、製造業、ＪＡ・金融マーケットへの提
案活動、営業活動および関連業務プロセスの体験実習。具体的には、①お客様訪問へ
の同行、②社内打合せへの参加、③顧客への提案・紹介資料作成　等

当社の持つ社会ソリューションやIｏTソリューションへ
の理解を深め、実際の提案活動を通じて企業にどの
ような価値を提供できるのか理解する。また、職種と
しての"営業活動"を理解する。（対人折衝力、コミュ
ニケーション力を学ぶ）

なし
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし 特になし 一般的ビジネスマナー知識
ＮＥＣ北海道支社（札幌市中央区）

36 技術系
3D都市データの未来を支える最先端光セン
シング機器の開発（ソフト、ハード）

デジタルインフラに新たな価値・体験を産み出すべく、最先端の光センシング機器を開
発しています。
機能の概要および開発手法を実際に体験しながら学習していただきます。具体的には
下記内容になります。
①どのような光センシング技術？（サービス活用例とデバイスシステムの役割、機能を
説明します。）
②中身はどうなってるの？（デバイスシステムとしての構成部品および制御を詳しく説
明します。）
③実際に動かすとどうなる？（最先端設備を用いて実機を触りながら各種評価を行って
もらいます。）

・光センシング機器のしくみと光送受信技術
・製品開発に必要なスキルや知識
・製品開発の一連の流れ（製品企画→設計→試作→
評価→品質確認→販売開始）

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし 特になし 特になし NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）

37 技術系
自動運転実現に向けたAI技術の適用検討･
検証 ～ 車載カメラ画像、車両センサ情報に
よる高度センシング技術の活用検討 ～

自動運転や高度な安全運転支援の実現に向けた様々な検討の中で、主に自動車から
取得可能な情報（車載カメラ画像、車両センサ情報 など）を対象とし、画像認識や
ディープラーニング等のAI技術を用いたセンシング技術における活用方法の検討・検証
へ参画いただく。
実習の中では関連技術の動向や企業の取り組みについても紹介し、検討･検証の実習
では、実際に車両から取得した情報で分析を経験していただく。

・新規技術開発に向けた企業の取り組み（自動運転
実現に向けた要素技術適用の検討・検証など）
・AIを活用したセンシング関連の先進技術知識

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし 特になし。
画像認識技術の活用、ディープラー
ニング技術の活用、センシング技術
の活用に興味がある方。

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

38 技術系
ネットワークＳＥ実習（実機を用いたネット
ワーク設計、構築）

実際にネットワークＳＥがどの様な業務を行っているかを体験して頂きます。
日ごろお客様向けに構築しているネットワークシステムの設計や評価を通して、ＳＥが
どの様な観点で行っているかを理解して頂きます。（実機を用いた実習なども含みま
す）
また、お客様の具体的な課題に対して、解決方法を実際に第一線で活躍しているＳＥと
ディスカッションを行って頂きます。

ネットワークＳＥの業務全般に関して、全体の流れと
各プロセスで行う業務の内容を学びます。
ネットワークＳＥの仕事がどんなものかを具体的な体
験を通して学んでいただきます。

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし ネットワークに関する基本的な知識 ネットワークに関する専門的な知識 NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

39 技術系
インソールセンサーシステムのプロトタイピン
グ

・NECでインソールセンサー(靴の中に仕込んで足の動きを検出)による人の歩行状態
のデータ収集/分析を利用した新規事業を検討しており、そのシステムの試作支援を
行っていただきます。NECの担当者と協力してシステム試作を実施し、サービス内容/
使い勝手を検証します。

・実際に事業化検討中のシステムのプロトタイピング
を体験することを通じて新規事業創出における技術
者に求められる役割を知ることができる。

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

情報系
・プログラミングの基礎知識
・機械学習の基礎知識

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

40 技術系 5G共創環境でアプリケーションを試作しよう

NECでは、ネットワーク技術やソリューションの知見・実績などの強みを活かして新たな
領域におけるサービス事業を加速するために、新ブランド「NEC Smart Connectivity」を
立ち上げました。さらに、その新しいサービスをお客様に実感いただき、アイデアを共創
してソリューションを試作する空間として、「NEC Smart Connectivity Lab」の開設を準備
しています。この場所を活用して、特定の業種のお客様を想定し、お客様の課題を解決
するソリューションのアイデアを創出し、さらに簡単な試作までを行います。
新たな価値を提供する"新事業"を創り出すことの「楽しさ」「やりがい」を感じながら、価
値を提案し、お客様に提案するための試作までの一連のプロセスを体験することがで
きます。
　1日目：オリエンテーション(メール等OA周りの設定、メールの書き方等)
　2,3日目：課題設定の議論、アイデア出し、アイデアの纏め方
　4,5日目：ソリューションのデザイン、試作の準備
　6,7,8日目：試作
　9,10日目：プレゼンテーション
※日々のレビュー(ディスカッション)で、仕事の進め方(例：報連相)も実践予定。

・アイデア出し手法（ユーザー中心設計/デザイン思
考：ユーザー中心でサービスを検討・議論)
・簡単なプログラミングを通じたアジャイル開発手法

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
情報系

・パソコン(Linux)操作ができること
・プログラミングの経験があること

・MS-OFFICE(ワード/エクセル/パ
ワーポイント)を使っての資料作成
経験。
・Pythonによるプログラミングができ
ること

■NEC本社ビル（東京都港区）
■NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）
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41 技術系
5G高度化に向けたマイクロ波・ミリ波
Massive-MIMO空間多重技術の実験と解析

第5世代モバイルアクセス移動無線通信の更なる高機能・高性能化（広帯域・高空間多
重度）を目指した, ミリ波高集積制御IC技術、Massive-MIMO空間多重技術の実際の基
本設計と評価を学ぶ. 必要/場合に応じシミュレーションも行う. IC・マイクロ波国際学会
採択（実績・未発表含む）水準の実物・実験を通じ技術開発の実際を経験し, 達成度の
評価・考察を行う．

NECが目指し実行する社会・インフラの高度化と、そ
のブレークダウンである要素技術の開発の実際に触
れ, 学んできた技術がいかにして社会に活かせるか
を実感することを目標とする．

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系その
他積極募集する
学科／専攻（物
理・応用物理・数
理工学）

マイクロ波/高周波・電磁気学の基
礎知識

半導体デバイス（化合物、Si）の基
礎知識・取り扱い経験
マイクロ波回路（小信号・ハーモニッ
クバランス）・システム（MATLAB）シ
ミュレーション経験

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

42 技術系
5G無線装置の低消費電力化に関する試作と
実験

5G無線装置で消費電力割合の大きな高周波増幅器の低消費電力化手法について学
ぶ。
試作設計から特性評価を行い製品開発を体験する。学会水準の低消費電力性能を目
標として、実際に国内外最先端のGaN HEMTデバイスを用いた基本設計を行い、必要/
場合に応じシミュレーションも行う。実験・実測を通じて達成度の評価・考察を行う。増幅
器を効率よく動作させるためのデジタルひずみ補償技術についても実験を行う

来るべき5G社会において、通信ネットワークインフラ
である基地局無線部の最先端技術動向と、それを達
成するための要素技術に触れる。学んできた技術が
いかにして社会に活かせるかを実感することを目標
とする．

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
その他積極募集
する学科／専攻
（通信、物理、応
用物理
）

マイクロ波/高周波・電磁気学の基
礎知識

化合物半導体デバイスの基礎知
識・取扱い経験
マイクロ波回路シミュレーション経験
（小信号、非線形）

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

43 技術系
AI（人工知能）技術を活用したチャット自動応
答の製品企画・開発

NEC中央研究所で開発した最先端のAI技術（テキスト意味分析など）を活用したチャット
自動応答製品の新バージョン開発において、市場・技術動向の調査・分析、新機能の
企画、機能検証作業やデモシステム構築を経験してもらう。

（１）最先端のAI技術に関する動向
（２）商用ソフトウェア製品開発手法の経験
（３）製品企画、マーケティング
（４）企業における業務運営　　など

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
情報系

Microsoft Office
プログラミング知識（Java、スクリプ
トなど）

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

44 技術系
ＡＩ・アナリティクス事業のビジネス・仕事の流
れを実体験しよう！

・ＡＩ・アナリティクス事業の概要、基礎知識の学習
・実データを用いたデータ解析の支援
・データ解析を通じて得られた価値を用いて提案体験（ソリューション提案、新規ビジネ
ス提案等）

将来的にデータサイエンティストとして活躍するため
の基本的なビジネスの流れや業務知識を学ぶことが
できます。

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし データ分析やＡＩへの意欲・やる気
データ分析の経験、機械学習の知
識

NEC本社ビル（東京都港区）

45 技術系
AWS上でのAPI-GW・ブロックチェーン技術検
証

金融機関等が持っている様々な情報を活用し、他業種へデータ提供することで、利便
性・安全性の高いサービス、付加価値のあるサービス提供を実現するためのプラット
フォームサービス（情報流通プラットフォームサービス）の実現に向け、「プロトタイプシ
ステム」として、Amazon Web Service（AWS）上に「APIゲートウェイ・ブロックチェーンプ
ラットフォーム」を構築し、サービスWeb・モバイルアプリをプロトタイプ開発する。また、
開発したプロトタイプシステムに関する技術検証・ユースケースを想定した導入効果に
関する検証を行う。

・Amazon Web Service（AWS）を利用したクラウド基
盤環境構築
・NEC NC7000シリーズを活用した「認証認可」「FIDO
認証」「APIゲートウェイ機能」技術
・Hyperledgerをベースとしたブロックチェーン技術
・実証検証を通したシステム開発、検証作業

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

情報系
その他積極募集
する学科／専攻
（数学）

情報系技術に関する基礎知識 プログラム開発・検証実習経験 住友大井町ビル（東京都品川区）

46 技術系
Digital Transformationを実現するソリュー
ション創出活動の体験

・ソリューション企画・プロモーションの活動を体験する
・製品・ソリューション開発の流れ（企画、設計、テストなど）を各チームに入って体験す
る
・お客様への提案など提案書作成、技術回答などを体験する

・製品・ソリューション開発プロセス
・DX時代に向けたビジネスの進め方
・複数企業との共創によるビジネスの進め方

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
ネットワークに関する基礎知識、
IoT/DX/AIに関する基礎知識

第二田町ビル（東京都港区）

47 技術系 EVPN/VXLAN ネットワーク技術評価

EVPN/VXLANネットワーク用SDNコントローラにおいて、顧客で適用が想定されるNW
構成について動作確認を行い結果を資料化する。資料は最終的に該当製品のWhite
paperに取り込む想定。
具体的に以下の実習を行う。
・EVPN/VXLANネットワークの構築
・障害切り替え等のイベントにおける情報収集と分析

ネットワークを実際に構築することで、ネットワークシ
ステムの基本構成や各種プロトコルの挙動について
基礎知識を学ぶことができる。

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

情報系
ネットワークの基本知識 (Ethernet,
ARP, IP)
Linux

プログラム技術(Python等データ処
理可能なスクリプト言語)

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

48 技術系
FAXサーバ構築プロジェクトにおける結合テ
ストの実践

損害保険会社において、事故受付時に事故内容を担当拠点へFAX送信する業務があ
ります。そのFAX送信を行うサーバが老朽化したため、最新のハードウェアに置き換え
るプロジェクトを進めています。
サーバ構築後の結合テストのテスト観点・項目の洗い出し、実施、テスト結果の考察
（品質評価）を行います。

プロジェクトにおけるフェーズ（基本設計・外部設計・
構築/単体テスト・結合テスト・総合テスト）のうち、結
合テストの進め方を学ぶことができます。

なし
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし MS-Windows,Excel FAX 住友大井町ビル（東京都品川区）

49 技術系
IoT と AI を組み合わせた実機デモの検討と
作成

弊社のIoT基盤ソフトウェアとAIエンジンを組み合わせて、HW機器を用いながらデモを
構築する。具体的には、HW機器であるデバイスやスマートフォンとIoT基盤ソフトウェア
を有線、または近距離無線によって接続し、そのデバイスから収集したデータをAIエン
ジンとの連携や可視化を行い、実世界での活用をイメージしたデモシステムを作成す
る。実習は職場メンバーと共同でデモのアイデア検討から実際の動作までを行う。必要
に応じて一連の使用技術や利用場面などについて課題抽出や報告などを行う。

企画立案・設計・実装・評価の進め方や各種報告書
作成に関する技能習得 なし

8月26日(月)～9月6日
(金）

情報系 Linuxの基礎知識

JavaScript or Python、およびプログ
ラミングに関する基礎知識、ネット
ワークの基礎知識、UIに関する基
礎知識

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

50 技術系 IoTシステム構築実習
IoTシステム構築、もしくはIoTデバイスのSW開発業務に参画頂きます。
エッジゲートウェイにおけるSW開発、またIoTシステム・クラウドにおけるSW開発の一端
を実習いただきます。

開発部門における製品開発、システム構築への参画
を通し、IoTシステム構築の一端を学んでいただきま
す。

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
情報系

コンピュータ言語スキル(C言語、
JavaScriptなど)

Linux OS上でのアプリ開発に関す
る知識がある方
IoT、クラウドシステムに興味のある
方

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

51 技術系
IT機器の開発ならびに、アプライアンス製品
（顔認証）の企画・製品化の知識習得と実機
での評価。

社会基盤を支えるIT機器（汎用コンピュータ／HPC機／サーバ／ストレージ機器など）
の開発思想や開発スキームの学習と、当該機器を使った顔認証製品(サーバベース)な
どのアプライアンス製品の知識を習得。顔認証アプライアンス製品の操作・評価を行
い、課題解決手段を検証する。

・IT機器（汎用コンピュータ・HPC機／サーバ／スト
レージ機器）の特長やその開発ポリシー
・NECの顔認証技術
・製品企画業務の仕組みから、ものづくり、お客様納
品までの一連のフローの理解
・各種評価技術 基礎 (顔認証ソフトウェア、監視カメ
ラ、関連機器等)

なし
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし

コンピュータ、情報機器、コンピュー
タシステム全般に関心を持ってお
り、
将来、その開発業務に携わることを
希望している

情報処理系ないし電気・電子系の
学科の専攻者。HW技術言語
（Verilog/HDL)やCPLD、SWプログラ
ミング言語の基礎知識を有している
とベター。

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）
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52 技術系
NEC標準のスマートデバイス開発環境を用い
たアプリの開発

アプリの改善要望が挙がったという要件に基づき、機能要件の定義から設計、製造、試
験の各システム開発工程作業を実習する事を想定している。
（単純な開発作業という事でなく、ＳＥとして対応する場合の一連の作業を実習する事を
想定している。）

システム開発プロジェクトにおける各工程の役割や
作業の進め方の全体像を把握する。 なし

8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし

・最低限、ＰＣの操作はできる事。
・多少、プログラミング（プログラミン
グ言語は不問）の知識などがあると
なお良い。

■NEC本社ビル（東京都港区）
■大東田町ビル（東京都港区）
※時期により場所は調整の可能性あり

53 技術系 WDM光通信装置用光デバイスの評価検証
実際の製品に用いる予定の光通信用光デバイスを用いた実験・評価・結果のまとめを
行っていただきます．

実習を通じ，開発プロセスの一部を体験いただくこと
で，以下3点の習得を目指します．
 1) ROADMのアーキテクチャやそれに用いる光デバ
イスについての基礎知識
 2) 光デバイスの評価検証方法
 3) 読み手に理解してもらうための効果的な評価結
果のまとめ方

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし

・光通信もしくは光学に興味を持っ
ていること
・実験データ分析の基礎スキルを
持っていること(Excel,Powerpointな
ど)

光通信もしくは光学に対する基礎知
識を持っていること

NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）

54 技術系
Webアプリケーション、モバイルアプリケー
ション、サービス開発（開発自動化領域）

Webアプリケーション、モバイルアプリケーションやビジネスサービスの開発をサンプル
を用いて
実習してもらい、金融システム本部で取り組んでいる開発の自動化、テストの自動化な
どを
体験してもらう。

ビジネスで使うWebアプリケーション、モバイルアプリ
ケーションの開発を最新のテクノロジーを用いて体験
できる

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
プログラミング経験(Java、
JavaScriptなど)

五反田イーストビル（東京都品川区）

55 技術系
アーキテクチャを意識したコードチューニング
による性能改善

NECでは、お客様に導入いただいたHPCシステムのハードウェア性能を最大限に発揮
して活用いただけるよう、導入後もプログラムの高速化についてサポートしています。
今回の実習では、HPCシステム上で実際に利用されるプログラムを対象に、SX-Aurora
TSUBASAシステム上で性能改善のための性能分析およびコードチューニングを実施し
ます。

プロセッサアーキテクチャ及びそれを意識した性能
分析、コードチューニング作業の実際 あり

8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
情報系
機械系
その他積極募集
する学科／専攻（
理学部系
）

Linux環境での一般的なコンピュー
タ利用スキル
FORTRAN言語またはC/C++言語
の知識

NEC府中事業場（東京都府中市）

56 技術系
アプリケーションサーバにおけるハイブリッド
クラウドの利用形態の検討と構築

ハイブリッドクラウドの利用形態をアプリケーションサーバの観点で検討し、実際に動作
環境を構築して検証する。ハイブリッドクラウドとは、プライベートクラウドとパブリックク
ラウドのメリットを組合せて利用する方法です。具体的には、TomcatとDBサーバからな
るWebシステムをKubernetesを利用したハイブリッドクラウドとしてAWS上に構築する。
実習は職場メンバーと共同で検討から実際の動作までを行う。必要に応じて一連の使
用技術や利用場面などについて課題抽出や報告などを行う。

企画立案・設計・実装・評価の進め方や各種報告書
作成に関する技能習得 なし

8月26日(月)～9月6日
(金）

情報系 AWSの基礎知識
Javaおよびプログラミングに関する
基礎知識、データベースの基礎知
識

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

57 技術系
クラウドネイティブ時代のアプリケーション作
成手法

クラウドの活用が活発になり、それに合わせてアプリケーションの作成手法も変化を迫
られている。本演習ではKubernetes上で動作するアプリケーション(マイクロサービス)の
開発演習を行う。
また本開発研修を通して、企業におけるソフトウェア開発プロセスの模擬演習を行う。

(1)クラウドネイティブなアプリケーションの作成手法
   * Kubernetes上でのマイクロサービスの作成手法
(2)企業におけるソフトウェア開発プロセス手法
   * Gitを用いた構成管理手法
   * レビュー、評価管理手法
   * 継続的ビルド、自動デプロイ
   * Redmine用いたチケットベースのプロセス管理手
法

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
コンテナ(Docker)の知識・経験、
RubyもしくはPython、Go言語等のプ
ログラミング知識・経験

クラウドネイティブ、Kubernetesの基
礎知識

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

58 技術系
スマート・リテール実現に向けたAI／IoTビジ
ネスの企画開発の体験

リテール業（消費者向け小売り・サービス業）の経営課題である省人化、省力化に向け
て、AI／IoTやデータ分析などのITを駆使した次世代のスマート・リテールのビジネス企
画をNEC社員と共に行うことで、情報をまとめ報告を行うなどの実務を体験いただきま
す。

NECのリテール向けビジネスやAI・IoT等の技術知
識、
および企業におけるビジネス開発の取り組み

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
情報技術（IT）に関する一定レベル
の知識・知見

データ分析活用のビジネスに興味
があること

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

59 技術系
デジタルデータを活用した現場改善アプロー
チの研究

現在、当Ｇで取り組んでいる「デジタルデータを活用した現場改善アプローチ（DX-
KAIZEN）」について、新鮮な目で参画頂き、有効性を検証するとともにフレッシュ人財で
も容易に扱えるアプローチについて課題整理を行う。日程案：①オリエンテーション１
日、②工場にて実習6日（３日×２）、③有識者との討議と活動整理２日、④報告会１日

①実際のものづくり現場の体感（NECグループ工場
にて実習を行います）
②生きた改善活動の体得（教科書では学べない、生
きた改善活動を体感できます）
③デジタル時代の改善アプローチの体験（IEをベー
スとした新たな改善アプローチを体感できます）

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
改善活動に興味があること、好奇心
があること

統計・分析アプローチに関してある
程度基礎力があること（QC７つ道具
レベル）

■NEC本社ビル（東京都港区）
■NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）
■その他（NECPF工場※白石・福島・甲
府・掛川のいずれか。2泊3日×2回の宿
泊を予定）

60 技術系 ネットワークの可視化機能の調査と試作

SDNコントローラにおいて2019年度下期に開発予定のネットワーク可視化機能につい
て、ネットワーク機器の種類により取得できる情報に違いがあり、実現できる可視化機
能に機器毎の差が出る可能性がある。このため、ネットワーク機器の事前調査と試作
により実現性の目途付けを行う。
具体的に以下の実習を行う。
・各種ネットワーク機器の情報参照方法の調査
・複数のネットワーク機器から収集したARP情報, ルーティング情報等を可視化するプロ
グラムの試作

ルータ、L3スイッチ等のネットワーク機器を実際に操
作するプログラムを作ることで、ネットワークの基本
的概念やネットワーク機器毎の状態参照知識を学ぶ
ことができる。

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

情報系
プログラミング技術 (Pythonまたは
C言語)

ネットワークの基本知識 (Ethernet,
ARP, IP)

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

61 技術系
マイクロサービスアプリケーションのDevOps
開発手法

Dockerコンテナ上で動作するマイクロサービスアプリケーションを開発します。
アプリケーションフレームワークとしてはSpringBootを利用し、DevOpsを実践するため
の環境の構築からアプリケーションの実装、テストと開発の一連の流れを実施します。
実世界の業務開発を意識し、DBアクセスや非同期通信を含むWebシステムを構築し、
業務運用に耐えられる耐障害性テストも実施します。

・最新技術を用いたアプリケーション開発手法
・業務システムの開発プロセス標準、チーム開発の
進め方

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
ソフトウェア工学の基礎知識、プロ
グラミング経験(Java)

OSS(SpringBoot)知識 NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）
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62 技術系
マイクロ波デジタル無線通信用変復調機能
部の開発

デジタル変復調機能の部分設計および特性評価 デジタル変復調機能開発に関わる実体験 あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
電気・電子工学の一般知識
無線デジタル変復調方式の基礎知
識

無線変復調機能部の設計又は評価
の経験（シミュレーション可）

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

63 技術系 マイクロ波回路・装置(HW)の設計・評価
マイクロ波回路または装置の部分設計
マイクロ波回路または装置の評価

マイクロ波装置開発の実体験 あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
電気・電子工学の一般知識
マイクロ波高周波回路の設計およ
び評価の経験

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

64 技術系 マルチクラウド環境での情報連携の実践

企業内でクラウドサービスを活用する際には、標準で提供される機能に加えて、サービ
スプロバイダより提供されるAPIを用いることで、クラウドサービスとの情報交換や自動
化といった高度な機能連携を実現することができます。
実習では、これらのWebサービスのインタフェースを利用して、Box、Slackなどの各種ク
ラウドサービス間でのデータ連携を実践します。

クラウドサービスとの連携技術、ソフトウェア開発評
価技法 あり

8月26日(月)～9月6日
(金）

情報系
プログラミング言語
(Java,C#,C++,Python等のいずれか)

ネットワーク技術知識(OSI, HTTP
等)、データ交換技術(XML, REST,
…)

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

65 技術系
映像サーベイランス（顔認証、行動解析他）シ
ステム評価

海外映像サーベイランス案件の模擬環境を構築し、顔認証や行動解析のシステム評価
を実施する。
評価結果をレポートに纏める他、システム改善検討を行う。
（海外映像サーベイランス案件例：空港顔認証／スタジアム行動解析 他）

世界No.1である顔認証をはじめとした映像解析技術
を実際に体験し、映像サーベイランスソリューション
の概要を理解する事ができる。

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし IT技術の基礎知識（OS/NW/DB） 映像解析技術知識 NEC本社ビル（東京都港区）

66 技術系
顔認証クラウドサービスと連携するiOSや
Windowsアプリケーションの開発

クラウドサービスを利用して顔認証を行うアプリケーションの開発を行う。
開発内容は、本人希望とスキルに合わせて下記から選択する。
・開発中のiOSアプリの開発に参加し一部作業を担当する。(Swift)
・新規のWindowsサンプルアプリを開発する。(C#)

・クラウドサービスや顔認証を用いるエッジアプリ
ケーションの開発知識
・REST APIによるクラウドサービスの利用方法
・アジャイル/DevOps開発の進め方

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし

アプリケーション開発経験(開発言
語問わず)
実習内容で利用する開発言語の基
本的な知識

実習内容で利用する開発言語で
の、カメラデバイスの利用、REST
APIの利用に関する知識

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

67 技術系
顔認証による入・退場ゲート制御システムの
開発・評価 および、駅案内業務における
チャットボットの現状分析と将来構想の検討

前半；顔認証を利用した入・退場ゲート制御システム開発プロジェクトのテストフェーズ
に参画していただき、顔認証制度の評価や品質評価を実施していただく。
後半；チャットボットの実証実験を行っている際のログを解析作業をしてもらい、更なる
活用方針を個々に検討・発表する

実際にお客様へ導入されるシステムの開発プロジェ
クトに参画することで、
・顔認証を利用したシステム概要を理解できます
・システム開発におけるテストの実施方法と、品質管
理手順を体験できます。
・ プレゼンテーション能力向上
・botソリューションの利用実態把握
・テーマに沿った新規事業創出検討

なし
9月2日(月)～9月13日
(金）

指定なし 必須知識は特になし。

Python操作やJson解読ができると、
よりよい。
Pythonを活用しJson形式のログを
参照するため、読み書きできる方が
内容の理解は深まる。
世の中のソリューションの動向を事
前に個々で調べておくこと。

セレスティン芝三井ビル（東京都港区）
または田町近隣ビル（東京都港区）

68 技術系 機械学習エンジン・ソリューションの開発支援

NEC製品（開発中を含む）を中心に、近い将来実業務で活用したいと考えている機械学
習新技術の調査・試作・検証・実証・評価（精度、処理速度、使用リソース量等の測定と
考察）の実施。
NEC製品（開発中を含む）を中心に、実業務から得られた技術改良要求を実現する新
手法の調査・試作・検証・実証・評価（精度、処理速度、使用リソース量等の測定と考
察）の実施。
分析対象データ、使用ツール、分析エンジンは未定。

実業務において有用な機械学習技術、機械学習技
術を実業務に適用するにあたり必要な一連の調査・
試作・評価手法

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
情報系
機械系
その他積極募集
する学科／専攻
（数学、物理学系）

プログラミング（言語は
C,C++,C#,Java,各種スクリプト言語
のいずれか）、エクセルによるデー
タ処理、PowerPointによる資料作成

機械学習・データ分析手法（データ
観察、分析評価）

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

69 技術系
機能集積した最先端光モジュールの設計開
発（ソフト、ハード）

本実習では、将来の光通信・センサ応用に向け多機能を小型集積した光モジュールの
概要および設計開発の手法を実際に体験しながら学習していただきます。具体的には
下記内容になります。
・５Gを支える光通信や、自動車センサ等に用いられる光モジュール製品を学習する
・シリコンと光アンプを組み合わせた小型集積光源を、実際に触れて評価して理解する
・実用的な集積光モジュールとは何か、設計手法を学び、実際に製品に向けて設計し、
レポートを作成する

・原理の理解や、光学設計ツール（ZEMAX）を使用し
た光モジュール設計技術
・製品開発エンジニアに必要なスキル、知識や、海
外エンジニアとの交流
・製品開発の一連の流れ（製品企画→設計→試作→
評価→品質確認→販売開始）

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし 特になし 特になし NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）

70 技術系 金融業務におけるAI活用に向けた検証

NECのAIエンジンであるNEC the WISEを活用して、金融業務の効率化、高度化の検証
を実施する。
（AIで学習/予測する際に利用するデータの準備や、データを活用したAIモデルの作
成、
　AIによる予測の実習を行う。）

・データ加工，学習，予測のAI分析に関する一連の
プロセスを経験することができる。
・AIをどのように活用することが出来るか、AIによって
得られる効果を実体験できる。

なし

8月26日(月)～8月30日
(金）
または
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
情報系

・Windows PC、Microsoft Officeの
基本操作が出来ること。

・コンピュータ言語(Pythonなど)の知
識を有していること。
・プログラミング経験があること。　・
AIの基礎知識があること。

住友大井町ビル（東京都品川区）

71 技術系
銀行向け大規模システムにおけるアプリケー
ション（ソフトウェア）開発体験とAI導入事例
の紹介

・銀行の最重要システムである勘定系システムで利用する業務アプリケーションの開発
を体験する。
　（開発では、システム開発の一部工程（詳細設計～テスト）を担当いただく予定）
・銀行へのAI技術の適用事例を紹介し、開発を体験する。

・開発体験を通じて、SEの仕事と、システム開発のプ
ロセスについて理解していただく。
・銀行システムに触れていただき、そのシステムの社
会的な重要性を理解していただく。
・AI、クラウドなどの技術が、銀行システムの中でど
のように利用されているのか、イメージを持っていた

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし なし
プログラミング経験がある
業務アプリケーションの開発に対す
る興味がある

住友大井町ビル（東京都品川区）

72 技術系 固定電話システムのＩＰマイグレーション開発
社会インフラである固定電話網をＩＰ網へ移行するための、次世代通信システムの開発
業務に携わる。通信機器のハードウェア設計評価および、ＩＰネットワーク構成における
システム評価を通じて、実際の開発業務を実習する。

①ＦＰＧＡを用いたデジタル回路の設計手法
②オシロスコープを用いたハードウェアの評価手法
③通信機器のシステム評価を通したＩＰネットワーク
技術の理解

なし
8月26日(月)～8月30日
(金）

電気・電子系
情報系

論理回路
電子回路、情報理論、通信システ
ム、ＩＰネット-ワーク

NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）

73 技術系
光ファイバセンサーにより取得したデータのAI
を用いた解析

光ファイバセンサーを使って様々な環境からデータを取得する。取得した大量のデータ
を、NECのAIプラットフォームである『NEC the WISE』を使って解析を行い、デジタル化さ
れたデータを実世界にフィードバックできる意味のあるデータに変換し、様々なアプリ
ケーションへの活用を検討する。

ファイバセンシングによるデータ取得方法と大量のセ
ンシングデータの取り扱い。
AIを活用したデータ分析手法。
センサ、AI等をつかったソーシャルセンシングの仕組
みの理解

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし Linuxを扱える知識
C言語、python、java等のプログラミ
ング言語の知識

NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）
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74 技術系 指紋照合技術の精度向上

NECでは、約50年にわたり、犯罪捜査向けの指紋照合技術の研究開発を継続してお
り、日本国内はもとより、全世界でソリューションを提供しています。犯罪捜査に利用さ
れる遺留指紋は、品質が劣悪なため、高い認証技術が要求され、継続的に技術研究を
実施しています。本実習では、犯罪捜査向けの指紋照合技術の改善として、画像処理
を中心に取り組んで頂きます。

事業に直結した技術研究開発の現場を体験して頂
きます。研究所とはまた異なった視点での技術研究
について学ぶことができます。

なし
9月9日(月）～9月20日
(金）

指定なし
C/C++, Linuxでのプログラミング、
シェルスクリプト

機械学習、画像処理 NEC本社ビル（東京都港区）

75 技術系
次世代PONシステム／モバイルフロント
フォール向け光伝送技術開発

次世代PONシステム／モバイルフロントフォール向け光伝送装置を用いた実機評価に
参画し、機器評価及び結果まとめ等々を行う。

光ファイバを用いた光アクセスネットワーク及び当該
領域で使用する機器を理解する
最新の光トランシーバや光合分波器を用いた伝送技
術の知見を得る

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし 光ファイバ通信に関する知識 光伝送技術に関する知識 NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）

76 技術系
通信事業者向けSEとしての調査、企画、提
案、技術検証の実習

通信事業者向けのネットワークに関するSE業務実習
＜プロジェクト進行フェーズに応じて＞
- お客様への提案するための、技術調査、事前検証、提案シナリオ策定・提案資料作
成、並びに提案業務
- またはネットワーク構築のための、技術調査、検証・評価、構築業務

- ネットワークSE業務全般の流れとやりがいポイント
- 実業務を経験することで、技術知識の習得、顧客
ニーズを見据えた提供価値（製品、システム、品質）
の考え方、フィードバックによる仕事のやりがい

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし ネットワーク基礎知識

ネットワーク基礎知識（インターネッ
ト、LAN（イーサ、無線）、WAN［広域
イーサ、IP-VPN、モバイル］）
ネットワーク構築技術・資格（LAN、
WAN、無線LAN、CCNA、CCNP）

NEC関西ビル（大阪市中央区）

77 技術系
電機業界における、知的財産権取得状況調
査と知的財産取得業務

ある企業の知的財産権取得状況を調査します。その調査結果を様々な視点で分析す
ることで企業同士の比較検討をし、知的財産情報から見えることについて考察します。
（計８日間）
また、特許技術者の業務として、発明の発掘、先行技術調査、特許明細書の作成、特
許庁への対応（中間処理等）を体験できます。（計２日間）

知的財産における調査業務を通じて、企業における
情報検索のスキルを習得できます。また、その調査
結果を様々な視点で分析するため、分析ツールをは
じめ、分析手法についても習得できます。また、知的
財産取得業務を経験することで、電機業界における
知的財産の取得業務を体得できます。

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
情報系

・知的財産についての一般知識、ま
たは強い関心があること
・将来、知的財産に関わる業務に従
事することを選択肢の１つとしてい
ること
・明るく元気で、好奇心が旺盛であ
ること

・Officeソフト（Excel,PowerPointな
ど）の利用ができること

NEC本社ビル（東京都港区）

78
技術系/

営業・企画系
「NEC DX Factory」でものづくりの未来を体
験してみませんか？

“デジタルトランスフォーメーションが変えるものづくりの未来”コンセプトとして「NEC DX
Factory（以下、DXF）」を2018年6月に発表し、実際に体験頂ける共創スペースを玉川事
業場に開設しました。DXFではIoT/AI/ロボティクスなど様々な先端技術を一堂に集め、
サイバーとフィジカル(現場)を融合し、スループット向上や品質強化、マスカスタマイ
ゼーションに対応した未来のものづくりをお客様にご紹介するとともに、ディスカッション
を行っています。
今回の実習では、DXFに実装している先進技術やソリューションについて知って頂き、
今後どのように進化していくのか、をテーマにしたディスカッションやお客様受入れにあ
たっての準備や当日運営などについて対応いただくことを考えています。

・IoT/AI/ロボティクスなどのNECの先端技術がフィジ
カルライン（製造）でどのように活用されているのか
・お客様との共創について実際にどのように行ってい
るのか
を知っていただくとともに、体験いただける実習内容
となっています。

あり
8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし 特になし
IoT/AI/ロボティクスやスマートファ
クトリーに関心を持っている方を希
望しています

■NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）
■セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

79
技術系/

営業・企画系
10年後の移動スタイル(LTE/他～5G~次世代
NW)

将来の交通では、少子高齢化やライフスタイルの変化などに起因する問題を解決すべ
く、自動運転や個々人に最適化されたサービスの実現に向けた検討が進められていま
す。
そんな交通の安心・安全の実現、サービスの進化を支えるのが"ネットワーク"です。
本テーマでは次世代の交通について、自分のアイデアと最新技術を組み合わせてビジ
ネスを創り出す仕事の流れを体験できます。

　1日目：オリエンテーション(メール等OA周りの設定、メールの書き方等)
　2,3日目：ブレーンストーミングによるアイデア出し、アイデアの纏め方
　4,5日目：マーケティング　市場規模の想定方法、競合の分析、商流の整理、ビジネス
モデル検討
　6,7日目：資料作成　会社が投資するかどうかを判断するために必要な情報を資料に
埋め込む
　8,9日目：プレゼンテーション
※日々のレビュー(ディスカッション)で、仕事の進め方(例：報連相)も実践予定。

・アイデア出し手法（ユーザー中心設計/デザイン思
考：ユーザー中心でサービスを検討・議論)
・ビジネスモデルを考えるフレームワーク（ビジネスモ
デルキャンバス、SWOT、ターゲッティング等)
・実践的なマーケティング手法（市場環境分析、競合
分析、サービス/価格/販路）

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
・パソコン(Windows)操作ができるこ
と

・MS-OFFICE(ワード/エクセル/パ
ワーポイント)を使っての資料作成
経験。
・Web等を利用し世の中の動向(市
場)踏査ができること。

NEC本社ビル（東京都港区）

80
技術系/

営業・企画系
５GｘARによるビジネス創出

　1日目　：オリエンテーション(メール等OA周りの設定、メールの書き方等)
　2,3日目：市場調査、グループディスカッションによるアイデア出し、アイデアの纏め方
　4,5日目：マーケティング　市場規模の想定方法、競合の分析、商流の整理、ビジネス
モデル検討
　6,7日目：資料作成
　8,9日目：プレゼンテーション
※日々のレビュー(ディスカッション)で、仕事の進め方(例：報連相)も実践予定。

・コンサルティング思考
・マーケティング手法
・ビジネスモデルを考えるフレームワーク（ビジネスモ
デルキャンバス、SWOT、ターゲッティング等)

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
・基本的パソコンスキル
・ワード、パワーポイントで資料が作
成できること

NEC本社ビル（東京都港区）

81
技術系/

営業・企画系
5G共創環境の顧客体験をデザインしよう

NECでは、ネットワーク技術やソリューションの知見・実績などの強みを活かして新たな
領域におけるサービス事業を加速するために、新ブランド「NEC Smart Connectivity」を
立ち上げました。さらに、その新しいサービスをお客様に実感いただき、アイデアを共創
してソリューションを試作する空間として、「NEC Smart Connectivity Lab」の開設を準備
しています。この場所でお客様との共創をより効果的に進めるための環境の改善を検
討、提案します。
新たな価値を共創する場を体験しながら、その体験をよりよくするための提案を行い、
フィードバックを得てさらに改善するプロセスを体験することができます。
　1日目：オリエンテーション(メール等OA周りの設定、メールの書き方等)
　2,3日目：ラボ体験、課題発見、アイデア出し、アイデアの纏め方
　4,5日目：顧客想定、改善案の検討
　6,7,8,9日目：提案実施、プレゼン、フィードバックによりさらなる改善検討
　10日目：最終プレゼンテーション
※日々のレビュー(ディスカッション)で、仕事の進め方(例：報連相)も実践予定。

・アイデア出し手法（ユーザー中心設計/デザイン思
考：ユーザー中心でサービスを検討・議論)
・UX開発の実践

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
・パソコン(Windows)操作ができるこ
と
・UXデザインに興味があること

・MS-OFFICE(ワード/エクセル/パ
ワーポイント)を使っての資料作成
経験。

■NEC本社ビル（東京都港区）
■NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）
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82
技術系/

営業・企画系
IoTの利活用

当社が整備しているネットワークと５Ｇ、ＩｏＴの技術を利用し、より安心・安全に貢献でき
るソリューションの検討、提案

有線・無線ネットワークへの理解、ＩｏＴ、５Ｇ（プライ
ベートＬＴＥやローカル５Ｇ）の理解 あり

8月26日(月)～8月30日
(金）

指定なし

パソコンの基本操作ができること。
Word, Excel, PowerPointを用いた簡
単な資料作成、インターネットを使
用した調べものができること

特に無し NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

83
技術系/

営業・企画系
コンビニ業界でのネットワーク活用による収
益向上と業務効率化

　1日目　：オリエンテーション(メール等OA周りの設定、メールの書き方等)
　2,3日目：市場調査、グループディスカッションによるアイデア出し、アイデアの纏め方
　4,5日目：マーケティング　市場規模の想定方法、競合の分析、商流の整理、ビジネス
モデル検討
　6,7日目：資料作成
　8,9日目：プレゼンテーション
※日々のレビュー(ディスカッション)で、仕事の進め方(例：報連相)も実践予定。

・コンサルティング思考
・マーケティング手法
・ビジネスモデルを考えるフレームワーク（ビジネスモ
デルキャンバス、SWOT、ターゲッティング等)

あり
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
・基本的パソコンスキル
・ワード、パワーポイントで資料が作
成できること

NEC本社ビル（東京都港区）

84
技術系/

営業・企画系
製造業のお客様へのAI、IoTソリューション提
案活動

お客様訪問時の資料作成支援、訪問/説明に同行いただきます。
NECのAI/IoT技術の概要を理解していただき、
社内外の打ち合わせに同席いただくことで、NECの
ビジネスの一部を経験することができます。

なし
9月2日(月)～9月6日
(金）

指定なし MSオフィス(PPT,Excel)が使えること セレスティン芝三井ビル（東京都港区）

85 技術系 AIカメラの機能評価
【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
画像認識ソフト（AI）とハード（サーバ＋アクセラレータ＋カメラ）を組み合わせて、機能
動作／処理性能を評価する

AIカメラの機能評価の実体験 なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
情報処理系

Windows上で動作するプログラミン
グ（VB、VC、C# 等、何でも可）の経
験が有ること。
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

NEC
我孫子事業場内

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

86 技術系
リテール製品機器開発に於ける開発プロセス
の習得、実習

【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
リテール端末製品（POS／発注端末等）の動作検証や性能評価を行う。
また、製品企画フェーズの業務体験。（ディスカッション等への参画）

リテール製品機器開発に於ける開発プロセスを習得 なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気、電子、
情報処理系

製品機器に興味があり、新規事業
創出に意欲のあること。

外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

基礎的なHW／SWの知識有してい
るほうが望ましい。

NECプラットフォームズ高津事業所（神奈
川県川崎市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

87 技術系
5G（第五世代モバイル通信）用基地局の開
発実習

【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
2020年から商用サービスが開始される5G（第五世代モバイル通信）用基地局のHW設
計・評価を体験する。

5G（第五世代モバイル通信）用基地局のHW設計に
関する実体験 なし

8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系

電気・電子回路、論理回路に関する
基本的知識を有すること。
HW開発に興味があること。
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

88 技術系 アナログ回路設計および評価の実習

【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
・宇宙や携帯等の無線通信で使用するような、
　LSI内のアナログ回路ブロック設計を体験する
・設計したアナログ回路を評価する治具の作成
　や評価体験を行う

・LSI内のアナログ回路ブロック設計の体験

・設計したアナログ回路の評価体験
なし

8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系

基本的な電気回路の知識を有し、
アナログ回路設計を是非やってみ
たい人
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

89 技術系

IoT、CloudなどITビジネス製品のストレージ
デバイスを中心とした製品のマーケット分析、
アーキテクト分析、評価技術、ベンダマネジメ
ントの実習

【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
IoT、Edge、サーバ・ストレージ、顔認証製品に搭載されるHDD/SSD製品を中心として、
市場マーケットの分析、数年先の新技術などアーキテクト分析を製品ベンダとの技術打
合せから実習して頂きます。 また採用にあたり、お客様への製品ソリューション提案の
基礎となる選定評価 (性能測定、メカ振動、騒音、OS接続性評価など）を経験頂きま
す。

IoT、CloudなどITビジネス製品のストレージデバイス
を中心とした製品のマーケット分析、アーキテクト分
析、評価技術、ベンダマネジメントに関する実体験

なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系、
情報系
 （※１）

コンピュータの知識＝ＰＣ操作、ＭＳ
ソフトなど操作などができる
コンピュータ言語が理解できるとよ
い
ロジック回路が理解できること
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

※１：
学科条件は、学ぶ意欲があれば、
この限りではありません。

NEC府中事業場（東京都府中市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

90 技術系 3D-CADを用いた機化工設計
【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
3D-CAD（Solid Works）を用いた機化工設計を実習する。作成した3D-DATAの有効活
用としてディジタルモックアップ（VPS,VR、シミュレーション、3D-PR）を学ぶ。

3D-CADを用いた機化工設計に関する実体験 なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

機械工学系

機械設計の基礎、2D図面（JIS準
拠）を理解できること
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）
or

NECプラットフォームズ高津事業所（神奈
川県川崎市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

91 技術系 高速信号伝送解析
【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
オシロスコープやBERTなどを用いた高速信号伝送解析を実習する。その上で、高速信
号の伝送特性を把握する事を習得する。

高速信号伝送解析の実体験。
高速信号の伝送特性の把握に関する実体験 なし

8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系、
情報系

電気・電子回路が理解できる事。
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

NECプラットフォームズ
高津事業所

★通勤可能な方のみ★宿泊施設なし

92 技術系 3DCADを用いた装置筐体設計

【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
3DCAD(SolidWorks or Creo)を用いた無線通信装置の筐体設計を実習する。作成した
3D-DATAの有効活用としてディジタルモックアップ（VPS,VR、シミュレーション、3D-PR）
を学ぶ。

3DCAD(SolidWorks or Creo)を用いた無線通信装置
の筐体設計に関する実体験 なし

8月26日(月)～9月6日
(金）

機械工学系

機械設計の基礎、2D図面（JIS準
拠）を理解できること
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

93 技術系 アプリケーション開発実習
【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
テーマに沿ってアプリケーションを開発する。設計、製造、検査と一通りの設計プロセス
を体験する。

アプリケーション開発に関する実体験 なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし
C#によるプログラミング経験
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

NEC玉川事業場（神奈川県川崎市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし
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94 技術系 画像認識システム開発実習
【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
スキャナにて取得した画像から特異形状を認識するソフトウエアの開発及び評価方法
を実習する。

画像認識システム開発に関する実体験 なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

電気・電子系
情報処理系

Ｃ++によるプログラミング経験があ
ること。
画像処理に関する基本的な知識を
有すること。
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

95 技術系 組込みソフトウェア開発製品の検証
【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
簡単なテストアプリケーション開発を通じて、検査／検証のプロセスを体験する。

組込みソフトウェア開発製品の検証に関する実体験 なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし

Windows上で動作するプログラミン
グ（VB、VC、C# 等、何でも可）の経
験が有ること。
外国人留学生：日本語のコミュニ
ケーションが可能なこと

NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

96 技術系
新製品/サービスの企画に向けた戦略立案
支援

【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
①新製品/サービスの企画に向け、若者世代としての意見・トレンドをまとめ、戦略検討
に盛り込む
②PoC等の早期実現に向けた業務支援

新製品/サービスの企画に向けた戦略立案支援に関
する実体験 なし

8月26日(月)～9月6日
(金）

①経営工学
②電気/電子工学
など

①マーケット分析、経済・統計学の
基礎、
②IP/ネットワークの基本知識、プロ
グラミング基礎
共通：英語力（TOEIC500点以上）
外国人留学生：英語が話せれば可

NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし

97 技術系 電話機クラウドサービスの立上げ
【ＮＥＣプラットフォームズ株式会社にて受け入れ】
固定電話機の画面などを制御するIAA(Internet Access Application)をAWS上に構築し
た上で、ユーザーの利便性を向上するIAAコンテンツを開発する

電話機クラウドサービスの立上げに関する実体験 なし
8月26日(月)～9月6日
(金）

指定なし 外国人留学生：英語が読めれば可
プログラミングの経験はあれば望ま
しい

NEC我孫子事業場（千葉県我孫子市）

★通勤可能な方のみ★NECプラット
フォームズ宿泊施設なし
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