
応募方法

（１）当社ＨＰもしくはリクナビ・マイナビよりエントリー
（２）マイページよりエントリーシートを提出

応募締切：7月27日（月）13：00
※応募者多数の場合、書類選考で

参加者を決定いたします。
詳細は弊社HPをご確認ください。

夏季インターンシップの
ご案内

損害保険業界はインフラのインフラと言われるように「人と企業の未来へ向けた挑戦を支える」非常に
重要な役割を担っています。
変わりゆくさまざまな未来に向け挑戦する人や企業を支えていくために
当社は自らがChallengerとなり、失敗を恐れず常に前を向き挑戦し続けることで、
新しい未来を切り開いてきました。

「BOSSからの挑戦状1ｓｔ.」では、そのような「未来へ向けた挑戦を支える」ためのMISSIONを通して、
損害保険会社の存在意義・使命・魅力を、体感してください。
この夏、当社の熱い想い・社風に触れながら、目の前に広がる無限の可能性に挑んでください。
皆さんとお会いできることを楽しみにしております！！

実施概要

プログラム内容

参加資格

大学・大学院・短大に在学中の方（学年・学部不問）

日程

報酬・交通費等

報酬：なし
交通費：支給なし
宿泊費：支給なし

実施概要等に関する照会先

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
人事部インターンシップ事務局
〒150－8488 東京都渋谷区恵比寿1－28－1
ＴＥＬ：03-5789-6384

皆さんが安心してご参加いただけるよう、感染を防ぐための対策を講じた運営を致します。

●損害保険を知る
●仕事を知る
●業界を知る
●ＡＤＩを知る
●社員の挑戦を知る
●当社の挑戦×先進性、未来への挑戦を知る
●「未来へ向けた挑戦を支える」ＭＩＳＳＩＯＮ

全国各地で8月・9月に開催致します！
詳細は裏面にてご確認ください。

※新型コロナウイルスによる情勢影響により日程を
変更または中止とする場合がございますので
予めご了承ください。

Instagramを更新中！
是非ご覧ください！

感染予防

●参加者の皆さま及び運営スタッフの
マスク着用

●消毒液の配備
●当日受付時の非接触検温の実施
※37.5℃以上の発熱が確認された場合
ご参加をお断りさせていただきます
のでご了承ください。

●ソーシャルディスタンスの確保



夏季インターンシップ開催日程
開催場所 住情情報

札幌① 札幌千代田ビル7階　4会議室 北海道札幌市北区北七条西５－５－３ 9月3日 木

札幌② 札幌千代田ビル7階　4会議室 北海道札幌市北区北七条西５－５－３ 9月4日 金

あいおいニッセイ同和損保　仙台ビル　3階会議室 宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1-10 8月25日 火

あいおいニッセイ同和損保　青森ビル　4階大会議室 青森県青森市堤町1-3-1 9月7日 月

あいおいニッセイ同和損保　盛岡ビル　5階第2会議室 岩手県盛岡市開運橋通3‐47 9月11日 金

あいおいニッセイ同和損保　秋田支店　2階大会議室 秋田県秋田市山王2‐1‐43 9月3日 木

あいおいニッセイ同和損保　山形ビル　3階大会議室 山形県山形市松波1‐14‐1 8月27日 木

あいおいニッセイ同和損保　郡山ビル　5階大会議室 福島県郡山市堤下町12‐9 8月28日 金

東京① あいおいニッセイ同和損保　恵比寿　本社ビル 東京都渋谷区恵比寿1-28-2 8月20日 木

東京② あいおいニッセイ同和損保　恵比寿　本社ビル 東京都渋谷区恵比寿1-28-3 8月21日 金

東京③ あいおいニッセイ同和損保　恵比寿　本社ビル 東京都渋谷区恵比寿1-28-4 8月24日 月

東京④ あいおいニッセイ同和損保　恵比寿　本社ビル 東京都渋谷区恵比寿1-28-5 8月25日 火

東京⑤ あいおいニッセイ同和損保　新宿ビル地下ホール 東京都渋谷区代々木3-25-3 8月27日 木

東京⑥ あいおいニッセイ同和損保　新宿ビル地下ホール 東京都渋谷区代々木3-25-3 8月28日 金

東京⑦ あいおいニッセイ同和損保　新宿ビル地下ホール 東京都渋谷区代々木3-25-3 8月31日 月

東京⑧ あいおいニッセイ同和損保　恵比寿　本社ビル 東京都渋谷区恵比寿1-28-5 9月1日 火

東京⑨ あいおいニッセイ同和損保　恵比寿　本社ビル 東京都渋谷区恵比寿1-28-5 9月2日 水

水戸ビル　３階 茨城県水戸市城南3-11-14 8月25日 火

つくばビル　３階 茨城県つくば市研究学園6-69-1 8月26日 水

宇都宮ビル　８階 栃木県宇都宮市一条3-1-19 8月31日 月

高崎ビル　５階 群馬県高崎市小八木町895 9月1日 火

新潟ビル　５階 新潟県新潟市中央区上大川前通7-1230 8月21日 金

原ビル　４階 新潟県長岡市台町2-1-15 9月7日 木

甲府ビル　５階 山梨県甲府市丸の内3-20-5 9月4日 金

長野ビル　２階 長野県長野市中御所岡田53-7 9月9日 水

松本ビル　5階 長野県松本市埋橋1-1-7 9月8日 火

名古屋① あいおいニッセイ同和損保　名駅ビル　14階会議室 愛知県名古屋市西区名駅2-22-9 8月26日 水

名古屋② グローバルゲート　18階会議室 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 8月31日 月

名古屋③ グローバルゲート　18階会議室 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 9月1日 火

名古屋④ グローバルゲート　18階会議室 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 9月2日 水

静岡市 あいおいニッセイ同和損保静岡ビル 7階会議室 静岡県静岡市葵区常磐町１－７－５ 8月25日 火

浜松市 あいおいニッセイ同和損保浜松ビル　6階会議室 静岡県浜松市中区下池川町１５－３ 8月21日 金

沼津市 あいおいニッセイ同和損保沼津ビル　5階会議室 静岡県沼津市高沢町６－５ 8月24日 月

大阪① あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー16階大会議室 大阪府大阪市北区西天満4-15-10 8月21日 金

大阪② あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー16階大会議室 大阪府大阪市北区西天満4-15-10 8月28日 金

大阪③ あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー16階大会議室 大阪府大阪市北区西天満4-15-10 9月3日 木

大阪④ あいおいニッセイ同和損保フェニックスタワー16階大会議室 大阪府大阪市北区西天満4-15-10 9月11日 金

あいおいニッセイ同和損保　金沢支店　1階会議室 石川県金沢市十間町５ 8月26日 水

あいおいニッセイ同和損保広島ＴＹビル　5階大会議室 広島市中区国泰寺町１－８－１３ 8月31日 月

日本生命鳥取駅前ビル　４階会議室 鳥取県鳥取市今町２－２５１ 8月26日 水

マルヂビル　４階会議室 島根県松江市朝日町５８９－２ 8月21日 金

あいおいニッセイ同和損保　岡山ビル　8階第2会議室 岡山県岡山市北区磨屋町１０－１６ 9月3日 木

AZURE新山口ビル　9階A会議室 山口県山口市小郡高砂町　２－８ 8月20日 木

あいおいニッセイ同和損保　徳島ビル　2階会議室 徳島県徳島市徳島町２－１９－１ 8月27日 木

あいおいニッセイ同和損保　高松大工町ビル　４階第１会議室 香川県高松市大工町1－1 8月19日 水

あいおいニッセイ同和損保　松山ビル　３階第１会議室 愛媛県松山市宮田町１０８ 8月25日 火

あいおいニッセイ同和損保　高知ビル 5階会議室 高知県高知市知寄町２－３－２ 8月18日 火

福岡① あいおいニッセイ同和損保　博多ビル　6階　A・B会議室 福岡県福岡市博多区住吉 2-9-2 8月13日 木

福岡② あいおいニッセイ同和損保　博多ビル　6階　A・B会議室 福岡県福岡市博多区住吉 2-9-2 9月2日 水

あいおいニッセイ同和損保　佐賀ビル　４階会議室 佐賀市神野東　４－１－１１ 8月20日 木

あいおいニッセイ同和損保　長崎ビル　６階会議室 長崎市元船町 ８－１２ 8月17日 月

あいおいニッセイ同和損保　熊本ビル　５階会議室 熊本県熊本市中央区練兵町 56-1 8月26日 水

あいおいニッセイ同和損保　大分ビル　５階会議室 大分市都町 １－１－１９ 9月3日 木

あいおいニッセイ同和損保　宮崎ビル　９階会議室 宮崎市中村西 １－１－６ 9月10日 木

鹿児島商工会議所ビル６階　あいおいニッセイ同和損保　鹿児島支店会議室 鹿児島市東千石町　１－３８ 9月8日 火

 那覇ビジネスセンター９階　あいおいニッセイ同和損保　沖縄支店会議室 那覇市泉崎　１－２０－１ 8月19日 水

開催日程開催地域

山形

郡山

東京

札幌

仙台

青森

盛岡

秋田

水戸

長野

つくば

新潟

栃木

群馬

山梨

長岡

松本

名古屋

静岡

大阪

金沢

広島

鳥取

島根

岡山

山口

徳島

香川

大分

宮崎

鹿児島

那覇

愛媛

高知

福岡

佐賀

長崎

熊本


