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大 好 評 企 画 ！ 第 ３ 回 開 催 決 定 ！

子育てママから就職・転職まで 女性のための合同企業面談会

アクトシティ浜松
展示イベントホール２

５/11（土）
面談：12時~17時

西部開催

グランシップ
大ホール海

5/19（日）
面談：12時~17時

中部開催

キラメッセぬまづ
多目的ホール１

5/12（日）
面談：12時~17時

東部開催
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静岡県内の有効求人倍率は５年間連続で上昇。
完全なる「売り手市場」が長期間続いています。

●静岡県の有効求人倍率

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

厳しい静岡県内の採用市場

2018年12月

1.65倍

2014年1月

1.00倍



「女性活用」は企業の新たな活路として急務です

長期化する採用難市場で「女性の活用」は
お題目だけの話では なくなっています。
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地方･大都市、企業規模に関わらず
女性活用を上手にすすめて

採用を成功させている企業があります！



2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年

来場者数 180名 216名 230名 245名 233名 245名

参加企業数 45社 57社 63社 70社 60社 70社

1社平均面談数 11.1名 12.1名 9.9名 11.6名 11.7名 11.8名

過去３回の

通常シゴトフェア平均

来場者数

参加企業数

1社平均面談数

94社 120社 111社

12.2名 11.9名 9.7名

東部会場 中部会場 西部会場

347名 446名 299名

シゴトフェアwoman実績

東部会場 中部会場 西部会場

前回（昨年5月開催）シゴトフェアＷoｍanダイジェスト

静岡県内初開催で最大級の「女性向け」転職・就職フェアは
多くの女性の来場と

通常シゴトフェアに劣らない平均面談数を確保できるイベントでした。
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シゴトフェアＷoｍanの特徴

会場コンテンツからプロモーションまで
「女性」をターゲットにした仕様で実施。

正社員としての転職・就職ブースだけでなく
復職希望ママ向けのアルバイト・パート・派遣ゾーンもご用意。

女性求職者が気になる「時間」「職場環境」「福利厚生」を軸に
参加企業の魅力をPR。

仕事に前向きな女性たちの背中をそっと押して
アクションを喚起させられるようなシカケがあります。

求職者の来場を促すために
求人ブース以外の来場促進ブースを用意（託児も完備）。
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プロモーション

TVCMや自社メディアでの告知から参加企業一覧ページへ流入！
静岡県内で女性とのネットワークをもつ企業とのコラボレーションも予定

自社
メディア

※画像はすべて
イメージならびに前回の内容です
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TVCM

店頭
ポスター

JOB・DOMONETから参加企業一覧ページへ流入

女性ネット
ワークをもつ
企業コラボ

検討中

ラック
告知



女性求職者が気になる軸で参加企業の魅力をPR

参加企業一覧ページ、会場パンフレットでPR項目を掲出しマッチングを強化。
事前に掲載する求人原稿内でも記載することをお勧めします。

求人原稿内にも、PR項目を、ぜひ記載ください。

今回のフェアは、「A：時間」「B：職場環境」「C：福利厚生」カテゴリー内で
１つは該当するPR項目が2カテゴリー以上ある企業のみが参画可能です。パンフレットや原稿などでも

PR項目にあたる情報を、求職者に訴求いただき、マッチングをはかりましょう。

カテゴリー PR項目

A 時間

土日休み

年間休日120日以上

残業月10時間以内

固定シフト

時短勤務OK（＝6時間以内勤務）

扶養控除内勤務OK

フレックスタイム制

B 職場環境

働くママ在籍中

女性管理職がいる

女性社員5割以上

転勤なし

職場内禁煙・分煙

C 福利厚生

育休・産休制度活用事例あり

在宅ワーク

独立支援制度あり

家族手当、子供手当、あり

託児所あり（託児所補助制度あり）
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「シゴトフェア参加企業一覧ページ」に
マッチする企業を探すための「パラメーター」を追加します！

来場者によりマッチする企業を探してもらうために

職種や経験有無などの従来の検索軸以外に
職場の雰囲気や働き方の志向のマッチング度合いを検索できるように
下記３点を「シゴトフェア参加企業一覧ページ」の貴社ページに表示します。
これにより貴社へのマッチング人材発掘の可能性を高めます。

パラメーターのデザイン、配置位置はサンプルです。
原稿取材時に、３つの軸のポジションをヒアリングさせて頂きます。
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開催概要（シゴトフェア出展について）

あああああああああ
フェア出展に関して 東部会場 中部会場 西部会場

シゴトフェア開催日 ５月12日（日） 5月19日（日） 5月11日（土）

開催時間 12時～17時 （企業さま受付開始：11時より）

会場
キラメッセぬまづ
多目的ホール１

グランシップ
大ホール海

アクトシティ浜松
展示イベントホール２

参画社数合計 60社 70社 70社

転職・就職ゾーン社数 45社 50社 50社

アルバイト・パート・派遣
ゾーン社数 15社 20社 20社

ブース仕様
ブースサイズ：幅2m×奥行き1.5m程度
奥行き１.5ｍ×高さ1.2m（厚さ3.5センチ、30センチの足付き）の側面パーテーションを2枚ご用意します。
長机（180センチ幅）1台と、椅子4脚をご用意します。（椅子は面談者に応じて追加が可能です。）

ブースでの電気使用
電気使用の場合は申込書にご記載ください。
ご料金は、6,000円（税別） 差し込み口２つ、最大1.5Ｗのコンセントをご用意します。

備考

・参加数に制限を設けている業種がございます。
・ブース内から来場者にお声かけ頂くことは可能ですが、ブース外や会場外で来場者にお声かけ頂くことは禁止です。

禁止行為が発覚した場合、ご退場頂く場合がございますのでご注意ください。
・当日、会場に入場頂ける人事担当者さまの人数は、上限4名様までとさせていただきます。
・フェア当日、アンケートへのご協力をお願いいたします。
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開催概要（参画条件について）

あああああああああ
参画条件

「転職・就職ゾーン」
「アルバイト・パート・派遣ゾーン」共通ルール
●右記の「A：時間」「B：職場環境」「C：福利厚生」カテゴリー内で

１つは該当するPR項目が2カテゴリー以上あること。
例：Aの「時短勤務OK」とBの「働くママ在籍中」・・・○

Cの「独立支援制度あり」とCの「家族手当、子供手当あり」・・・×
●シゴトフェアwoman当日に参加頂ける企業様であること。

「転職 ・就職ゾーン」ルール
●就業形態が正社員・契約社員・準社員・紹介予定派遣・有料職業紹介・

委託のいずれかの募集であること。

「アルバイト・パート・派遣ゾーン」ルール
●就業形態がアルバイト・パート・派遣社員・委託のいずれかの募集

であること。

※ シゴトフェアwomanの求人特集原稿では
上記対象から外れる募集を同時募集することはできません。

※ 今回のシゴトフェアwomanの求人特集にご掲載いただく原稿に限って
JOBでもアルバイト・パートの同時募集が可能です。
特集掲載が終了した原稿では、アルバイト・パートの同時募集はできません。

※ 2020年卒予定の新卒者の募集も掲載可能です（新卒コーナーは設けません）。
卒業年と対象学校種の表記をお願いします。

カテゴリー PR項目

A 時間

土日休み

年間休日120日以上

残業月10時間以内

固定シフト

時短勤務OK（＝6時間以内勤務）

扶養控除内勤務OK

フレックスタイム制

B 職場環境

働くママ在籍中

女性管理職がいる

女性社員5割以上

転勤なし

職場内禁煙・分煙

C 福利厚生

育休・産休制度活用事例あり

在宅ワーク

独立支援制度あり

家族手当、子供手当、あり

託児所あり（託児所補助制度あり）
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開催概要（メディア掲載・〆切り等について）

あああああああああ

メディア掲載
〆切り等に関して 東部会場 中部会場 西部会場

DOMO・JOB・DOMONET
特集実施号 4月25日（木）号 5月9日（木）号 4月25日（木）号

JOB・DOMONETのご掲載期間
上記エリアのDOMOご掲載号と
シゴトフェア開催日にご掲載がかかる5週間
(GW合併号を含む)

上記エリアのDOMOご掲載号と
シゴトフェア開催日にご掲載がかかる4週間
(GW合併号を含む場合は5週間)

上記エリアのDOMOご掲載号と
シゴトフェア開催日にご掲載がかかる5週間
(GW合併号を含む)

特集タイトル
特別企画 シゴトフェアwoman 参加企業求人SPECIAL
＊JOBご掲載原稿はDOMONETに転載されます ＊DOMONET掲載原稿はJOBに転載されません

参加企業一覧ページ掲載開始 4月18日（木）より 4月25日（木）より 4月18日（木）より

原稿表記上のルール
特集掲載にあたっての必須項目はありませんが、「仕事内容」の詳細はもちろん、10Pに記載した女性が気になるPR項目は
原稿内に、ぜひ、ご記載ください。 また、貴社で活躍中の女性スタッフのお写真が掲載されることを推奨します。

お申込み〆切
4月18日（木）18時 4月25日（木）18時 4月18日（木）18時

参加数に達した時点で締め切り日前でも受付を終了いたします。会場パンフレット掲載原稿の入稿〆切りも上記同様です。

キャンセルについて
お申込み書が弊社に到着してから１１日目以降はキャンセル料金（ブース代）が発生いたします

なお、お申込み〆切り日以降に関してはキャンセルをお受けできませんのでご注意ください

備考
原稿の表記、採用活動において、男女雇用機会均等法により、「女性のみの募集」と表記することはできません。
女性のみの募集をする場合は、雇用機会均等法の適用除外か、特例措置として管轄する労働局の雇用機会均等室に連絡し
表記許可をもらってください。
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アルバイト
パート
派遣

ゾーン

転職・就職
ゾーン

資料コーナー

会場レイアウト・ブースイメージ

面談コーナーは「転職・就職ゾーン」「アルバイト・パート・派遣ゾーン」
に分かれます。

側面にパーテーションを2枚ご用意します
貴社の魅力をブースから発信してください
オプションで背面にも設置できます

奥行き１.5ｍ×高さ1.2m（厚さ3.5センチ、30センチの足付き）

面談
コーナー

資料を
ご用意

ください

女性の来場を促す周辺コンテンツをご用意
・女性のための復職・転職相談コーナー
・託児コーナー などを予定

レイアウトはあくまでイメージです
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ブース外エリアルールと装飾物の高さ制限について

ルール内で、最大限の装飾や発信の工夫をお願いします。
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ブース外エリアの範囲をブース前後60センチまでと定めさせていただきます。
横は、パーテーションの延長線上までで、隣のブースへのはみ出しはできません。

（隣のブースが無い配置のブースも、公平のため同様のルールです）

＜ブース俯瞰（上から見た）図＞

ご利用いただけるブース内装飾物の高さを230センチまでと
定めさせていただきます。

いわゆる「のぼり旗」のみ、高さ規制の対象外となります。

＜ブースを前から見た図＞
いわゆる「のぼり旗」のみ

高さ230センチを超えることもOK
「のぼり旗」とは1本のポールに

旗がついたものを指します

旗が隣のブースに越境しないよう
ご配慮ください

長机 150センチ

椅子 椅子

椅子 椅子

60センチ

60センチ

150センチ

60センチ

60センチ 120センチ

30センチ

高さ230センチまで
幅はブースの

サイドパネルを
越境しないサイズ

230センチ

ブース外エリアルール 装飾物の高さ制限ルール



会場パンフレット

女性求職者が気になるPR項目を、会場パンフレットにも記載します。

A3サイズ２つ折の会場パンフレットには、参加企業様のブース番号と社名一覧だけでなく
女性求職者が気になるPR項目も記載。貴社の魅力を来場者にわかりやすく伝えます。
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ご参加・ご出稿のイメージ

じっくり仕事を探すターゲットに、しっかりリーチできる
JOBまたはDOMONETの４週間掲載をご用意しています！

転職・就職
ゾーン

1週目 2週目 3週目 4週目

特集号ご掲載

４週間ご掲載

ご出展

４週間ご掲載（JOBご掲載原稿が転載されます）

アルバイト
パート・派遣

ゾーン
1週目 2週目 3週目 4週目

ご出展

特集号ご掲載

４週間ご掲載（JOBへの転載はありません）

シゴトフェア開催日まで
じっくり検討できます

シゴトフェア開催日まで
じっくり検討できます
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商品パッケージ

ターゲットのアクションを喚起しやすいパッケージと
豊富なオプションをご用意。

オプション商品
数量限定のものもございます

背面パーテーション ¥20,000 貴社資料同封サービス ¥20,000

積極採用バナー(1週間) ¥20,000 会場電気使用 ¥6,000

急募バナー(1週間) ¥10,000 新着ピックアップ(1週間) ¥10,000

フォトレポート(2週間) ¥19,000 フォトレポート(4週間) ¥26,000

料金表示はすべて税抜きです。

＊ GWの5月2日（木）にご掲載期間がかかる場合、本企画のJOB・DOMONETのみ5週間掲載となります
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基本パッケージ
ブース代50,000円を含む

転職・就職ゾーン
DOMO １週間

2区画 4区画 8区画 16区画 32区画

JOB
DOMONET転載あり

Ａタイプ4週間 ¥154,000 ¥173,000 ¥210,000 ¥293,000 ¥440,000

アルバイト・パート・
派遣ゾーン

DOMO １週間

2区画 4区画 8区画 16区画 32区画

DOMONET
JOB転載なし

Ａタイプ4週間 ¥128,000 ¥147,000 ¥184,000 ¥267,000 ¥414,000


