
御社の魅力、伝わっていますか？

in 三河
（月）2 18

初開催

岡崎市 竜美丘会館にて開催！出展企業60社
（予定）

確かな実績の合同企業面談会シゴトフェアが
三河エリアに進出！

来場者数：319名
1社平均面談数

16.1名
20～30代割合

66.8％
シゴトフェア in 三河は男女の求職者をターゲットとしたイベントです。

（2018年9月 名古屋開催）

下記は女性求職者をターゲットとした
シゴトフェア womanの実績になります。



交通広告

JR
中吊り広告 市営地下鉄

中吊り広告

シゴトフェア特集

4週間
ご掲載

シゴトフェア特集

転職・就職希望者層

4週間
ご掲載

事前広告掲載で貴社に興味は持ったけれど、応募には至らなかった「潜在的応募者」が
「話を聞いてみよう」とシゴトフェアに来場します。

フリーペーパーで探したい
フリーター希望者・未経験者層

２週間
ご掲載

NETで探したい
フリーター希望者・未経験者層

11時～20時 開催！

2月18日（月）

開催告知を、あらゆるメディアで行います！

TVCM

上記告知は過去のものです

イベントだけじゃありません！ 転職メディアすべて包括！

ラック
告知

※2月25日（月）に開催する『シゴトフェア in 名古屋』と同時告知になります。

※早期お申込みのお客様の社名を交通広告に
記載するサービスは、今回はございません。
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JR駅ポスター：岡崎・安城・刈谷・大府駅
名鉄駅ポスター：東岡崎・新安城・知立駅

また、当日は東岡崎駅より求職者向けに
シャトルバスを用意いたします。

JR駅
ポスター 名鉄駅

ポスター



シゴトフェア 商品パッケージ

推奨パッケージ

ＤＯＭＯ２週間 ＋ ＪＯＢ４週間 ご掲載！

＋

８区画

誌面 ½ サイズ！

Ａタイプ

最上位表示！

媒体告知から多くの着席を見込みたい。当日の露出を増やし、多くの着席を狙えます。
また、貴社のイメージを事前に存分に伝えられます。

４区画＋Ａタイプ
誌面1/4サイズ 最上位表示＆画像4点

16区画＋Ａタイプ
誌面1Pサイズ 最上位表示＆画像4点

32区画＋Ａタイプ
誌面2Pサイズ 最上位表示＆画像4点

210,000円（税別） 410,000円（税別） 655,000円（税別）

280,000円（税別）

オプション
JOB 各種オプション

・上記パッケージ価格には、DOMO掲載料・JOB掲載料に加え、
シゴトフェア ブース料金（50,000円）が含まれています。

・JOB（DOMONET）は、すべてのお客様が4週間のご掲載になります。
・JOBのご掲載で、DOMONETにも同じ原稿が自動的にご掲載されます。
・表記価格は、すべて税別価格です。

あいちシゴトフェア

セットキャンペーン

別紙参照

4P目 参照
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当日、さまざまな仕掛けをしています！

Navistaff

新たなマッチングの可能性を。

会場内で当社スタッフによる着席促進ナビゲーション。
貴社の期待人材像に合わせて、ブースまで求職者をお連れします。

ナビスタッフ（JOB 営業担当者）が、求職者のキャリア・志望動機・職種をヒアリング。
求職者を勇気づけ、着席促進します。
貴社の求人内容（募集職種・期待人材像）に沿った求職者を積極的にご案内。
ナビスタッフが個別面談数を把握し、着席促進のナビゲーションに即反映します。
また、特定の企業にご案内が偏らないように、ブース配列ごとにナビスタッフを
まんべんなく配置。会場内インカムで即時連絡を取り合いながら、求職者を誘導いたします。
これまでのシゴトフェアで最もご評価いただいているサービスです。

20,000円（税別）

通常ブースには側面にのみパーテーションを配置していますが
本オプションをご利用頂きますと
背面にも1枚、パーテーションを設置いたします。
掲示物などでより豊かな情報発信が可能になります。

20,000円（税別）

当日、会場受付で配布するシゴトフェアの資料が入った袋に貴社資料（A4サイズ１セットまで）
を同封するサービスです。来場者全員に貴社の情報が行き届きます。

[サイズ] 横幅1.5m×高さ1.2mのパネルに30センチの足つき

貴社の情報をより多く
来場者に発信することができます！

【ご注意ください】会場内、壁面に面したブースのお客様は、会場内の壁を提示用にご利用頂くことはできません。

ブース背面に立てるパーテーションです
（色はつきません）

1.5M 1.5M

1.2M

側面
パーテーション

側面
パーテーション

＊イメージです

・A4サイズ1部（ペラ1枚も1部、冊子も1部、1部の厚みは5ミリまで）
・A3サイズの場合は、半分に折ってA4になるもののみお受けできます。
・A4よりも小さいサイズの場合も金額は変わりません。
・来場者数実績による価格の変動はございません。
・開催5営業日前までに、弊社あてに同封資料をお送りください。

来場者全員に、貴社の情報をプッシュ！

［背面パーテーション追加］

限定

1 枚0

［貴社資料同封サービス］

限定

５
セット

無料適職診断

転職意欲の高い求職者を呼び込む

求職者自身にとって未知の可能性を見つけ出し、
高いモチベーションにて御社との面談に臨む求職者を期待できます。

名古屋シゴトフェアwomanにて無料適職診断を実施した際には70名以上が来場。
求職者からも企業様からも高い評価を頂きました。
面談開始前に多くの求職者をプールできるため開場直後からの面談が期待できます。
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掲載メディア
JOBあいち版 ／ DOMONETあいち版 ／ DOMOあいち版
2019年2月11日号 巻頭特別企画

JOB（DOMONET）4週間掲載は、DOMO掲載日とシゴトフェア開催日にかかる前後4週間でのご掲載です。
最も前倒ししたJOB（DOMONET）のご掲載は、1月28日（月）～2月24日（日）です。
※愛知シゴトフェアセットキャンペーンにて8週間掲載する場合の

最も前倒ししたJOB（DOMONET）のご掲載は、1月7日（月）～3月3日（日）です。

開催日時 2019年2月18日（月曜日） 12:00～20:00

12:00より参加企業様の受付、求職者向け適職診断テストを開始します。
13:00より求職者との面談を開始します。

開催場所 竜美丘会館 愛知県岡崎市東明大寺町5番地1 岡崎市竜美丘会館

参加社数 60社（予定）

※ ブースの設置・場所の指定はできません。

JOB事前告知内
参加企業一覧ページ

1月21日（月）よりJOBのシゴトフェア参加企業一覧ページに、社名の掲載を開始します。

JOBの求人原稿を事前に掲載している場合及び、JOBご掲載の各締切迄にシゴトフェアのお申込みをいただいた場合、当ページより
JOBの求人原稿へリンクを設置します。

DOMO本誌内
参加企業名告知掲載

1月21日（月）よりDOMO本誌内でのシゴトフェア告知記事に
参加企業名（略称）を掲載します。

※ 参加企業様の社名等により、掲載社数は調整させていただきます。
※ 掲載号・掲載回数・掲載順・掲載する社名の文字サイズはお任せいただきます。

ブースでの電気使用 ブースで電気を使用する場合は、お申込書にご記入ください。締切日迄の事前申し込みが必要です。
追加料金6,000円（税別）/1ブース 差し込み口2つ、最大1.5Wのコンセントを用意。

※ 会場内に有線LANの差し込み口及びWi-Fi環境はございません。

対象 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り
シゴトフェア当日にご参加いただける企業様。

記事内容 必須項目 新卒者を募集対象とする場合は「資格」項目に、「対象卒年」「対象学校種」を
必ず記載する必要があります。 例）2019年大学卒業予定者

申込締切／キャンセル 2月1日（金）17時がお申し込みの締切です。
参加数に達した時点で締切日前でも受付を終了します。
参加数限定企画のため、キャンセルはお受けできません。

備考 求人原稿内にアルバイト・パート等の募集を同時掲載することはできません。
出展企業様がブース指定エリア内から来場者に直接お声を掛けることは可能ですが、ブース指定
エリア外や会場外等で来場者に声掛け等のスカウトに該当する行為は、禁止しています。
面談数アップに関するご相談は、当社ナビスタッフへお願いします。
シゴトフェア当日、アンケートのご協力をお願いします。
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来場者最大化の為、事前告知を最も長くとるために、お早目のお申込みをおすすめします。

２
月

１
月

月 火 水 木 金 土 日

1/1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日

2/1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

シゴトフェア 開催日までのスケジュール

事前告知
初回締切

DOMO
直前特集号

発行!

2/11

2/18

フェア締切

2/18開催 シゴトフェア in 三河

1/21

JOB
企業名掲載開始!

DOMO
事前告知開始!

2/25開催 シゴトフェア in 名古屋

1/28
（月） 誌面告知

参加企業一覧 2/18
（月） 直前特集号

2/25
（月） 開催当日

５週間

２週間

1/21
（月） 誌面告知

参加企業一覧 2/11
（月） 直前特集号

2/18
（月） 開催当日

５週間

２週間

2/18開催 シゴトフェア in 三河
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