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静岡県内NO.1の実績 のノウハウを活かした

完全オンラインの合同企業面談会イベント
初開催
決定!!

Presents

リアル系イベントに足を運びづらかった

こんな 良質人材が参加しやすいイベントです

2019年静岡県内開催転職イベントの出展企業数・集客数でNO.1実績（当社集計）

シゴトフェアオンライン イベント概要と開催日程

複数の求職者が貴社の企業紹介を
匿名で閲覧・質問をすることができます

最大12名の求職者と個別面談が可能です

転職活動中であることが周囲にバレて
は困る。匿名で企業紹介を聞けるウェ
ビナーがあって、意中の企業との面談
もオンラインなら安心！

在職中
顕在層

次のボーナス後
には転職したい

27歳Aさん

期限は決まっていないけれど、今より
自分が成長できる会社を探している。
自宅からオンラインで参加できるなら
企業の方の声を直接聞きたい！

在職中
潜在層

いい所があれば
早めに転職したい

26歳Bさん

会社を休んで静岡に出向いて転職活動
するのは難しい状況だが、オンライン
で意中の企業と面談できるなら転職活
動が前に進む！

在職中
Uターン層
東京から静岡に

Uターンを検討中
29歳Cさん

AM
興味喚起

PM
応募喚起

西部エリア編

11/28 土
10:00~18:45

25社

中部エリア編

11/14 土
10:00~18:45

25社

東部エリア編

11/21 土
10:00~18:45

25社

20代が活躍している
企業編

12/5 土
10:00~18:45

25社

各開催
25社限定

イベント詳細は次ページ以降をご覧ください

10:00~11:45  1社15分枠 13:00~18:45 1名15分枠

企画・主催・運営：
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良質人材とのマッチングにこだわったオンライン合同企業面談会

の概要

リアル系イベント は、出展企業数・求職者数の「量」にこだわって運営

詳細説明3Pへ

詳細説明5Pへ

詳細説明6Pへ

詳細説明7Pへ

詳細説明5Pへ

事
前

当
日

事
後

は、求職者の「質」にこだわり、マッチング率を高めていきます！

求職者はシゴトフェアオンラインのLPに載っ
ている求人情報・企業紹介動画などを見てウ
ェビナー・企業個別面談の予約をします。

貴社の条件に合う求職者に対して、
企業紹介ウェビナーや企業個別面談の予約を
促すメールを送ることができます。

複数の求職者が貴社の企業紹介を匿名で閲覧
・質問をすることができます。ウェビナーで
興味を持って、午後の企業個別面談に予約を
入れることもできます。

1名あたり15分の個別面談枠が最大12名分
用意されています。この段階で求職者が個人
情報が貴社に開示されます。

企業個別面談後、3段階の相互評価に基づき
どの企業ともマッチングしていない求職者に
接触を促すメールを送ることができます。

シゴトフェアオンライン参加企業紹介LP

事前情報提供から当日のウェビナー・個別面談、イベント後に再マッチングを促す
お誘いメールなど、良質人材とのマッチングにこだわった仕様です
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シゴトフェアオンライン参加企業紹介LPイベント実施2週前より

募集職種ジャンル、未経験者歓迎、新卒歓迎、
カルチャーマッチング情報のフラグで参加企業を検索できます。
※カルチャーマッチング検索は、全企業の求人情報が公開されたタイミングで使用可能となります。

企業紹介ウェビナー・企業個別面談の予約表から
企業の枠を選択して予約フォームを開いて予約します。
＊空きがあればウェビナー・個別面談開始10分前まで予約可能です
＊ウェビナーの予約枠上限は90名です

JOB掲載求人広告

推奨内容：自己紹介・会社紹介・仕事内容の紹介・
会社のカルチャー・向いている人材像・
求職者へのメッセージなど

尺：30秒～90秒以内
(尺が不足・オーバーの場合は掲載できません)

出演者：イベント当日、面談される方が望ましい
撮影：営業またはお客様によるスマートフォン動画撮影

横長の画像になるように撮影ください
データ形式：おってリリースいたします
更新：毎週木曜更新 ※月曜日までの格納分を木曜公開

掲載エリア：JOB静岡エリア
掲載期間：イベントとDOMO特集実施号にかかる4週間
掲載タイプ：SタイプまたはAタイプ
必須項目：「その他」項目の1行目に参加テーマに合わせ

た指定文言の記入・「年収例」の表記・
「カルチャーマッチング情報」の入力。

シゴトフェアの告知を見た求職者が流入してくるページです。
このページで参加企業の情報を見たり、ウェビナー・個別面談の予約をします。

予約フォームへ
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JOBの求人広告は、イベントとDOMO特集実施号にかかる4週間掲載になります。
各イベントごとの掲載パターンは下記の通りです。

JOB掲載求人広告

11月28日(土) 11月14日(土) 11月21日(土) 12月5日(土)

西部エリア編 中部エリア編 東部エリア編 20代が活躍できる企業編

10月22日木 お申込み〆

1W

10月23日金

10月24日土

10月25日日

10月26日月 動画提出〆

10月27日火

10月28日水

10月29日木 参加企業公開

2W 1W

お申込み〆

1W

10月30日金 動画提出〆

10月31日土

11月1日日

11月2日月

11月3日火

11月4日水

11月5日木 お申込み〆

1W

特集号

3W 2W 1W

参加企業公開

2W 1W

11月6日金

11月7日土

11月8日日

11月9日月 動画提出〆

11月10日火

11月11日水

11月12日木 参加企業公開

2W 1W 4W 3W 2W

特集号

3W 2W 1W

お申込み〆

1W

11月13日金

11月14日土 イベント日

11月15日日

11月16日月 動画提出〆

11月17日火

11月18日水

11月19日木 特集号

3W 2W 1W 4W 3W 4W 3W 2W

参加企業公開

2W 1W

11月20日金

11月21日土 イベント日

11月22日日

11月23日月

11月24日火

11月25日水

11月26日木

4W 3W 2W 4W 4W 3W

特集号

3W 2W 1W

11月27日金

11月28日土 イベント日

11月29日日

11月30日月

12月1日火

12月2日水

12月3日木

4W 3W 4W 4W 3W 2W

12月4日金

12月5日土 イベント日

12月6日日

12月7日月

12月8日火

12月9日水

12月10日木

4W 4W 3W

12月11日金

12月12日土

12月13日日

12月14日月

12月15日火

12月16日水

12月17日木

4W

12月18日金

12月19日土

12月20日日

12月21日月

12月22日火

12月23日水
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イベント2週前と当週木曜の計2回配信

イベント翌営業日に1回配信

参加企業公開前に「シゴトフェアオンラインに興味あり」の登録をした求職者に対し
貴社の企業紹介ウェビナーや企業個別面談への予約を促すメールを出せます。

希望条件が合致する求職者の
シゴトフェア用マイページ

条件設定〆切：イベント2週前の月曜24:00まで
配信日：イベント2週前の木曜18:00・イベント当週の木曜18:00（計2回配信）

対象者のシゴトフェア用マイページに「イベント前お誘いメール」が届いたら
登録されているmailアドレスにアラート（お知らせ）のE-mailが飛びます

設定できる配信条件：「年齢」「性別」「転職回数」「属性」「経験職種」「希望職種」「希望年収」
＊「希望職種」「希望年収」の設定は必須です（ミスマッチ防止のため）
＊必要以上に絞り込み過ぎると配信対象が減少しますのでご注意ください

参加企業の
シゴトフェア用管理画面

企業個別面談が終わると、企業も求職者も以下3段階で相手を評価します。
イベント後に、どの企業ともマッチングしていない求職者を対象に

接触を促すメールを送ることができます。

条件設定〆切：イベント翌営業日の15:00まで
配信日：イベント翌営業日の18:00

対象者のシゴトフェア用マイページに
「イベント後お誘いメール」が届いたら
登録されているmailアドレスにアラート

（お知らせ）のE-masilが飛びます
設定できる配信条件：イベント前に同じ
配信出来る対象者：自社の個別面談を受けていない求職者

かつ 面談結果で「企業〇・求職者〇」に
ならなかった求職者（下記マトリクス参照）

求職者 企業 求職者 企業 求職者 企業 求職者 企業

求職者１ 〇 〇 〇 〇 〇 × 企業１・2とマッチング済 対象外

求職者２ △ 〇 △ △ △ × どの企業ともマッチングしていない 対象

求職者３ × 〇 × × どの企業ともマッチングしていない 対象

求職者４ × × 〇 〇 企業4とマッチング済 対象外

求職者５ △ △ どの企業ともマッチングしていない 対象

求職者６ △ 〇 × × △ △ どの企業ともマッチングしていない 対象

求職者７ × × どの企業ともマッチングしていない 対象

各企業が

対象にできる求職者

再マッチング

対象判断

企業１ 企業2 企業3 企業4

求職者5･7 求職者6 求職者3･5･7 求職者２･３･５･７

求職者のマッチング状況

イベント後お誘いメールを配信出来る対象者の例

企業管理画面での求職者の評価
求職者も企業を同様に評価します
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複数の求職者が貴社の企業紹介を匿名で閲覧。チャットによる質問などで貴社への理
解を深め、午後の個別面談に誘導していきます。

ウェビナー参加者の属性情報は開示されますが、個人情報は開示されません。

準備10分 本番15分

「企業紹介ウェビナー」画面イメージ

●会社スペック情報だけでなく生きた情報を発信しましょう
「自社のいい所・悪い所を社員アンケートしてみた」「ウチの営業の3種の神器を紹介します」など

●アンケート機能などを使って必ず視聴者を参加させましょう
事前に承ったアンケートを事務局が適切なタイミングでお出しします

●チャットによる匿名質問を受けて真摯に回答しましょう
回答の仕方次第で貴社への興味がぐっと増す求職者が出ていきます

貴社への興味を倍増させるための「企業紹介ウェビナー」運営のコツ

「企業紹介ウェビナー」準備から本番までの時間割イメージ

zoomのウェビナー機能を使った画面です

提供されるウェビナー参加者の情報

・年齢
・性別
・転職回数
・属性
・経験職種
・希望職種
・希望年収

備考

1台のパソコンを使い、ご参加ください。
1台のパソコンで同じ場所から複数名でご参加いた
だくことは可能です。
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1名あたり15分・最大12名面談

1名あたり15分の個別面談枠が最大12名分用意されており、枠ごとに予約した求職者と
one to oneで面談を行います。この段階で、求職者の個人情報が貴社に開示されます。

「企業個別面談」画面イメージ

企業個別面談タイムスケジュール 面談後の評価

zoomのmeeting機能を使った画面です

15分面談と15分休憩を繰り返しながら
1企業最大12名と面談ができます。
※15分で終わらなかった場合は、

休憩時間も利用することができます。
（求職者の同意が必要です）

企業個別面談が終わると、企業も求職者も以下
3段階で相手を評価します。
この評価データを活用して

イベント後のお誘いメール(＊)を出せます。
＊5P参照

提供される個別面談参加者の情報

・年齢
・性別
・転職回数
・属性
・経験職種
・希望職種
・希望年収
↑上記は

ウェビナーでも
提供されている情報

・姓名
・ふりがな
・住所
・メールアドレス
・電話番号
・最終学歴

備考

複数のパソコンで、複数名で参加できます。
複数名で違うパソコンを利用される場合は、それぞれ無料の
zoomアカウントが必要です。1台のパソコンで同じ場所から
複数名でご参加いただくことも可能です。



シゴトフェアオンラインの認知獲得

上記プロモーションは予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

シゴトフェアオンラインへの参加

予約アクション喚起

事務局からの
JOB会員向け

mail配信

企業による
イベント前

お誘いメール

DOMO
参加企業特集

ウェビナー・個別面談への参加

5社以上面談者に
500円のamazon

ギフトカード
プレゼントで
面談促進！

面談に迷う求職者に
チャットボットで

事務局ナビスタッフが
サポート

企業による
イベント後

お誘いメール

シゴトフェアオンラインへの興味喚起

リスティング広告

様々な告知でフェアを認識した
求職者がフェア系の

キーワードで検索した際に
シゴトフェアオンラインの

検索結果が上位表示されます

リアル開催
「シゴトフェア」

同量のTVCM 
+web広告増量

バナー広告配信

●転職に興味のある
ネットユーザーへのバナー広告

●JOB・シゴトフェアの
ページに来たユーザーに対し
何度もバナー広告を配信する

リマーケティング広告を
実施します3会場で1000人を集客していた

リアル開催「シゴトフェア」と
同量のTVCMをオンエア！
オンラインの転職フェアを

強調しLPに誘導します

TVCM 街頭
ポスター

シゴトフェア
オンライン

参加企業紹介LP
JOB参加企業特集

画面はイメージです

8

良質人材へのリーチを最大化させる
集客プロモーションを実施します

イベントの認知獲得から予約刈取りまで
充実した集客プロモーションを実施 !!
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応募効果が最も期待できるSタイプを
核にした参画パッケージです

サイト内の最上位に表示されるため高PVが期待でき応募効果が高まるSタイプ
１職種募集では効率のよいAタイプにオプションを組み合わせてご利用ください

参画パッケージ価格表（税抜き）

下記の価格表には、JOB・DOMO掲載料に加え、シゴトフェアオンライン出展料（50,000円）が含まれています。なお、DOMONET
にもJOB掲載と同じ原稿が自動的に掲載されます（DOMONETでのSタイプ表示順位はJOBの表示順位とは異なります）。

用途に応じた多彩なオプションをご用意しています（税抜き）

Aタイプの

2.5倍

Aタイプの

2.0倍

Ａタイプより上位表示になる

ＳタイプはPV･応募数ともに良好な実績 !!

用途 オプション名 掲載期間 ご掲載料 用途 オプション名 掲載期間 ご掲載料

１週間 12万円 上位表示オプション １週間 2万6,000円

４週間 36万円 上位表示オプションＳ １週間 3万2,000円

１週間 8万円 １週間 2万6,000円

４週間 24万円 ２週間 3万9,000円

積極採用バナー １週間 1万5,000円 ４週間 5万2,000円

急募バナー １週間 1万5,000円 １週間 1万3,000円

エリアおすすめ枠 １週間 1万円 ２週間 1万9,000円

職種おすすめ枠 １週間 1万円 ４週間 2万6,000円

トップページ露出

プレミアムバナー

リッチバナー

トップページ

＆検索結果一覧露出

検索結果一覧露出

検索結果上位表示

記事量拡張 インタビュー記事

写真点数拡張 フォトレポート

2区画 4区画 8区画 16区画 32区画

Sタイプ 17万4,000円 19万3,000円 23万円 31万3,000円 46万円

Aタイプ 15万4,000円 17万3,000円 21万円 29万3,000円 44万円

DOMO　１週間

JOB

4週間

2020年7月30日~8月26日までの実績

7/30新登場

Sタイプに

注目
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万全のサポートをさせて頂きます
イベント前からイベント当日、事後まで、初めてオンラインイベントに
参加される企業さまでもご安心頂けるようサポートさせて頂きます。

事
前

当
日

事
後

□zoomアカウントの取得をサポートします

□企業紹介動画の撮影のお手伝いをします

□zoomウェビナーの使い方をレクチャーします

□zoomミーティングの使い方をレクチャーします

□当日の流れを踏まえたリハーサルを1社ずつ行います

□参加企業ウェビナー前にリハーサルをおこないます

□トラブルがあれば電話でサポートいたします

□企業紹介ウェビナー参加者のレポートや
アンケートの投票結果などを共有します

□企業紹介ウェビナーや、企業個別面談参加者への
アプローチに迷う場合は担当営業までご相談ください

面談に迷う求職者にはチャットで
事務局ナビスタッフがサポートします
リアル系シゴトフェアで培ったノウハウをもったナビスタッフが

求職者からの質問にチャットで答え背中を押していきます
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シゴトフェアオンライン詳細まとめ

西部エリア編 中部エリア編 東部エリア編
20代が活躍している

企業編

開催日 11月28日（土） 11月14日（土） 11月21日（土） 12月5日（土）

時間

参画社数

面談使用ツール

環境

DOMOご掲載号 11月19日（木）号 11月5日（木）号 11月12日（木）号 11月26日（木）号

ご掲載ページ

参加企業紹介LP掲載開始日

(予約開始日)

・zoomのテストミーティング(https://zoom.us/test)を実施し、カメラやマイクに問題がないか確認できていること。

・上記就業形態以外の同時募集はできません。

参画パッケージ

複数開催に参画される場合

※12月5日開催シゴトフェアオンライン20代が活躍している企業編参加企業

動画提出締切 11月9日(月) 10月26日(月) 10月30日(金) 11月16日（月）

11月5日(木) 10月22日(木) 10月29日(木) 11月12日(木)

備考

企業紹介ウェビナー：10:00～11:45（左記のうち指定の25分）　／　企業個別面談：13:00～18:45

１開催につき：25社 (予定)

zoomウェビナー・zoomミーティング

Microsoft Edge／Google Chrome／Firefox／パソコンの標準ブラウザ

巻頭特別企画　シゴトフェアオンライン参加企業求人SPECIAL

JOBご掲載号
上記DOMOご掲載号とシゴトフェアオンライン開催日にご掲載がかかる４週間

＊DOMONETにも無料で転載されます　　＊ご掲載イメージはP4を参照ください。

11月12日（木） 10月29日(木) 11月5日（木） 11月19日（木）

参画条件

・zoomアカウント (無料) を取得していただけること。

・上記推奨環境の元、カメラ機能・マイク機能が備わったパソコンにてオンライン面談が可能であること。

・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・就業形態マークが正社員の無期雇用派遣の

　　いずれかの募集であり、シゴトフェアオンライン当日に参加頂けること。

・参加枠数に制限を設けさせていただいている業種がございます。

　抽選の場合、JOB掲載の上位表示タイプを優先させていただきます (SタイプとAタイプ：Sタイプ優先　同タイプ：抽選)。

・2021年卒の新卒採用募集での参画も可能です（新卒募集の原稿には、対象となる卒年と学校種の記載が必要です）。

【シゴトフェアオンライン】【JOB4週間ご掲載】【DOMONET4週間ご掲載】【DOMO特集号1週間ご掲載】

各開催ごとにパッケージ料金が発生します。掲載期間が条件に合えば、ネット求人原稿を１本化できます（差額はご請求）。

原稿ルール

ご掲載頂くネット求人原稿は「その他」項目の１行目に参加テーマに合わせて以下の文言（数字は半角）を記載すること。

※11月14日開催シゴトフェアオンライン中部エリア編参加企業

※11月21日開催シゴトフェアオンライン東部エリア編参加企業

※11月28日開催シゴトフェアオンライン西部エリア編参加企業

複数開催に参画される場合は、日付順に改行して記載ください。

●求人原稿には「年収例」の表記が必須です。DOMOは「給与」項目に、JOBは「年収例」項目に記載ください。

＊金額例だけでなく、年収額の算出根拠の併記が必要です。

　算出根拠の記載例：年齢による／入社年数による／経験年数による　など

＊採用したいターゲットに合わせて、詳しい「年収例」の記載をおすすめします。

＊１原稿内で複数職種を募集する際、募集職種ごとに給与の算出根拠が異なる場合は、それぞれの年収例表記が必要です。

●掲載するJOBの求人原稿は「カルチャーマッチング情報」（＊）の入力が必須です。

　＊【職場の雰囲気】【職場の風土】【仕事の進め方】【仕事での役割】【目指す将来像】の項目ごと5段階チェックがあります。

企業紹介動画について

推奨内容：自己紹介・会社紹介・仕事内容の紹介・会社のカルチャー・向いている人材像・求職者へのメッセージなど

尺：30秒～90秒以内 (尺が不足・オーバーの場合は掲載できません)

出演者：当日ウェビナーに参加される方・面談される方が望ましい

撮影：営業またはお客様によるスマートフォン動画撮影　横長の画像になるように撮影ください

・フェア当日、アンケートへのご協力をお願いいたします。

データ形式：おってお知らせします

更新：毎週木曜更新 ※月曜日までの格納分を木曜公開

参加申込締切
　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

キャンセルについて
　お申込み書弊社着の11日目以降はキャンセル料金（シゴトフェアオンライン出展料50,000円）が発生いたします。

　なお、お申込み〆切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
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イベント当日までのご準備チェックシート
イベント日によってそれぞれ締切がございますのでご確認ください。

□

□

□

□

□

□

アカウント登録 (無料)

＿＿月＿＿日までに
シゴトフェアオンライン企業管理画面に登録

＿＿月＿＿日までに営業宛てに提出

＿＿月＿＿日から掲載を開始するので

＿＿月＿＿日までに校了

原稿

＿＿月＿＿日から掲載を開始するので

＿＿月＿＿日までに校了

原稿

＿＿月＿＿日から掲載を開始するので

＿＿月＿＿日までに提出

で使用するスライドや資料
接続テストやリハーサルで使用するので

＿＿月＿＿日までに作成

で実施するアンケート内容
接続テストやリハーサルで使用するので

＿＿月＿＿日までに企業管理画面に登録

接続テストやリハーサルについて
実際に企業紹介ウェビナーで使用する資料やアンケートを使いながら

事務局スタッフと1社ずつ練習をしていただけます。
日時については詳細が決まり次第追ってご連絡させていただきます。


