
ワタシの可能性がひろがる 合同企業面談会

開催決定！

5月13日（月）12:00~20:00
ウインクあいち６F展示場にて
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愛知県

名古屋市

事務的職業

販売の職業

サービスの職業

飲食物調理の職業

接客の職業

生産工程の職業

建設・採掘の職業

介護関連

愛知県の採用市場トレンド

愛知県内の有効求人倍率は上昇の一途、依然として「超・売り手市場」です。

愛知県労働局｜有効求人倍率より作成
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2017年 2018年2016年 2019年

愛知県

販売

名古屋市

接客

サービス

調理

建設

例えば求人倍率が５倍を超える場合
1人の求職者あたり5件の求人案件がある（選べる）状況です



女性人材活用のメリット

採用難な市場で女性活用が叫ばれていますが、女性活用に懐疑的な企業さんもまだ多いのでは？
でも、実際に女性活用をした企業では、「人材が確保しやすくなった」という効果まで出ています。

愛知県｜女性の活躍状況「見える化」調査（平成26年12月）

３p



46.2%

13.5%

36.5%

25.0%

24.0%

22.1%

14.4%

1.0%

15.4%

15.4%

1.9%

34.3%

21.6%

33.3%

22.5%

30.4%

19.6%

10.8%

2.9%

17.6%

2.9%

2.0%

給与に不満がある

やりたい仕事がほかにある

今（または前）の仕事にやりがいを感じられない

もっと幅広い経験や知識を積みたい

人間関係が悪い

残業が多い、休日が少ない

ノルマがきつかったり、肉体的にハードすぎる

U・Ｉターンしたい

土日祝日に休めない

家庭環境が変化した

雇用形態を変えたい（正社員になりたい）
女性 男性

“やりがい”や“経験や知識を積みたい“

といった前向きな転職理由や、

“人間関係“への耐性は

男性よりも高い傾向があります。

20～30代女性が「転職したいと思った理由」

女性と男性の転職理由を比較しても大差ありません。
むしろ…

株式会社アルバイトタイムス｜愛知県内求職者調査（平成30年10月実施）※複数選択設問における選択割合。（n=156)
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女性の採用ならシゴトフェアWoman!

優良な女性を採用するための

etc…

シゴトフェアWoman運営元の株式会社アルバイトタイムスでは、
女性に向けた様々な仕掛けを継続的に実施しています。

次回の発行は4月22日(合併号)・5月6日・5月13日です。

【総来場者数】 319名
【１社平均面談数】16.1名
【平均選考通過者数】 4.53名

名古屋でこれまで4回実施してきたシゴトフェアWoman

前回9月の実績は一般の転職イベントを超える女性来場者数！
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■7割近くが20代･30代女性

■6割以上が短大卒以上

年2回実施中！主婦向け特別企画



20～30代女性が「転職で不安に思うこと」

とはいえ、自分がどのような職種・業界・会社で活躍できるか、
イメージができず不安を抱えている女性が多いのも事実です。

株式会社アルバイトタイムス｜愛知県内求職者調査（平成30年10月実施）※各項目に対して「そう思う」と回答した割合。（n=156)
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就･転職のイメージができなくて「不安」

62.5%

78.8%

88.5%

自分の適性がわからない

自分の市場価値がわからない

転職先が決まったとしても、

その会社が自分に合っているか不安



シゴトフェアwomanのコンセプト

20～30代女性 就･転職者の声に、親身に応えてまいります。

有力な戦力となり得る、20～30代女性。

彼女たちが抱える不安・悩みを、フェアはもちろん、

事前のメディア接点から解消することで、

これまで以上のベストマッチングを実現いたします。
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就･転職のイメージができる

可能性がもっと広がる



来場者に就･転職をイメージさせて、貴社ブースに足を運びやすくするために

直前の5/6号では「シゴトフェアwoman参加企業求人SPECIAL」を実施します。
女性が気になるポイントを求人原稿内に記載することで

貴社ブースに足を運びやすくします！
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5/6号
シゴトフェアwoman

参加企業求人SPECIAL

5/13(月）
フェア当日

4区画以上の

通常パッケージでの

ご掲載です

詳細は後述



来場者によりマッチする企業を探してもらうために

JOBに掲載する「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！
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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。

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。



プロモーション

女性求職者の多い自社メディアでの告知はもちろん
TVCM、交通広告などのプロモーションで来場者を増やします。

TVCM
ラック
告知

自社
メディア

11p

市営地下鉄全線
中吊り広告

4/30(火)～
5/13(月)

子育てママネットワークへの告知なども実施予定です画像は以前のサンプルです

TVCMも中吊り広告もGW中にも露出！



女性の就･転職者が気になる6つのポイントでマッチングを強化

フェア当日に配布するパンフレットで、以下の6つのポイントを掲出します。
事前に掲載する求人原稿内にも記載することをお勧めします。

年間休日125日
以上のシゴト

残業月10時間
以内のシゴト

転勤がないシゴト
女性の管理職が

いるシゴト

正社員登用制度が
あるシゴト

育休・産休制度
活用事例がある

シゴト
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求人原稿内にも是非、記載しましょう。



就･転職応援コンテンツで来場者の背中をそっと後押し

転職が初めての女性や復職ママの不安を解消し
安心してブース訪問できるような応援コンテンツを用意します

※画像はイメージです

ジブンのキャリアを棚卸！
就･転職活動相談コーナー(予定)

※内容は一部変更になる可能性がございます
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頑張っているあなたを応援！
ハンドトリートメント&就活メイクアドバイスコーナー(予定)

女性同士で不安を解消!
出展企業様の先輩ママとの交流タイム(予定)



開催概要

あああああああああ

DOMO本誌・JOB
シゴトフェアwoman

参加企業求人SPECIAL
（5月6日号）

JOBあいち版 ／ DOMONETあいち版 ／ DOMOあいち版 2019年5月6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。
(GW合併号を含む場合は5週間)
最も前倒ししたJOB（DOMONET）のご掲載は、4月15日（月）～5月19日（日）です。

開催日時 2019年5月13日（月曜日） 12:00～20:00
11:00より参加企業様の受付、先輩ママとの交流会(予定)を開始させて頂き、12:00より求職者との面談を開始する予定です。
※会場調整で、時間が変更になる可能性があります。

開催場所
ウインクあいち 6F 展示場 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38（名古屋駅から徒歩5分）

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

4月15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。

対象

下記、2つの項目を満たす企業様
①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当日にご参加いただけること。
②次の6つの項目のうち、1つ以上に該当する募集であること。

「年間休日125日以上のシゴト」 「残業月10時間以内のシゴト」 「転勤がないシゴト」
「女性の管理職がいるシゴト」 「正社員登用制度があるシゴト」 「育休・産休制度活用事例があるシゴト」

記事内容 必須項目
シゴトフェアwoman

参加企業求人SPECIAL
（5月6日号）

・DOMO・JOBのご掲載時、女性従業員が写った写真を最低1枚ご使用ください。
（イメージ画像なども可としますが、実際の職場の写真のご利用をお勧めいたします）

・DOMOご掲載時は、女性の働きやすさを訴求する貴社の注目ポイントを、「女性に嬉しいスゴイポイント」枠内に25文字以内でご記入ください。
・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）2020年大学卒業予定者
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開催概要

あああああああああ
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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。

申込締切／キャンセル
4月18日（木）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。

シゴトフェア
オプションについて ＜特別ブース＞

今回のシゴトフェアwomanでは、特別ブースの販売はございません。ご了承ください。
＜背面パーテーション＞
今回のシゴトフェアwomanでは、全ブースに背面パーテーションを設置（側面は無し）しておりますので、オプションでの販売はございません。

＜資料同封サービス＞

貴社の資料をお預かりし、受付にて来場者全員に配布する当日の資料袋に
同封するサービスです。

・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３営業日前までに、弊社あてに同封資料をお送りください。

販売価格：2万円（税別）・・・5セット限定



日 月 火 水 木 金 土

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

日 月 火 水 木 金 土

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 6/1

開催までのスケジュール

４月 ５月

フェア〆切

DOMO
参加企業
特集号

JOB
企業名掲載

JOB企業名掲載サイトは6月2日(日)まで
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会場レイアウト・ブースイメージ

中央に企業ブースを設け、周辺に就･転職応援コンテンツを設置。
来場者が着席しやすいように、カジュアルなブースを予定しています。

就･転職応援
コンテンツ

応援
コンテンツ

応援
コンテンツ企業ブース 60社（予定）

丸テーブル 1台
イス 4脚

背面パーテーション 1枚

※下図、参照

丸テーブル

イス4脚

背面パーテーション1枚
（幅1.5M×高さ1.2Mのパネルに30センチの足つき）

※机・イスの形状が変更になる可能性があります

来場者が着席し、気軽に話しやすいように
今回ブース間を仕切るパネルはございません。
背面パネルのみになりますので、ご了承ください。

ご注意ください

資料
コーナー
も設置

します！
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商品パッケージ

すべて DOMO２週間 ＋ JOB４週間 ご掲載頂けるパッケージです。

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

８区画＋Ａタイプ
誌面1/2Pサイズ 最上位表示＆画像4点

210,000円（税別） 410,000円 （税別）280,000円 （税別）

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（ゴールデンウィークをはさむ場合は5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。
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求人原稿についての注意事項：5/6号 シゴトフェアwoman参加企業求人SPECIAL 19p

DOMO・JOBともに女性社員の写真を1枚掲載
＊イメージ写真も可ですが、推奨しません。
＊シゴトフェアに当日に参加して頂ける方を推奨。

必
須

写真の女性社員のプロフィールや転職の経緯、入社後の満足度
などを記載されることを推奨します。
（その他のコメントでも可）

推
奨

■タイトル部分｜女性に嬉しいスゴイポイント（文言変更一切不可）

フォント：DF太丸ゴシック
サイズ ：大限定

色 ：赤限定
行数 ：2行

■コピー部分｜25文字内の文言について
フォント：指定なし

サイズ：中限定
色：黒限定

行数：3行「以内」且つ25文字以内
全角・半角問わず、句読点などの記号も
1文字としてカウント

・タイトルとコピーの間は、文字サイズ小の1行空けを推奨。
・ボックスの上下配置は、センタリングを推奨

必
須

■今回のシゴトフェアは女性をターゲットにしていますが、求人原稿の表記、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、表記許可を取っていただきますよう、お願い致します。

■新卒者が募集対象の場合は、資格項目に卒年と学校種を記載ください。例）2020年大学卒予定者

ご注意
ください

DOMO８区画以上の原稿についてもフリースペースに以下の内容が必須です
「女性社員の写真１点」「女性に嬉しいスゴイポイント」のタイトル（文字種類・大きさ・色制限なし）「その内容」（25文字以内の文字制限なし）

求人原稿には、女性の就･転職者が気になる6つのポイントを軸にリアルな事例を盛り込みましょう！
「年間休日125日以上のシゴト」「残業月10時間以内のシゴト」 「転勤がないシゴト」 「女性の管理職がいるシゴト」
「正社員登用制度があるシゴト」 「育休・産休制度活用事例があるシゴト」


