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ご出展企業の皆様へ 

この度はDaijob.comが主催いたします「Go Global Career Fair」にご出展いただきまして誠に

ありがとうございます。 

すでにご出展の準備に余念がないと存じますが、この実施要綱をご参考に準備・手続きを進め

ていただきますようお願い申し上げます。 

この実施要綱は、キャリアフェアの準備、当日のスケジュール、および留意事項などについて

詳述したものです。ご熟読いただき、出展準備にお役立ていただくと共に、円滑な運営にご協

力いただけますようお願いいたします。 

開催概要 

イベント名 ： 第34回 Daijob Go Global Career Fair 

主催  ： ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社 

日時  ： 2018年7月20日（金） 16:30－21:00 

会場  ： 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE 

入場形態 ： 入退場自由、入場無料 

主な来場予定者 

バイリンガル求職者（転職・新卒） 

【対象者例】 

 外資系勤務経験者 

 日系海外勤務経験者 

 国際部門勤務経験者 

 帰国子女 

 留学経験者 

 日本または母国で活躍したい外国人求職者および外国人学生 
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会場アクセス 

アクセス MAP 

 

 

 

【住所】 

東京都千代田区外神田 4-14-1 

秋葉原UDX 2F 

 

【交通】 

 

■最寄駅から秋葉原UDX までの所要時間 

 

・JR 秋葉原駅 電気街口より徒歩 2 分 

・東京メトロ銀座線末広町駅 1･3 番出口より徒歩 3分 

・東京メトロ日比谷線秋葉原駅2･3 番出口より徒歩 4分 

・つくばエクスプレス秋葉原駅 A1 出口より徒歩 3分 

 

連絡先一覧 

■ ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社 キャリアフェア事務局 

〒107-0052 東京都港区赤坂 1 丁目 7 番 1 号 赤坂榎坂ビル 5F 

Tel：03-6682-5481 Fax：03-6682-5485 

■ AKIBA_SQUARE 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原UDX 2F 

 Tel：03-5296-1174 
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Daijob Go Global Career Fair 

 

 

キャリアフェアの準備 

ガイドブック&キャリアフェアサイト用 

企業情報の入力のお願い 

入力した情報は、当日配布されるガイドブックおよびキャリアフェア専用Webサイトに掲載さ

れます。 

 

 

 

 

 

▼キャリアフェア専用Webサイト 

▼キャリアフェア 企業様 専用ページ 

▼ガイドブック 企業様 専用紹介ページ 



 

 

6 

Daijob Go Global Career Fair 

企業情報の入力方法 

キャリアフェア企業情報入力ページより、貴社の企業情報、募集内容をご入力ください。 

① 企業管理画面にログインいただき、

「企業・求人情報 作成」をクリック

してください。 

② キャリアフェア情報の作成・編集の 

[編集]をクリックしてください。 

③ プルダウンから「2018.7.20 Daijob Go 

Global Career Fair」を選択してください。 

④ 貴社の情報を入力し、保存してくださ

い。 
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Daijob Go Global Career Fair 

企業情報 入力/掲載内容の詳細 

  

社名以外は日本語・英語のどちらで入

力いただいても結構です。 

（日・英による表記を推奨します。） 
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Daijob Go Global Career Fair 

開催までのスケジュール 

お申し込み  

 ○資料の準備 

装飾品やポスターなどのご準備をお願いいたします。 

○ガイドブック掲載 

ガイドブックに掲載するための企業データ・PRなどの入力をお願いしたします。 

○荷物の発送 

詳しくは下記の「荷物の発送」の項目をご覧ください。郵送された荷物は受付にてお渡しい

たします。 

キャリアフェア開催前日  

 ○最終チェック 

荷物のチェックや注意事項の項目、禁止事項の項目などにもう一度目をお通しください。 

開催当日のスケジュール 

出展企業様のご入場は開場 1 時間前から受付けます。 

7/20（金）  

15:30 企業様 ブースセットアップ 

 開場時間までに、ポスター、パネルの掲示などの準備をお済ませください。 

16:30 開場 

  

21:00 キャリアフェア終了 

 ○搬出・撤去 

21:45 完全退出 

※延長することはできませんので時間内にご退出願います。 
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会場内で使用する資料・装飾品などの発送方法 

当日会場内に「資料コーナー」をご用意いたしますので、設置用の会社案内などもご用意ください。 

■荷物の発送 

7月19日（木）必着として下記へお送りください。 

------------------------------------------------------------------------- 

〒101-0021東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 2F 

TEL: 03-5296-1174 

7月20日ダイジョブフェア使用分『●●●●社』●個口 

------------------------------------------------------------------------- 

※元払いにてご発送ください。着払いは受け取りができません。 

※発送が間に合わない場合は当日ご持参ください。 

※紛失事故防止のため、荷物梱包の側面に 16 ページの「荷物送付票」を貼り、貴社名と荷物の個数を 

大きく目立つ様にご記入ください。 

 

■荷物の返送 

フェア終了後、荷物の返送をされる場合は宅配便伝票をお配りいたします。 

ヤマト運輸の「料金着払い」扱いとして受け付けます。 

発送についての注意点 

 破損や折れ曲がりのないダンボールをご使用ください 

 パネルなどは緩衝材で充分に養生してください。 

 高額品の場合は保険をおかけになることをお勧めいたします。 

 

搬送中の破損につきましては、当社は一切責任を負いかねます。 

壊れ物、貴重品はご担当者様がご持参くださいますようお願いいたします。 

〒101-0021 

東京都千代田区外神田 4-14-1 

秋葉原 UDX 2F TEL:03-5296-1174 

7 月 20 日ダイジョブフェア使用分 

『●●●●株式会社』  ●個口 
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Daijob Go Global Career Fair 

ブースについて 

ブース見取り図 

 

基本レイアウト 

 

 

Standard 

 

Deluxe 

 

Premium 

 

Daijob 

横幅 ……… 270cm 

・長机    ：1台 

・椅子    ：6脚 

・コンセント ：2口 

 (最大500W) 

・社名板   ：1枚 

横幅 …………360cm 

・長机    ：1台 

・椅子    ：8脚 

・丸テーブル ：1台 

・コンセント ：2口 

 (最大500W) 

・社名板   ：1枚 

 

横幅 …………450cm 

・長机    ：1台 

・椅子    ：10脚 

・丸テーブル ：2台 

・コンセント ：2口 

 (最大500W) 

・社名板   ：1枚 

横幅…………540cm 

・長机    ：2台 

・椅子    ：20脚 

・丸テーブル ：2台 

・コンセント ：2口 

 (最大500W) 

・社名板   ：1枚 

 

 

   

180cm 

270cm 360cm 450cm 540cm 

※レイアウト サンプル 

 

看板の社名の下には、企業情報に入力した採

用特徴アイコンが表示されます。 

 

カタログスタンド、プラズマディスプレィな

どのレンタルは、次ページのオプション一覧

をご覧ください。 
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オプション一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※追加オプションをご希望される場合、2017年7月6日(金)までに営業担当までご連絡くださ

い。 

※上記以外にご要望がございます場合も、弊社担当営業までご相談ください。

項目 規格・サイズ 価格 詳細

商談用丸テーブル（天板：白） Φ600×H700（もしくはH1000） ¥2,400 少数での個別面談時に適しています。

プロジェクター 3000ルーメン ¥30,000 パワーポイント/DVDなどを大きく投影し、視覚的にわかりやすいPRが可能です。

ロールアップスクリーン 80インチ（スクリーン：W1620×H1220） ¥6,000 プロジェクターと併用して利用できます。

A4カタログスタンド12段 12段 ¥4,800 カタログを並べて提示でき、ブランディング及び貴社への興味を促進します。

プロジェクター台 W330×D498×H700程度 ¥5,760 プロジェクターと併用して利用できます。

液晶モニター（スピーカー内臓） 42インチ ¥54,000 液晶モニターでのPRによって、貴社のブランディングを促進できます。

液晶モニター（スピーカー内臓） 52インチ ¥66,000 大型液晶モニターでのPRによって、貴社のブランディングを促進できます。

モニタースタンド H1500～H1600 ¥12,000 液晶モニター（42インチ・52インチ）を載せることができます。

Windowsノートパソコン Windows7対応 ¥13,200 Office(Word,Excel,PPT)搭載、ACアダプター（充電器）付属です。

パワーポイント：リモコン - ¥1,200 パワーポイントのページ送りができます。

パワーポイント：レーザーポインター - ¥1,200 パワーポイントで求職者に効果的なPRをすることができます。

DVDプレイヤー - ¥15,600 液晶モニターと併用することによって、貴社のブランディングを促進できます。

ホワイドボード　キャスター付き 板面サイズ：W1800×H900 ¥9,600 ペン：赤1個/黒1個　イレーサー1個付き

受付カウンター W900×D450×H900　 ¥9,600 ブースを訪れた求職者へのご対応にご活用いただけます。

三つ折パーテーション W1800×D35×H1720 ¥9,600 個別面談時に使用し、密度の高い面談設定に役立ちます。

パンチカーペット（スタンダード） W2700×D1800 ¥18,000 コーポ―レートカラーなどを用いて、貴社独自のブースレイアウトを演出できます。

パンチカーペット（デラックス） W3600×D1800 ¥24,000 -

パンチカーペット（プレミアム） W4500×D1800 ¥30,000 -

パンチカーペット（ダイジョブ） W5400×D1800 ¥36,000 -

カラーブース施工（スタンダード） W2700×D1800×H2100 ¥72,000 コーポ―レートカラーなどを用いて、貴社独自のブースレイアウトを演出できます。

カラーブース施工（デラックス） W3600×D1800×H2100 ¥84,000 -

カラーブース施工（プレミアム） W4500×D1800×H2100 ¥102,000 -

カラーブース施工（ダイジョブ） W5400×D1800×H2100 ¥126,000 -

アテンドスタッフ 1名 ¥25,000 貴社のブース運営のお手伝いをする派遣スタッフを手配します。

ガイドブック内広告 広告1ページ（A4サイズ） ¥200,000 来場者全員に貴社の魅力をPRするのに効果的です。

資料受付配布 A4サイズ1点 ¥100,000 貴社パンフレットなどを受付にて来場者全員にお渡しします。（事前にご相談ください）

セミナー講演 80席（予定） ¥300,000 セミナーエリアにて一度に大勢の人に貴社のPRができます。（事前にご相談ください）
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ブースの装飾について 

集客に効果的なブースの装飾 

 ポスター・パネル 

 取扱商品の展示 

 パソコン（CD-ROM、DVD などで会社紹介をされる場合） 

 広報資料（貴社に関する記事が取り上げられた新聞や雑誌広告のコピーなど） 

 会社案内やパンフレット（オプションでラックを御利用できます） 

 

 

 

 

魅力的なブースにするために 

◆明るく親しみやすい雰囲気で 

 ・ブースの雰囲気・見た目などが求職者の訪問に影響します。 

 ・ブース内にポスターを貼るなど、求職者の興味を引くような装飾をお勧めいたします。 

 ・求職者の意見や質問に丁寧に対応することで、求職者に好印象を与えることができます。 

◆簡潔・丁寧で分かりやすい説明 

 ・会社説明は1 回15 分程度を目安にして、要点をまとめて説明することをお勧めいたします。 

 ・資料・プロジェクター等の併用で、求職者は貴社の仕事内容や雰囲気をより理解することができます。 

◆求職者に対して意欲の伝わる対応 

 ・募集中の採用情報と当日の説明に相違のないようにご対応をお願いいたします。 

 ・多数の求職者が訪問した際には、整列などの誘導をお願いいたします。 

  

ブースイメージ（Standard Menu） 
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注意事項 

基本事項 

◆出展ブース内の人選は大切です 

ご担当者様は採用、貴社の企業情報について総合的にご説明できる方をお願い申し上げます。 

求人職種において直接の上司にあたる方などがご同席なさると入社後のことがより鮮明にイ

メージできます。 

◆キャリアフェアご担当者様が企業を代表されています 

ブース内、外においても求職者に見られていることを意識され、真摯な対応をお願いします。 

◆装飾で貴社の特徴をアピールしてください 

貴社の製品や関連があるものを展示するなど、効果的に注目度を高めてください。大きな装飾

品や特別な準備が必要な場合、またはブース自体を加工するなどパーテーションを覆い隠す

ような装飾をお考えの場合は、事前に営業担当者までご確認ください。 

◆資料について 

資料コーナーに弊社スタッフがおりますので、そちらの指示に従って展示してください。 

尚、展示用に持ち込まれた予備の資料などは原則として貴社ブースに保管してください。 

◆フェア終了後の荷物について 

フェア終了後、ご使用になられた資料やお荷物を貴社へ返送される場合は、フェア終了後、総

合受付にて宅配便伝票を配布いたします。返送についてはヤマト運輸の着払いとなります。 

◆出展キャンセルについて 

お申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。 
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注意事項 

 当日、受付にてネームプレートをお渡しいたします。会場内ではネームプレートのご着用

をお願いいたします。 

 出展企業スタッフ様の休憩・飲食については出展企業様休憩スペースにてお願いいたしま

す。 

禁止事項 

 貴社ブース以外の場所での勧誘行為は禁止させていただきます。 

 ポスターやパネルなど展示物は、ブースの内側のみに設置しブースからはみ出さないよう

にお願いいたします。 

 写真撮影は原則として禁止となっております。撮影をご希望の場合はキャリアフェアスタ

ッフまで申し出てください。 
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Q&A 

Q．ブースの位置を事前に教えていただけますか？ 

A．ブースの位置は当日会場にてご案内いたします。 

Q．自社で持っている装飾品を持ち込むことはできますか？ 

A．大きな装飾品や特別な準備が必要な場合は、弊社営業担当者までご確認ください。 

Q．映像機器、音響機器を持ち込みたいのですが、電源を取ることはできますか？ 

A．コンセントは各ブースにご用意いたします。音響機器も使用可能ですが、他のブースの

ご迷惑にならないようにお願いいたします。 

Q．当日の緊急連絡先はどこになりますか？ 

A．交通機関の遅れなどにより、開催時間までにご入場が間に合わない場合などは、弊社営

業担当者までご連絡ください。 

Q．当日車で行くことはできますか？また、駐車場は利用できますか？ 

A．車でお越しいただくこともできますが、駐車場は各自でご手配願います。車でお越しに

なる場合は UDX 駐車料金（100 円 / 10 分）のご負担は貴社ご自身でお願い致します。 

 

Q．資料コーナーに置ききれなかった資料を保管してもらえる場所はありますか？ 

A．原則として貴社ブースにて保管をお願いいたします。 

Q．ブース内にポスターを貼る時は、何を使って張ればいいですか？ 

A．セロハンテープ、両面テープ、吊り下げワイヤーフックセット、マジックテープなどが

ご使用可能です（会場にて用意しております）。貼った跡が残らないようにお願いいたしま

す。 

Q．フェア終了後、荷物を返送したいのですがどうすればいいですか？ 

A．フェア終了後、宅配便伝票を配布いたします。ご返送についてはヤマト運輸の「料金着

払い」扱いとして受け付けます。 
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荷物送付票（7 月 20 日用） 

7 月 19 日（木） 必着 

宛先: 

〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 

秋葉原 UDX 2F AKIBA_SQUARE 

Daijob Go Global Career Fair 会場 

ご出展企業様名： 

荷物個数：         ／       個口 

※7/20 開催 「Career Fair」用 

 

7 月 19 日（木） 必着 

宛先: 
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※7/20 開催 「Career Fair」用 



 

 

17 

Daijob Go Global Career Fair 

持込み荷物・資料チェックリスト 

No チェック欄 チェック内容 

1  ブース訪問者向け資料類 

2  資料コーナー用 パンフレット・資料など 

3  装飾物（ポスター・展示物・テープ類など） 

4  名刺2枚（開催中はネームプレートに名刺を入れてご着用いただきま

す） 

5  文房具（筆記用具・クリップボード・ホチキス・クリップなど） 

6  ノートPC、プロジェクター、DVDプレーヤーなど 

7   

8   

9   

 

求職者は受付で記入したエントリーシートを

持って企業ブースを訪れます。 

ブース内での面談にご活用ください。 

■エントリーシート 記入項目 

・名前／年齢／性別 

・連絡先 

・最終学歴 

・現在の就業形態 

・職歴 

・希望業種 

・保有資格 

※エントリーシートの内容は変更する場合が

ございます。 


