
主催：株式会社セキショウキャリアプラス

2020年新卒・若手転職者向け合同座談会型就職イベント

いばらきで働こう！
おしごとトーク&カフェ

開催のご案内

2019年8月17日（土）
オークラフロンティアホテルつくば
12:00～16:00

2019年8月17日（土）
オークラフロンティアホテルつくば
12:00～16:00

2019年8月16日（金）
ホテルレイクビュー水戸
12:00～16:00



主催・運営について

社 名 ：株式会社セキショウキャリアプラス（セキショウグループ）
設 立 ：2005年11月25日
資本金 ：6,500万円
所在地 ：茨城県つくば市東新井12-2
事業内容 ：合同企業説明会運営 / 求人サイト「いばキャリ」運営 / SPツール制作

人材派遣 / 人材紹介 / 紹介予定派遣 / 人材育成
若年者就職支援 / 外国人採用支援 /官公庁委託事業運営
人材開発 / アウトソーシング / 適性テスト教材 他

＜H30年度類似事業実績＞
• 「いばらきで働こう！合同企業説明会」主催
• 「筑波大学学内企業説明会」運営
• 「茨城大学工学部合同企業説明会」運営
• 「埼玉工業大学学内合同企業説明会」運営
• 「SEKISHO JOB FAIR(ベトナム・ハノイ工科大学)」主催
• 関東経済産業局委託「地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」
• 茨城県委託「戦略分野雇用創造促進事業」
• 茨城労働局委託「年度後半における集中的な就職面接会開催事業」
• つくば市委託「つくば市大学生就職プラットフォーム事業」
• 神栖市委託「神栖市企業研究会」
• 笠間市委託「笠間市インターンシップ促進事業」 他

1



こんなお悩みはありませんか？

「合同企業説明会で1人も求職者と出会えなかった」

ことはありませんか？

従来のブース設置型合同企業説明会では、

• 待っていてもブースに求職者が来ない

• 一方的な説明になり双方向のコミュニケーションが取りづらい

求職者とのマッチングに繋がりにくい

ことが課題でした。
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採用活動の現状

*1……株式会社リクルート『第35回ワークス大卒求人倍率調査（2019年卒）』 *2……パーソルキャリア株式会社『転職求人倍率レポート』
*3……就職みらい研究所『就職プロセス調査 2020年卒【確報版】2019年5月1日時点』
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＜2019年卒＞

中小企業における大卒求人倍率

9.91倍*１

（企業全体の大卒求人倍率 1.88倍）

＜既卒＞

2019年4月の求人倍率

2.19倍*2

51.4%

42.7%

2020卒

2019卒

【新卒】5月1日時点での内定率*3

→ 前年比8.7pt増。人手不足による
採用活動の早期化が進んでいます。

さらに

2022年から
新卒の通年採用開始予定。
就職活動は目まぐるしく変化しています。
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求職者ニーズの変化①

求職者が就職先企業を選ぶ際に重視する点として、

仕事内容よりも「働きやすさ」を重視している

傾向があります。

そのため、過去イベント参加者からは、

企業の内情をよく知ることのできる

「少人数でじっくり話せる場」を求める声が

多くあります。

今、求職者が求めているのは、従来の

「参加者・出展企業の多い大規模イベント」

ではなく、

「小規模で、よりマッチングに結び付く

イベント」

です。

出典：株式会社ディスコ『2019年卒採用 中間総括』



求職者の多くが選考を受ける企業を絞り込んだ就職活動を行っています。その一方で、イベ

ント参加者の多くが、新たに企業と出会えたことに価値を感じています。

特に、8月のイベント参加者は、これまでの就職活動を終えて参加企業との新たな出会いを

求めている求職者が多い傾向にあります。

しかし、ブース型の合同企業説明会では、求職者の興味や先入観、企業の知名度などによっ

て訪問企業に偏りが生じ、新たな出会いの場としては機能しにくいのが課題でした。

求職者ニーズの変化②

出典：2019年3月開催「いばらきで働こう！就活キックオフ水戸・つくば」参加者アンケートより抜粋



おしごとトーク&カフェとは？

多くの企業と出会えるイベントの需要が減っている現在、従来と同じ手法では

求職者と接点を持つことが難しくなっています。人材確保のためには、

よりマッチングに結び付く可能性の高い求職者にターゲットを絞り込んだPRが必要です。

企業と求職者がより近い距離でお話ししていただけるよう、フリードリンクをご用意します。

飲み物を飲みながら求職者と気軽にお話ししていただけます。

おしごとトーク&カフェ（座談会+交流会形式）

・座談会を通じ、貴社に興味をもった求職者を

絞り込み、交流会でより深いPRが可能

・座談会を通じ、求職者へ確実にPRができる！

従来の合同企業説明会（ブース形式）

・たくさんの求職者に自社をPRする

・ブースに求職者が来なければ

PRすらできない
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採用活動、求職者のニーズの変化に対応するため、

• 求職者が本当に知りたいことを少人数でじっくり聞くことができる

• 企業が確実に複数の求職者と接点を持つことができる
イベントを新たにご提案します！



企業と求職者のコミュニケーション促進を最大限サポート！

《マッチング効果を高めるポイント》

①企業3社程度、求職者5～8名程度での座談会を25分×4クール開催いたします。

座談会は事務局による強制ローテーションとなっておりますので、

求職者と確実に接点が持てる上、最大で30名程度と接点を持つことが可能です！

※当日の来場者数によりグループの人数は変動いたします。座談会には各社1名のご参加となります。

②マッチング促進のため、企業と求職者のグループ分けは事務局で決定させていただきます。

事前にいただく企業特長と求職者の希望をマッチングした、効果の高いグループ分けをいたします。

③企業からの一方的な説明ではなく、求職者が設定したトークテーマに沿ってお話しいただきます。

テーマは座談会前にグループワークで決定、テーマ例もご用意しておりますのでご安心ください。

グループごとにスタッフが進行サポートを行いますので、円滑かつ活発な

コミュニケーションが可能となります。

マッチングを高める合同座談会
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座談会で関心を高めた求職者へ個別アプローチによる情報発信！

《PR効果を高めるポイント》
①座談会終了後、ポスターセッション型の交流会を実施いたします。
座談会で出会わなかった求職者へのPRや、座談会参加者とのより深い
コミュニケーションを実施いただけます！

②個別PR促進のため、あえて座談会中の企業情報の配布は禁止とさせていただきます。
なぜなら、座談会では多くの求職者と接点を持つことに専念していただき、交流会でより詳細な
PRを実施していただくためです。求職者のブース来訪を促すことで、貴社の情報を求める
求職者との活発なコミュニケーションが可能です！
※受付時には出展企業一覧を配布します。求職者は一覧を参考に座談会に参加します。

③交流会では企業から求職者への声掛けをすることも可能です。
座談会で出会った求職者へ積極的にアプローチしていただけます！

個別PRのためのポスターセッション
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イベントプログラム

12:00
企業受付・
求職者グループワーク

12:30

座談会

① 12:30～12:55
② 13:00～13:25
③ 13:30～13:55
④ 14:00～14:25

～

14:25

14:25

休憩・交流会準備～

14:40

14:40

交流会～

16:00

求職者は座談会で聞きたい質問・トークテーマをグ
ループ内で話し合います。

1回25分×4回の座談会を行います。
最大で30名程度の求職者に自社を
PRできるチャンス！

ポスターセッション型の交流会を実施。
貴社に興味をもった求職者に対して
魅力を効果的にPRすることができます。
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イベント概要
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◼ ご出展料金

1企業様あたり 8万円（税抜）

来場対象者：2020年3月卒業予定のすべての学生

卒業3年程度の第二新卒者

30歳位までの若手転職希望者

◼ 水戸会場

開催日時：2019年8月16日(金)12:00～16:00

会 場：ホテルレイクビュー水戸

募集社数：最大26社

◼ つくば会場

開催日時：2019年8月17日(土)12:00～16:00

会 場：オークラフロンティアホテルつくば

募集社数：最大26社

①

② ③

◼ 出展費に含まれるサービス詳細

※電源使用の際は必ず申込時に申請を
お願いいたします。
なお、会場電源容量の都合上、
プロジェクタの使用はご遠慮
ください。

※使用機器の貸出はございません。
貴社でご用意ください。

① 座談会参加

② 交流会出展

③
「いばキャリ」特設ページでの求人無料掲載

（イベント前後2週間限定掲載）

④

求職者配布用求人票制作

※受付で出展企業一覧、ブースで詳細な求人票

（イベント専用フォーマット）を配布いたします。

⑤
その他求職者向け告知

（新聞・地域紙広告、学内ポスター、WEB広告など）

⑥
ポスターセッションブース

（背面パネル1枚、テーブル1台、社名表記、電源1口）
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イベント広報活動①
◼ 不特定多数ではなく、ターゲットを絞った広報を展開

当イベントは茨城県で働きたい2020卒学生および第二新卒、若手転職者を

メインターゲットとしております。そのため、茨城県出身者の多い学校や県内学校への広報、

県内在住者に向けた広報を重点的に実施いたします。

◼ 「就活イベント＝堅い」を払拭するイメージづくり

茨城県内の求職者は就職イベントの参加に関して、消極的な傾向にあります。

就職イベントへの参加のハードルを下げるため、「就職イベント＝堅い」という

これまでのイメージを払拭し、求職者が気軽に参加できるよう、

イベント名を「おしごとトーク&カフェ」とし、新しいイベントイメージ・コンセプトに

合わせた広報を展開いたします。

おしごとトーク&カフェ イベントロゴ



◼WEBを活用した広報
現在、求職者の約8割がインターネットを利用した就職活動を行ってい

ます。

過去弊社主催の合同企業説明会の参加者のうち、約6割が弊社運営の茨

城県特化型求人サイト「いばキャリ」内特設ページからの参加で

す。当イベントでも、「いばキャリ」内に特設ページをOPEN。出展企

業の事前PRの掲載・「いばキャリ」登録者約2,000名にメールでのイベ

ント告知を実施いたします。また、国内第4位の新卒就職サイト「ダイ

ヤモンド就活ナビ」とも連携し、茨城県内の登録者向けにイベント

の告知を実施します。

さらに、当イベントの対象となる20代および、茨城県在住者、茨城県

出身者の居住率の高いエリアに絞ったディスプレイネットワーク広

告を展開し、求職者を特設ページへ誘導いたします。その他、合同企

業説明会のポータルサイト「合説どっとこむ」への告知掲載をいた

します。

「いばキャリ」TOP画面

広告バナー(イメージ)

イベント広報活動②



◼ 学校向け広報

茨城県出身者の約8割が県外の大学に進学。関東圏内の茨城県出身者を多く有する学校を中心

に、大学・大学院・専門学校・専修学校など約350校に広報を展開。

また、茨城県内の学校に関しては、校内へのポスター・チラシの設置のほか、

訪問によるイベント告知を実施いたします。

◼ 転職者・保護者向け広報

2018年8月実施の弊社運営の合同企業説明会では、イベントの参加経路として、「家族・友人

に教えてもらった」が全体の1割強を占めています。そのため、当イベントでは求職者本人だ

けでなく、求職者の家族や友人をターゲットとしたイベントの告知も実施いたします。

・県内ハローワーク・ジョブカフェなどの支援機関でのイベントポスター・チラシの設置

・茨城県内の図書館および県立施設でのイベントポスター・チラシの設置

・県内全域配布の新聞折込や求人フリーペーパーへの広告掲載

など

イベント広報活動③



お申込方法

お申込・お問合せは下記URL・QRコードよりご確認ください。

https://www.sekisho-career.co.jp/service/business/ibacareer-gousetsu

（検索の際はこちらをご入力ください >>> https://bit.ly/2VUav8U）

※URL内の申込フォームからお申込、もしくは申込書をダウンロードいただき、

メール・FAXにてお申込ください。

※イベント内容・詳細は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

最新情報は上記ページにて随時更新いたします。

◼ 申込条件

①茨城県内の事業所を採用予定地とすること ②正社員採用であること

③社会保険完備であること

※イベントの特性上、若手先輩社員のご参加を歓迎いたします！

◼ 応募締切

2019年7月12日（金）18：00
※定数を上回った場合、出展企業を抽選で選出いたします。

締切後、1週間を目途にメールにて結果を通知いたします。

出展キャンセル規定

書面による解約通知受理日 解約料（税込）

開催日の30日前まで 無料

開催日より30日未満 50%

開催日より14日未満 100%
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▼スマートフォン・
タブレットからはこちら

https://www.sekisho-career.co.jp/service/business/ibacareer-gousetsu


ご不明点がございましたらお気軽に下記までお問い合わせください。

いばらきで働こう！おしごとトーク&カフェ運営事務局（担当：鈴木）

TEL  ：029-860-5080（平日9時～18時） FAX：029-855-5180

MAIL：info01@sekisho-career.co.jp

時代に合わせて変化する就職活動に対応し、確実に人材を

確保するために、これからは企業様によるPRの努力が必要です。

私たちセキショウキャリアプラスは茨城県内の企業様と

求職者のマッチング促進のために、エントリーの前段階である

貴社のPRの場を提供いたします。


