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業界最大級の開催規模

doda転職フェアのご提案

2020年6～7月 全国版
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-はじめに- 対面での転職情報収集ニーズが増加
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転職者ニーズ 企業様ニーズ

ネットで収集した情報を

対面で会って確かめたい

よりリアルな生の声を求めている

7割の転職者が
「最初に内定が出た企業に入社する」

採用難のいま
採用スピードが超重要

会って話を聞いて
判断したい

リアルな情報収集をしたい転職者と、スピード感のある採用活動を求める企業様のニーズがマッチ。

また、人材紹介という採用手段が一般化したことで、「転職＝対面コミュニケーション」が前提に。

対面コミュニケーションを備えた転職フェアは今、両者にメリットのある採用手法として、価値が高まっています。

転職フェアは、対面でしか
得られない情報を効率よく収集できる

転職フェアはその場で
次回の面接を設定することも可能。

採用フローの短縮を実現

転職フェアへのニーズ

転職者 企業様
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-doda転職フェアが選ばれる理由①- 応募前の個人に会える唯一の採用手法

転職フェアは、転職活動前(応募前)の個人に会える唯一の採用手法
情報収集を目的とした、転職サイト未登録層の来場も数多く、転職顕在層・潜在層の双方と面談できる唯一の手法です。

どこよりも早く接触することで、良い人材を囲い込むことを可能にします。

来場者は転職市場にまだ出ていない若手・中堅が中心

※来場者データは2019年6月大阪開催実績より抜粋

現在の職種年齢 転職経験

幅広い職種経験者6割が20代後半～30代前半 約半数が転職経験なし
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-doda転職フェアが選ばれる理由②- 採用決定につながる運営ノウハウ

訪問歓迎システム１ 入口セミナー2

企業ブース３ 転職アドバイスコーナー４

来場者はdoda専属の講師に
よる初めての転職者向けの
自己分析セミナーを受けること
ができます。

1社以上企業ブースを訪問
した来場者に対して、プロの
キャリアカウンセラーが転職の
悩みに答え面談・応募のア
ドバイスをします。

セミナー利用者は平均面談数140％UP

装飾の準備なしでも十分な着席が見込めます！ ブースアドバイス利用者は面談数が164%UP

来場者のネックストラップを見な
がらターゲットに声掛けをして
面談をすることができます。

たくさんの企業と面談する大切さをお伝えします。

来場者の面談数・応募率を向上させます。来場者の7割は企業名を知らなくても着席します！

企業規模や知名度に関係なく、転職者との面談を創出する仕組みがあります

「訪問歓迎システム」により、
設定した条件に合った来場者に
アプローチし、ブースへの来訪を
促すことができます。
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来場者も「お気に入り」企業を登録することができ、
志望度に応じた面談が可能になります！
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-スカウトが新システムに- よりブース誘導に直結するように！
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doda
Assist

ガイドブック作成時に「訪問歓迎」条件を設定
条件に合致した個人に自動配信されます。

出展企業様

フェアマイページに
｢訪問歓迎｣メッセージが届き、
メールにはお知らせ通知します。

条件設定したターゲットに

「訪問歓迎」を自動配信！

文面設定必要なし！

着席した際、doda Assist eventにて

①歓迎を受け取った人か

②来場者が閲覧したか

③お気に入り登録しているか

転職アドバイスコーナーでも

アドバイザーが

「訪問歓迎」企業を案内！

「訪問歓迎」の個人が着席した場合は
着席者詳細画面にアイコンを表示します。

doda Assist event

個人来場者
出展企業様

出展企業ブース

お！この方は
｢訪問歓迎｣を
配信した人だ！

「訪問歓迎」を受け取っている
企業を表示してブースに誘導します。

転職アドバイザー

doda Assist event
｢訪問歓迎｣が来ている

この企業を
おススメしよう！

わ
か
る
！

「訪問歓迎」を受けとった来場者は
気になる企業を「お気に入り」登録でき、
転職者・企業双方の意向が可視化されます。

この企業は話を
聞いてみたい！

お気に入り登録しよう★

転職アドバイスコーナー

個人来場者個人来場者

初めてしった企業
だけど面白そうだな

そういえば「訪問歓迎」
もらってた企業だ！
行ってみよう。

※旧フェアスカウトシステムは廃止となります。
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-doda転職フェアが選ばれる理由②- 採用決定につながる運営ノウハウ

6

採用成功をご支援する専属フェアトレーナーが新規ご出展企業様をサポート

イベント専属トレーナーの紹介

■POINT1
中途採用コンサルティング実績豊富なトレーナーが
転職フェア出展前～出展後までフルサポート致します。

トレーニング費用は無料です。

事前にご確認・対応いただきたいこと等専任トレーナーより

ご連絡させていただきます。

トレーニングフロー

■POINT2
企業様の業界・募集職種に応じて、10,000社以上の実績と
データを持つ適切な担当がフォローさせていただきます。
※下記は一例です。

訪問歓迎システムや機能の使い方をサポート

お電話（ベルフェイス）とメールで配信をサポート

配信先条件設定のサポート

運営体制の確認

着席状況の確認

フェアの説明(来場者・会場・当日スケジュール)

採用ターゲットの確認(事前アプローチ・声掛け対象者)

面接官の選定～面接内容の確認

利用開始前・キックオフ

面接やクロージングについてもアドバイス

事前アプローチ

開催当日

応募後サポート

※対象は、2019年6月～2020年2月doda転職フェアにご出展されていない企業様となります。
※複数拠点同時お申込みの場合は、1拠点のみとさせていただきます。
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来場者のQRコードをiPad(無料貸し出し)で読み取るだけで来場者レジュメを
すぐに閲覧できます。翌日にはdoda Assistに面談者全員の情報が自動連携されるので、
応募管理が簡単です。

・来場者レジュメの閲覧
・応募受付（サンクスメール自動送信）
・次回面接日程の設定（日時連絡＆サンクスメール自動送信）
・応募に至らない場合でも貴社ページに蓄積されます(今後の見込みリストになる)

・面談した来場者全員のデータは、翌日にdoda Assistへ連携されます。

doda
Assist

doda
Assist
event

すべての面談者がAssistに連携

来場者

企業様

QRコードをかざすだけ
紙を持ち歩く必要なし

応募者
データ

doda Assist eventでできること

✓ 画面イメージ

-doda転職フェアが選ばれる理由③- 利便性・安全性の高い応募者管理
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-完全なペーパレスに移行！- より高いセキュリティ環境を実現します
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doda Assist eventで
QRコードを読み取り…

※スマホをお持ちでない方は、
紙のQRコードを会場で出力致します。

全てiPad・PCでプロフィールを閲覧来場者はQRコードを
スマホ等で持ちブース
を訪問します。

2020年1月ｰ2月開催フェアより、来場者の紙エントリーシートの出力を廃止します。
出展企業様はブース訪問された来場者のQRコードを読み取り、プロフィールを確認頂きます。
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「doda転職フェア」は大規模なプロモーションを展開。

日本最大級規模の転職希望者が集まります。

-doda転職フェアが選ばれる理由④- 圧倒的なプロモーション投資

9

交通広告 オンライン広告

オンライン・オフライン広告にて

豊富なプロモーションを展開し来場者を募ります



© PERSOL CAREER CO., LTD.

-採用成功事例①- テクノブレイブ株式会社 技術系（IT/通信）

10

自社のビジョン・魅力を転職希望者に直接伝え、

1回の出展で平均3～5名のエンジニア採用を実現

会社情報

職種 技術系（IT/通信）

業種 IT/通信/インターネット

従業員 100～499人

エリア 関東、中部、九州

当時の採用課題

さまざまなWeb求人広告を利用して中途採用を
実施するも、採用競合の多い業界・職種での
母集団形成に苦戦。自社のスタイルにあった新たな
採用チャネルを検討していた。

当社は以前からエンジニアの定着率が高く、転職希望者の方に直接会ってビジョンや魅力を伝えれば、共感いただける
かもしれないという自信はありました。

現在では東京、名古屋、福岡で開催されるdoda転職フェアに定期的に出展しており、1回の出展につき3～5名は採用に
つながっています。福岡オフィスのメンバー16名に関しては、全員がdoda転職フェアからの採用です。

転職希望者の話をじっくり聞いた後に同席した役員が当社のビジョンを語り、
「テクノブレイブブランドを一緒に作っていきましょう」というメッセージに共感していただくことが重要だと感じます。

採用ご担当者様の声
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採用ご担当者様の声

-採用成功事例②- 株式会社住まいるアセット 営業系
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「絶対に会える」のが転職フェア。会社の考え方を明確に

して伝えれば、小さな会社でも採用に成功できます。

会社情報

職種 営業系

業種 サービス

従業員 1～99人

エリア 関東

当時の採用課題

未経験でも、長く腰を据えて働ける人、会社と
一緒に成長していける人を求めていた。
媒体で募集をするも、要件に合う人がなかなか
採用できなかった。

転職フェアに出展して、最終的には2名の採用に成功しました。転職フェア会場では約40人と面談できました。
そこから面接に進んだのは5名ほどですが、最終的に採用したいと思えた2名は採用できました。

もし転職フェアに出展しようか悩んでいる採用担当者がいるとしたら、私は出たほうがいいと思います。
なぜなら転職フェアは、効果が未知数な投資ではないからです。会場には必ず大勢の人が訪れ、ブースの前を通ります。
そこから採用につなげられるかどうかは、自分たちの準備と頑張り次第です。転職フェアを「うまく使う」と考えると、よいと思います。
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-採用成功事例③- 株式会社GSI 技術系(IT/通信)
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会社情報

職種 技術系

業種 IT/通信

従業員 100～499人

エリア 関東/関西/九州

当時の採用課題

差別化がしにくいIT業界において大手企業の
陰に埋もれてしまい苦戦を強いられてきた。
求職者に自社を認知されていないことが
最大の課題であった。

ダイレクトアプローチできる「転職フェア」を取り入れ、

“攻め”の採用方針にシフト。全拠点で安定採用を実現。

採用ご担当者様の声

東京、大阪、福岡で開催された転職フェアに参加し、それぞれ概算で60～80人ぐらいの方とお話ができ、

各拠点で複数名の採用を実現できました。この結果には大いに満足しています。

残業が少ないことや年間休日が多いことをPOPにして壁に貼り出したり、呼び込みスタッフに「未経験歓迎」などプラカードを

持たせたり。その呼び込みスタッフの人選についても、人柄や対人スキルなどを熟考の上でメンバーを選りすぐるなど、

あの手この手で思いつくことは一通りやってみたんです。
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-スケジュール- doda転職フェア開催スケジュール(2020年6月〜7月)
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国内最大級の開催規模

大阪を皮切りに
全国4拠点で開催！

東京(プリズムホール)
7/3(金)・7/4日(土)

大阪(ハービスHALL)
6/12(金)・6/13(土)

福岡(JR九州ホール)
7/10(金)・7/11(土)

名古屋(名古屋国際会議場)
6/19(金)・6/20(土)

エリア 開催日 日数 会場 申込締切日

大阪 2020年6月12日(金)・13日(土) 2日間 ハービスHALL 2020年5月15日(金)

名古屋 2020年6月19日(金)・20日(土) 2日間 名古屋国際会議場 2020年5月22日(金)

東京 2020年7月3日(金)・4日(土) 2日間 プリズムホール 2020年6月5日(金)

福岡 2020年7月10日(金)・11日(土) 2日間 JR九州ホール 2020年6月12日(金)
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-開催概要- 2020年夏 doda転職フェア in 大阪

開催場所

開催日時

ハービスHALL / 梅田

動員実績 (2019年6月大阪フェア開催実績)

2020年6月12日(金)  14:00～21:00
2020年6月13日(土)  11:00～18:00

（参考）開催当日の様子

現在の職種 面談人数(単日出展) 業種別平均面談人数

面談人数 1日 2日

出展日数

2019年6月大阪フェア開催実績

6/13(木) 6/14(金) 6/15(土) 合計

来場数 1,498 1,459 1,516 4,473
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-開催概要- 2020年夏 doda転職フェア in 名古屋

開催場所

開催日時

名古屋国際会議場

動員実績 (2019年7月名古屋フェア開催実績)

2020年6月19日(金） 14:00～21:00
2020年6月20日(土） 11:00～18:00

（参考）開催当日の様子

現在の職種 面談人数(単日出展) 業種別平均面談人数

面談人数 1日 2日

出展日数

2019年7月名古屋フェア開催実績

7/19(金) 7/20(土) 合計

来場数 821 925 1,746
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-開催概要- 2020年夏 doda転職フェア in 東京

開催場所

開催日時

水道橋 / 東京ドームシティプリズムホール

動員実績 (2019年7月東京フェア開催実績)

（参考）開催当日の様子(プリズムホール)

現在の職種 面談人数(単日出展) 業種別平均面談人数

面談人数 1日 2日

出展日数

2019年7月東京フェア開催実績

7/4(木) 7/5(金) 7/6(土) 合計

来場数 3,028 3,465 3,726 10,339

2020年7月3日(金)  14:00～21:00
2020年7月4日(土)  11:00～18:00
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-開催概要- 2020年夏 doda転職フェア in 福岡

開催場所

開催日時

博多／JR九州ホール

動員実績 (2019年11月福岡フェア開催実績)

（参考）開催当日の様子

現在の職種 業種別平均面談人数

面談人数 1日 2日

出展日数

2019年6月福岡フェア開催実績

11/8(金) 11/9(土) 合計

来場数 637 653 1,290

年齢

2020年7月10日(金)  14:00～21:00
2020年7月11日(土)  11:00～18:00
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-開催概要- 当日風景(東京フェア)
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-ブース仕様-

19

ミニマムブース スタンダードブース プレミアブース

2.5m

1m

5.0m

1m

※ブースサイズは概算値となります。

1m

7.5m

運営人数：5名まで 運営人数：10名まで 運営人数：15名まで

備品 準備数

椅子 6脚

丸机 1台

角机 1台

備品 準備数

椅子 12脚

丸机 2台

角机 2台

備品 準備数

椅子 18脚

丸机 3台

角机 3台
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-ご出展価格-
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＜1日あたりのご出展価格＞

＜フェアチケット価格＞

チケット種別 プレミアブース スタンダードブース ミニマムブース

2回ご出展チケット 420万円 280万円 140万円

3回ご出展チケット 630万円 420万円 210万円

4回ご出展チケット 840万円 560万円 280万円

5回ご出展チケット 1,050万円 700万円 350万円

6回ご出展チケット 1,260万円 840万円 420万円

※フェア当日に掲載の求人広告とセット申込が必須となります。
※価格はすべて税抜価格です。

複数会期でのご出展の場合も社内決裁を1回にまとめられます！

＜フェアチケットについてのご注意点＞
・利用可能期限はご購入いただいた日から12ヶ月以内に出展することを条件といたします。
・対象フェア：東京フェア/大阪フェア/名古屋フェア
・ご購入日を請求日とし、全商品を一括請求させていただきます。(有効期間内に出展が全てできない場合も、全額請求させていただきますので、ご注意ください。)

・いかなる場合においても、途中キャンセルはお受けできません。
・グループ企業での利用に関しては、不可とさせていただきます。
・購入後のブースサイズの変更は不可となっております。

開催地 プレミアブース スタンダードブース ミニマムブース お申込締切

大阪フェア 210万円 140万円 70万円 2020年5月15日(金)

名古屋フェア 210万円 140万円 70万円 2020年5月22日(金)

東京フェア 210万円 140万円 70万円 2020年6月5日(金)

福岡フェア ー 100万円 50万円 2020年6月12日(金)
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-販売価格- オプション商品のご案内
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※オプションは先着順で枠数限定となっております。それぞれ都市ごとに枠数が異なりますのでお問い合わせください。

※1：ミニマムブース/2日以上出展あるいはスタンダード・プレミアブース/1日出展以上のお申し込みが必要となります。
※2：2ブース以上：ミニマムブース/2日以上出展あるいはスタンダード・プレミアブース/1日出展以上のお申し込みが必要となります。
※3 : ブースと同時お申し込み限定となります。

駅貼り広告・フェアHPへ社名掲載(※1)

¥200,000

貴社チラシの会場MAPセット配布
¥150,000/日

ブース備品パック（2点選択）
2ブース以上(※2)のお申込みで無料！

ブース位置指定権(※3) 

¥100,000

２

３

４

１

スクリーンレンタル
無料(同エリアフェアに2会期連続で出展いただいた企業様限定）５
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来場者様には、経験職種に応じて色分けしたネックストラップ・缶バッジを着用頂いております。
ブースへの呼び込みの際にご活用下さい。

総
合
系

エ
ン
ジ
ニ
ア
系

APPENDIX：来場者着用のネックストラップについて

※デザインはイメージです



© PERSOL CAREER CO., LTD.

最後に

ぜひ、一度より詳しいご案内の機会を

いただけませんでしょうか？

23

訪問 テレビ電話 お電話

お客さまのご要望にあわせて、以下のような情報をご提供しております。

＜ご案内 一例＞ 〇1日あたりの面談数(開催エリア別/業種別/職種別など)

〇特別価格・キャンペーンのご案内

〇他の採用手法との比較/応募単価の比較など

〇転職フェア見学のご案内

〇ご出展企業様事例

〇来場者の詳細なデータ(職種別/業種別など)

どうぞお気軽にご相談ください。

※内容や時期により
ご提供できない場合もございます。
予めご了承ください。


