
早期特典申込〆切：2018年9月7日（金）17：00 

お申し込み〆切：2018年10月1日（月）17：00 

2018年11月23日（金・祝）・11月24日（土） 

ベルサール東京日本橋 イベントホール 
 

マイナビ転職EXPO 東京のご案内 



総合エリア 
ITエンジニアエリア 
モノづくりエンジニアエリア 
特設コーナー 

区分 

※各エリア・業界により枠数制限があります。また、エリアの名称は変更になる可能性があります。 
 （詳細は営業担当までお問合せください） 

イベント概要 

2018年11月23日（金・祝）11：00～17：00 
      11月24日（土）    11：00～17：00 

日程 

東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 

ベルサール東京日本橋 イベントホール 会場 

転職希望者・第二新卒者・既卒未就業者 対象 

パンフレット入稿〆切：2018年10月2日（火）17:00 

2018年10月1日（月）17：00 申込〆切 



ご出展のメリット 

     採用フローの短縮 

その場で面談や次回選考案内が可能なため、 

求人広告による募集と比較すると「書類選考」や「面接調整」の期間が省け、 

採用のスピードアップが図れます。 
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     応募前に会える唯一の採用手法 

既に転職活動を行っている“転職顕在層”だけではなく、 

情報収集段階の“転職潜在層”も多く来場します。 

応募前の転職者へ、直接会ってアプローチできる唯一の採用手法です。 
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     転職者へ能動的にアプローチできる 

応募を待つのではなく、企業側から能動的にアプローチできるのがイベントのメリット。 

ブース前や資料コーナーでは、来場者へ直接お声かけし自社ブースへ勧誘することができます。 

また、イベント特別スカウトを活用し、採用ターゲットへのブース訪問を促すことも可能です。 
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日本最大級の転職イベント！ 

若年層のアクティブな転職者が多数来場します。 

マイナビ転職EXPO東京 過去開催実績 

来場者の約70％が35歳以下 約70％が半年以内の転職を希望 

・2018年6月22-23日開催（会場：東京国際フォーラム ホールE1）  総来場者数：2,357名（22日：1,101名 23日：1,256名） 
・2018年1月26-27日開催（会場：東京ドームシティ プリズムホール） 総来場者数：3,464名（26日：1,434名 27日：2,030名） 
・2017年11月19日開催（会場：東京国際フォーラム ホールE1） 総来場者数：2,539名 
 

※2018年6月開催 マイナビ転職EXPO 東京データより 

来場者属性 

0.0% 

23.1% 
27.4% 

19.2% 

10.2% 

20.1% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

～20歳 21～25歳 26～30歳 31～35歳 36～40歳 41歳～ 

22.9% 
29.8% 

18.1% 20.0% 

9.3% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

すぐにでも 3ヶ月以内 半年以内 1年以内 1年以降 



開場後、貴社のブース前にて 
来場者にお声かけを開始してください。 

ブースに着席した来場者から 
受付票（※2）を受け取る場合は、 
来場者の任意で受け取ってください。 
ブース設置のQRコードを用いて、 
企業様PCへ来場者データを取り込んでください。 

面談形式・説明会形式など、 
採用形式に合わせてお話しください。 

この流れをブースへ来場された皆様に行ってください。 

来場者は希望の職種に応じた来場者バッヂ（※1）を 
つけています。 
募集職種と合わせてお声かけにご活用ください。 

【※2 受付票とは】 
来場者が持っている簡易の履歴書です。 
「総合」「モノづくり」「IT」に種類が分かれて
おり、来場者のプロフィールや経験職種が 
記載されています。 

面談形式→来場者と1対1で面接に近い形式。 
説明会形式→複数の来場者と説明会の形式。 
（次ページ参照） 

今後の選考フローをご説明いただき、終了。 
直接お話して終わるのではなく、 
次回のアクションをとりたいと感じた方には、 
今後の流れや次回の面接案内などを行ってください。 
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【※1 来場者バッヂとは】 
来場者がつける「希望職種」のバッヂです。 
営業（赤）、事務・企画（緑）、販売・サービス（黄）、 
ＩＴエンジニア・クリエイティブ（青）、モノづくり系エンジニア（灰）
にわかれています。 

            イベント当日の流れ イベント活用術 

（※2）受付票サンプル 

QRコード 
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□ 面接官経験者が当日参加する 

□ 当日複数人参加できる 

□ すぐにでも採用したい 

□ 採用基準が明確 

□ プレゼンのうまい社員、社長がいる 

□ 採用基準を幅広く設けている 

□ まずは自社の特長を知ってほしい 

□ 会社のビジョンに共感する人材が欲しい 

説明会形式(例) 面談形式(例) 

ブースに訪問した方から順に、個別で会社説明 
  ※次に待っている方がいれば、手短に。 

受付票をもとに来場者と面談 
  仕事内容や来場者の希望などをヒアリングし、 
  マッチングを図ります。 

次回面接の確約をとります 
  次回面接日程を調整・確約  
  日時・場所・連絡先などを明記した書面をお渡し 

タイムスケジュールを作成 
約15～20分を目安に会社説明を行います 
  ※後ろの方にも説明が分かるよう、プロジェクター等を活用 

質疑応答の時間を約5分ほど設けます 

  

次回の選考プロセスについて伝達します 
  ・求人サイト、または採用HPから応募 
  ・貴社セミナーのご案内 など 
  ※連絡先や会社案内など、手元に残る資料を配布 

出展企業様 来場者 

プロジェクター 

来場者 

出展企業様 

選考スピード短縮化 

マッチング強化 

母集団形成の最大化 

自社理解強化 

            当日の運用スタイル イベント活用術 

出展企業様 来場者 

プロジェクター 

来場者 

出展企業様 

出展企業様 来場者 

プロジェクター 

出展企業様 来場者 

プロジェクター 



来場者 

出展企業様 

テーブル 

企業様ブース 面接ブース 

面接ブース内では個別対応が可能なため 
来場者と個別にお話が可能です。 

企業様ブースにて、来場者と面談を行う。 

当日の内に選考まで進めることが可能。内定までスピーディーに。 

その場で「合格」を出せるため、来場者の転職意欲向上。 

個別での対応が可能なため、来場者も気兼ねなく話すことができる。 

イベント当日 

POINT 

特に採用したい来場者に対して、 
面接ブースへご案内。 

面接ブースの活用で、当日選考をスピーディーに！ 

            面接ブースの活用 イベント活用術 

※面接ブースはオプション企画での販売となります。詳しくはオプション企画のページをご参照ください。 

来場者 

出展企業様 

来場者 

出展企業様 

L字ブースはこちら 
 
 
 
 
 
 
 



企業様のブースまで直接誘導 

来場者がコンシェルジュへ相談 

マッチする企業をご提案 

来場者はコンシェルジュへ、イベントの回り方
や転職に関する希望などを相談します。 

コンシェルジュは、ら来場者の希望の働き方
や転職の目標をヒアリングをし、マッチすると思
われる企業様をご提案します。 

コンシェルジュが、来場者を企業様のブース 
まで直接ご案内します。 

約85％の出展企業様が 

コンシェルジュからの誘導を受けています！ 

着席数が1社様平均6人UPしています！ 

POINT イベント当日 

            イベントコンシェルジュによる着席数向上 集客＆サポート 

来場者と企業様をマッチングさせ、直接ブースまで誘導！ 

企業様のブース着席数を向上させるサービスです。 

※2018年6月開催 マイナビ転職EXPO東京 実績 

赤いジャンパーを着たスタッフが 
イベントコンシェルジュです！ 



貴社の採用条件にマッチする転職者へ直接アプローチ！ 

採用ターゲットのブース来場数が向上します 

※特別スカウト配信予約画面 

※配信文面 

イベント開催前 

イベント当日 

転職者 企業様 イベント特別スカウト 

イベント特別スカウトへ 
スキルシートを登録 

イベント特別スカウト登録者 
を閲覧＆配信予約 

イベント特別スカウト 

会場に入場した転職者が 
配信されたスカウトを受信 

ブース 転職者 

スカウトを元に 
転職者が企業様ブースを訪問 

            イベント特別スカウト 集客＆サポート 

スキルシートを元に貴社ターゲットの検索が可能 

POINT 

件数無制限＆無料で配信可能 

事前に配信予約が可能 

イベント当日もリアルタイムで配信が可能 

スキルシートを元に貴社ターゲットの検索が可能 

POINT 

件数無制限＆無料で配信可能 

事前に配信予約が可能 

※イベント当日の配信はできません。 



イベント当日 
企業様より能動的なアプローチが可能 

自社ブースへの誘導も可能 

会社案内の資料を設置いただけます 

POINT イベント当日 

            資料コーナー 集客＆サポート 

出展企業様は、企業ブース前以外で唯一、 
自由に来場者にお声かけいただけるスペースです。（※） 

来場者向けへは休憩用の椅子と机を設置し、 
各企業様の案内資料を自由に閲覧できるスペースになっています。 
（※）資料コーナー内では、赤色のバッヂを付けた企業様のみのお声かけが可能となりますので、ご注意ください。 

来場者に自由にお声かけをいただけるスペース。 

気になった方とその場ですぐお話しをすることが可能です！ 

※エリアによりコーナーの名称が異なります。 



参画料金 

《お申込締切》 2018年10月1日（月）17：00まで 

企画 価格（単日） 価格（両日）

一般ブース（1ブース） 65万円 130万円

大型ブース（2ブース） 130万円 260万円

企画名 価格 限定数 備考

事前登録者向けメール配信

（ヘッダ広告）

10万円

（単日）

各号

先着2社

限定

配信日：開催前日or開催日3日前

各号：2社／4行×35文字

（マイナビ転職へのリンクURL別途）

※イベント運営事務局から事前登録者向けに

配信するメール

資料配布
30万円

（単日）
なし

当日配布のパンフレットに

貴社資料を挟み込み配布

※出展企業様以外も参画可能

サイズ：Ａ4以内／1枚／1種（2つ折不可）

部数：エリア問わず3000部まで

面接ブース
5万円

（単日）

先着5社

限定

来場者と個別に面談できる特設ブースを

会場内に設置

※5社／1企業／1ブース

※出展企業様のみご利用可能

基本企画 

オプション企画 

ブースイメージ 

※上記料金は税抜の金額となります。 
※お申込み後は、開催までの日数によりキャンセル料金が発生いたします。必ず「ご出展にあたってのお願い」、「キャンセルポリシー」をご確認のうえ、お申込み下さい。 

一般ブース 

■パネル（背面） 
 W：約2,400㎜×H：約2,100㎜ 
■パネル（側面） 
 W：約1,800㎜×H：約2,100㎜ 

※ブースサイズ、形は変更になる場合がございます。 
※予めご了承ください。 

大型ブース 

■パネル（背面） 
 W：約4,800㎜×H：約2,100㎜ 
■パネル（側面） 
 W：約1,800㎜×H：約2,100㎜ 



早期特典期間中にマイナビ転職MT-C以上の企画を同時にお申込いただく企業様限定の特典です！ 
以下より1つお選びください。 

企画名 限定数 備考 対象

ナビ企画4週間延長 なし
マイナビ転職の掲載期間（4週間）を4週間延長します。

※最大8週間掲載となります

※その他自動延長は含みません

MT-C企画以上で、

2018年10月2日（火）

～ 2018年10月23日（火）の間に

ご掲載を開始される企業様

DM代行1000件（セミナー用） なし

※原稿は所定のテンプレート対応になります。

（400文字程度／テキストのみ）

※1ターゲット（1職種）までの設定です。

（配信回数1回、再アプローチなし）

※弊社専任スタッフが配信対象者を抽出いたします。

※配信日はあらかじめ決められた日程となります。

（2日程（11/14[水]・11/21[水]）よりご選択いただきます）

MT-C企画以上で、ご掲載される企業様

イベント告知ページへ

バナー掲載（5社限定）

先着5社

限定

【マイナビ転職EXPO 東京】のイベント告知ページにある

「出展企業一覧」ページのトップに、

貴社名・ロゴ（または写真）を掲載します。

貴社掲載画面に直接リンクされているので、

職種情報画面へとユーザーを誘導します。

●画像サイズは159×63pix（jpg）となります。

※ロゴデータは貴社でご用意下さい。

MT-C企画以上で、

2018年11月20日（火）までに

マイナビ転職を掲載開始している企業様

早期特典 

《早期特典お申込締切》 2018年9月7日（金）17：00まで 



¥5,000

仕様

直径：900(ｍｍ)

高さ：700(ｍｍ)

■ブース壁面カラー■カーペット

■自立式ポータブルスクリーン ■DVD プレイヤー

仕様

80inch程度

■プロジェクタ ■プロジェクタ台

■丸テーブル大 ■丸テーブル小 ■丸テーブル小(高) ■カタログスタンド

■スポットライト（クリップ式） ■スポットライト（アーム式） ■白布 ■PC対応液晶モニター

仕様

直径：600(ｍｍ)

高さ：700(ｍｍ)

¥5,000

仕様

直径：　600(ｍｍ)

高さ：1,000(ｍｍ)

¥8,000

仕様

A4縦列

10段～12段

¥10,000

長机用の白布

になります

仕様

20inch程度

¥7,000 ¥7,000 ¥3,000 ¥50,000

2,000アンシルーメン

¥10,000 ¥20,000 ¥80,000 ¥5,000

仕様

詳細は次ページを

ご参照ください

詳細は次ページを

ご参照ください

レンタル備品一覧 

※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。 
※詳しくは営業担当までお問合せください。 

《お申込締切》 
2018年10月1日（月）17：00まで 



レンタル備品一覧 

ブース壁面カラー カーペット

一般ブース ¥75,000 ¥20,000

大型ブース ¥150,000 ¥40,000

【ブース壁面】【カーペット】カラー見本 

【ブース壁面】【カーペット】カラー料金表 

※実際の色味とは多少ことなる場合がございます。 
※詳しくは営業担当までお問合せください。 



■出展マニュアルをご一読ください 
 出展マニュアルをはじめ各種資料は「イベントサポートページ」からダウンロードしてください。 
 「イベントサポートページ」については、お申し込み後に追ってメールにて案内いたします。 
 
■ イベント出展規約確認書をご提出ください 
 イベントにお申し込みいただくにあたり “イベント出展規約確認書”を必ずご提出ください。 
 
■ マイナビ転職 「MT-D企画」について 
 マイナビ転職「MT-D企画」に取材や撮影、原稿作成などのサービスは含みません。予めご了承いただきますようお願いいたします。 
 
■ 出展ブースについて 
  一法人様1ブースでのご参画をお願いいたします。 
 ※合同募集可（例:大阪支社・京都支社合同募集、◎◎事業部・▲▲事業部合同募集など） 
 
■ キャンセルについて 
 お申込みが確定した後にご出展をキャンセルされた場合、キャンセル料金が発生します。詳細については「キャンセルポリシー」をご確認ください。 
 
■ 個人情報保護にご協力ください 
 出展者が来場者より受付票を収集した場合、個人情報保護義務が発生いたします。 
 受付票は厳重に管理いただきますようお願いいたします。 
 
■ご参加人数をお守りください 
 参加人数（会場への入場者も含む）を、一般ブース（1ブース）:4名／大型ブース（2ブース）:8名と規定しています。 
 必ず規定の人数でご来場いただきますようお願いいたします。 
 
■来場者のお声掛けには制限があります 
 来場者へのお声掛け・呼び込みは「貴社ブース前」、「資料コーナー」のみとなります。 
 所定エリア外での勧誘行為や、他の参加者のご迷惑となる行為はご遠慮ください。 
 各社様規定人数分（一般ブース（1ブース）:1名／大型ブース（2ブース）:2名の、資料コーナー入場許可証をご用意していますので、必ずご着用のうえ、ご入場ください。 
 
■ 出展企業社証を必ず着用ください 
 セキュリティの関係上、規定人数分の出展者証（カードホルダー入）をご用意しております。 
 イベント会場内では必ず出展者証を着用ください。 
 ※担当者交代の際は、会場外にて出展者証の受け渡しを行い、ご入場いただきますようお願いいたします。 
 
■〆切厳守にご協力ください 
 イベントパンフレット原稿の入力（2018年10月2日（火）17:00まで）、各種書類のご提出など〆切日厳守にご協力ください。 
 
■その他 
 ブース内でのマイクおよびスピーカーの使用は、一切禁止とさせていただきます。 

ご出展にあたってのお願い 



キャンセルポリシーについて キャンセル費用の発生時期について 
ご参画後の流れ 

お申込みから開催当日まで 

①出展者からの出展申込のキャンセルは、主催者がこれを了承

しない限り、認められません。 

②主催者が出展者の出展申込のキャンセルを了承する場合に

は、出展者はキャンセル料を支払わなければなりません。なお、

キャンセル時期は出展者からの出展申込の取り消し・解約の意

思表示が、主催者に到達した時点をもって成立します。 

●お申込後、開催日から起算して61日前まで＝出展料の20％ 
●開催日から起算して60日前から31日前まで＝出展料の40％ 
●開催日から起算して30日前から15日前まで＝出展料の60％ 
●開催日から起算して14日前から当日まで＝出展料の100％ 

出展お申込みをいただいた後、主催者から出展者へ「出展確認

メール」が発信されます。 

◎「出展確認メール」送信後の出展申込のキャンセルからキャンセ

ルポリシーが適用されます。 

なお、キャンセル費用の割合は、開催日から出展申込の取り消

し・解約の意思表示が届いた日までを遡った日数により算出され

ます。（※1）（※2） 

（※1）出展申込の取り消しの意思表示が土日・祝日に 
発信された場合、キャンセル日は翌営業日扱いとなります。 
（※2）開催日から起算してキャンセル費用を算出する日数 
には、土・日を含みます。 

出展料の20％ 

出展料の40％ 

出展料の60％ 

出展料の100％ 

お申込日 

61日前 

31日前 

15日前 

開催日 

弊社営業担当へ 
正式な出展お申込み 

出展者宛に 
「出展確認メール」送信 

メール送信日時以降の出展申込取り消しから 
キャンセルポリシーが適用（※1） 

弊社担当営業に出展をお申込み 
（事前連絡用のメールアドレスが必要です。 

担当営業にお知らせください） 

運営事務局から「出展確認メール」を発信 

開催日の約1カ月前に、 
「ご案内及びお手続きの方法」を運営事務局から発信 

イベント情報登録専門サイトから 
パンフレット原稿や参加連絡事項など、各項目を入力 

当日お使いになる荷物は、 
期日までに指定のラベルを貼付し指定の場所まで送付 

開催当日、所定の時間までにご来場ください 

※ご出展は参加要件を満たす企業様に限らせていただきます。 
※弊社担当営業に出展をお申し込み後、ご出展が確定した場合、 
 運営事務局から出展確認メールを発信します。 
 逐次メールをご確認ください。 
※キャンセルについては左記キャンセルポリシーをご覧ください。 

■不可抗力等による開催中止・変更について 
主催者は天災その他、不可抗力によるやむを得ない事情で開催を中止する場合があります。この場合、主催者は中止によって生じた損害賠償の責めは負いません。 

【企画・運営に関するお問合せ先】 マイナビ転職EXPO 運営事務局 TEL:03-6267-4363 

キャンセルポリシー／お申込の流れ 


