初開催
【

:】

合同企業説明会と業界研究会の同日開催イベント

テツベン企業による
ふ
天 下 ―合 説

就活スタートアップイベント

参加企業

関西 JOBフ ェア
関西 JOBフ ェアとは…

近畿圏にある、世界 に誇れるオンリーワン企業やナンバーワン企業
、技術・技能・製 品など自社の強みを研鑽 している企業など、
『隠
れた優良企業 』
力渫蒙 り、大手企業に負けない技術力や企業力
を求職者にPRで きる合 同企業説明会を開催 します。

今後就職活動を控えている学生に対して、早期に中
月ヽ
企業の魅力を届けるための就活スタートアップイベン
ト (業 界研究会 )を 開催します。

【
日時】2019年 2月 12日 (火 )lo:oO〜 16:00(予 定)

※10:00〜 11:00は オープニングセミナーを開催するため、企業ブースのオープンは■1100を予定しています。
【
会 場 】 八 … ビス ホ ー ル (大 阪市北 区梅 田2… 5… 25ノ ■ ビスOSAKA B2F)

【
参加企業】130社 (予 定)

【
天下―合説】

【
関西JOBフ ェア】

■2019年 3月 卒業予定の大学 (院 )、 短大 、高等専 門学校 、
専修学校等の学生、外 国人留学生
■既卒 3年 以 内の若 者
■概ね 30代 までの若 年求職者
■転職希望者 ■復職を目指す女性 ■経験 。
スキルのあるミドル・シニア

■2020年 3月 以降卒業予鵬
短大、高等専門学校、専囃
外国人留学生

酬

厖ゝ標来場者数
【
関西JOBフ ェア】
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<テツベンポイントとは・
優れた技術・製品・ 商品・サ…ビス等や、各種表
彰実績な地 域ナンバーワンの特徴。
またそれに準ずるPF郡 :イ ントがあること。
②近 畿 圏に事業所があり、かつその事業所で人材
の募集をしている中Jヽ 企業であること。
「近畿圏」
※本事業での
とは、福井県、滋賀県、京者β
府、大阪府
兵庫県、奈良県、和歌山県をさします。

加要件

(1)中 小企業・小規模事業者に該当すること。

(参 考 :中 小企業庁 「中小企業の定義について」 )

http://www.chusho.meti口 qo.ip/fac/faq/fao01 teiqi.htm
｀

(2)事 前セミナーヘご参加いただけること。

、

″
″
①自社が誇る テツベンポイント を有し、成 長カ
や人材育成 力を参加求職者にPRで きる企業
であること。

1ブ ース 10万 円(税 別)※ 絆
【
天下―合説】

(院 )、

囃

(詳 細は裏面へ )
①人事担当者向けセ ミナー 1月 21日 (月 )13:30〜 16:30
②若手社員向けセミナー 1月 30日 (水 )13:30〜 16:30
(3)当 日のアンケー ト及びイベン ト後の採用・内定状況等についての調査へご協力いただ けること。
(4)暴 力団等の反社会的組織が運営、もしくは経営に関与 している企業ではないこと。また、同組織に
対 して資金・便宣等の供与を行つていないこと。
(5)イ ベ ン ト当日、QRコ ー ド読取可能な端末 (ス マホやタブ レツ ト等 )を 用意いただけること。
※参加者の個人 情報取得 にご利用いただ きます。
｀
(6)出 展料のご 負担をいただ ける こと。

目 施 までのフロー
申込締切

12月 21日
(1￡2)

参加確定
1月 11日
(19セ )

企 業情 報
公開

<予 定 >

事 前 セミナ…
[人 事担 当者 向 け]
1月 21日 (月 )
[若 手社 員 向 け]
1月 30日 (水 )

当日

2月 12日

採用状況
調査

(火 )

日 前セミナ…について
「関西JOBフ ェア」
「天下一合同企業説明会」
のいずれかご出展にあたり、事前セミナーを実施いたし
及び
ベ
にあたり、下記①または②の事前セミナーヘの参カロ
ます。本イ ントヘお申込みいただく
を必須とさせていた
だきますので、社内で調整の薇 、お申込みく
ださい。 ※両方への参加可能

② 若手社員向けセミナ…

1月 21日 (月 )13:30〜 16:30
く:会場>八 ―ビスホーリ
νJヽ ホール

一ビスOSAKA B2F
ヽ
大阪市Jヒ 区梅田2‑5‑25 ノ
ー
力発見セミ
ナ (自 社の魅力を掘 り起 し効果
[内 容 ]魅
的に発信する手法を学ぶ)、 調査結果報告 、当 日の説明

1月 30日 (水 )13:30〜 16:30
<会 場>ア クセス梅田フォーラム/ス ペースC
大阪市北区小松原町2‑4大 阪富国生命ビル12F

[内 容 ]魅 力発信セミナー(採 用活動を理解 した上で心

構えや効果的な発信方法を学ぶ)、 当 日の説 明

お支払について】
【
出展確定後、一般財団法人大阪労働協会より見積書・請求書を発行させていただきます。
また、お支払しヽまイベント当日までにお願いいたします。詳細については出展確定後、お矢口
らせいたします。
出展辞退について】
【
出展確 定
出展料の50%
原則として、出展確定後の辞退はお控えいただきますよう
〜人事担 当者 向けセミナーまで
お願 いいたします。
出展 を辞退 する場 合 、右 記の通 リキャンセル料 を頂 戴 いたします。 セミナー翌 日〜開催 当 日

出展料の100%

込み方法

Eゝ
OSAKAジ ョブフェア公式サイトからお申込みください。
http://osakajobfaincom/company/eventSite/20190212.php
◆お申込にはOSAKAジ ョブフェアヘの登録 (無 料 )が 必要です。登録情報等を考慮した上、応募多数の場合は抽選とさせ
ていただきますので、予めご了承ください。
◆お申込みの際は、本イベントの紹介機 関欄に
「大阪府中小企業団体中央会」
をご記載ください。
◆お申し込み時に、出展希望イベントをお選びください。
「天下―合説」
「関西JOBフ ェア」の両方を選択された場合は、プース
の面積に変更はありませんが、両イベントの参カロ
対象者へPRで きるようにブース仕様を変更いたします。ブース仕様につい
ては、
「事前セミナー」でご案内いたします。 (両 方を選択された場合でも、出展料はプースの申込数によります)

Dラ ボ企画について
1新
別途 、読売新 聞社の協力により、
間を活用した広告 や本イベントと同 日、同会場 においてセミナーのコラボ企 画を
予定しています。

B催

・共催・協力 (予 定 )

主催】近畿経済産業局
【
共催】大阪商工会議所、公益社団法人大遊協国際交流・援助・研究協会、公益財団法人大阪府国際交流財団、
【

全
1軍 票
常
鵠鱚 、
据滞Wi超 趾鞘亀1は[酎 朦躙Wa、
奈良県中小企業団体中央会、株式会社キャリア・ブレスユー、和歌山県中小企業団体中央会
)

【
協力】 公益社団法人関西経済運合会、読売新聞大阪本社

お問い合わせ】一般財団法人 大阪労働協会 電話 06‐ 4794‐ 7355(9:15〜 18:00※ 土日祝を除く
【
)

※本事業は平成 30年 度近畿経済産業局による地域 中小企業・小規模事業者の人材確保等支援事業の一環として実施 いたします。

