
ご�内

正�員

�材ニュース主�
 
 

若年�向け�� & ��イベント

�業オリジナルクリアファイル５０枚作成

��のノベルティとして使⽤していただけます�

早期申��典あり�※2023年1⽉20⽇�

�典①

�典② 採⽤�性�査ツール５���（１万円�）プレゼント

 
≪�   場≫ 奈良��業�� （⼤和�⽥�）
                    ⼤ホール・�⽰ホール

2023年3⽉4⽇(⼟)10:00〜16:00≪開�⽇時≫



奈良で働きたい若年�の �� & �� 希�者と�来を担う若⼿
�員を採⽤したい《�業》のマッチングをサポートする⾯�型の

イベントです。

��の主な来場者�は若⼿�から��希�のミドル�、��てが

落ち�いた�など幅�く、男女�は男性が�60％・女性が40％
となっています。

開�地を中�に�内�域から�まっています。

��される�業�は、地元の中⼩�業がメインで、

�めて��される�業�も��です。

どうすれば�⼒をアピールできるのか�

掲⽰物はどうすればいいのか�

当�でサポートいたしますのでお気軽にご相�ください。

★開��場

 来場者主�エリア

 ⼀�来場ありエリア

地元採⽤成功に向けたサポート��です
 

「より良い��を�」という��的な��希�者の�も

�く��されます。

��お�していただくことでお�いの理�が�まり、

マッチングに�がっています。

POINT1

POINT2
  ≪来場者の声    ≫
◎⾯�を受けてみたい�業が⾒つかった。

◎⾃�の�野が�がった。

◎知らない業種を�しく知ることができた。

◎�々な�業さんと⾯�することができた。

◎���事の�から�を�けてイメージが��になった。

◎当⽇に⾯�⽇を決めてくれてよかった。

※⼀�抜粋



     プログラム内�

�料・�⽰コーナーでは、
パンフレットや⾃�の�品などを�⽰して
来場者にアピールをしていただけます�

�料・�⽰コーナー�料・�⽰コーナー

���業�のPRタイム（各�1�）
⼤ホールの�場にて
10:00〜、12:00〜の�2回で��予�です。
※任���

PRタイムPRタイム

��の若⼿�員（��1〜2年⽬、����）と
⼀�にご��ください�
当⽇、�料・�⽰コーナー�くに若⼿�員との
�流コーナーを��予�です�
�料を�りに来てくれた�にお声掛けもＯＫです。

若⼿�員との�流コーナー若⼿�員との�流コーナー

※⼀�抜粋

 ＜その他イベント＞
 ■ミニセミナー
 （�活アドバイスや�活�策の内�で予�）
 ■履歴書���料��
 ■�性�査コーナー

 
■�児コーナー
■動�コーナー
（当⽇のまわり�、�業��動�（30�）を
 リピート再⽣）
※��動�の作成は別�オプションになります。

トークショートークショー
吉��業�属の元NMB48の��愛菜さんをゲストに
「奈良�を元気にしたい」というコンセプトを元
に、��者向けにトークショーを⾏っていただきま
す。



 ≪当⽇予�プログラム≫
  ■トークショー
  ■���業�のPRタイム（各�1�）
  10:00〜、12:00〜の�2回
  ■ミニセミナー
  （�活アドバイスや�活�策の内�で予�）
  ■履歴書���料��
  ■�性�査コーナー

  ��Ｊフェス 1ブース��
  【⽇ 時】2023 年3 ⽉4 ⽇（⼟）10:00 〜 16:00     
  【� 場】奈良��業�� ⼤ホール・�⽰ホール  

プラン��

 
■若⼿�員との�流コーナー
■�児コーナー
■動�コーナー
（当⽇のまわり�、�業��動�（30�）をリピート再⽣）
 ※��動�の作成は別�オプションになります。
■�料・�⽰コーナー 
（パンフレット、���業�の�っている�品等を�⽰）

 ※⼀�内�が�更になる場�がございます。

��Ｊフェス 
専⽤サイト掲�（4�間）

  

 

Indeedや��ボックスなどの���索�体や
GoogleやYahoo!などの�常の�索エンジンも�動。

1�業�につき2�件の���開が可�です。
（例�正�員＋アルバイト/ホール＋キッチン等）

サイト掲�期間
2⽉26⽇（⽇）〜  3⽉25⽇（⼟）

※100%�動ではありません。

�同���回�パック
【2023年�2回��】２５万円
【2023年�3回��】３５万円

※有�期�は１年間です。 ※��は各�業までお問�せ下さい。

その他プラン��は�ページを�照下さい。

（�別）

（�別）

参加費：１５万円（�別）（�別）

専⽤

サイト



当⽇参加が難しい
企業様⽤プラン �５万円

【セット内�】

当⽇配布⽤�料作成（A4）＋��サイト4�間掲�

【セット内�】

��Ｊフェス 1ブース��＋��サイト4�間掲�
＋doda（Bタイプ）8�間掲�［DM600�］

Bタイプ8�間 110万円＋DM600�/10万円がついて
�別価�でご提�いたします。

正�員��1P 27万円、1/2枠 20万円がついて
�別価�でご提�いたします。

（税別）

（税別）

正社員特集プラン
�� � � � � � � � � � � � �1P ３７万円
  �� � � �1/2枠�３０万円

【セット内�】

��Ｊフェス 1ブース��＋��サイト4�間掲�
＋フリーペーパー正�員��（8�間掲�）
 ≪2/12�、2/26�、3/12�、3/26�の４���掲�≫ 

（税別）

（税別）
正�員��として4���

≪2/12�、2/26�、3/12/�、3/26�≫

 8�間掲� 

セット内�

①

③

④

dodaセットプラン
      ３０万円

取得率増！⼈気特集「正社員特集」と連動！⻑期掲載で御社のアピールUP！

⼤⼿求⼈サイトへお得に掲載。就職Ｊフェスに出るなら今だ！

当⽇予定が・・・参加できなくても来場者にアピールできる！

�料・�⽰コーナーで

パンフレットや�品の�⽰も可��

申�に�して 申�〆切 2023年2⽉20⽇（⽉）
 ※①正�員���2⽉6⽇（⽉）

��〆切 2023年2⽉22⽇（�）
 ※①正�員���2⽉8⽇（�）

※��〆切は各セットの��サイト����⽇になります。※②③は各�品の����⽇になります。（フリーペーパー・dodaは掲�⽇による）   
※���業が上�に�し���了いたします。
※申し�み�のキャンセルに�しましては、キャンセル料が発⽣する場�がございます。予めご了�下さい。

17:00� 17:00�

フリーペーパー1Pプラン
     ２５万円

【セット内�】

��Ｊフェス 1ブース��＋��サイト4�間掲�
＋フリーペーパーPICKUP��１P（4�間掲�）
 ※掲�⽇はご相�ください。

（税別）

PICKUP��1P 15万円がついて
�別価�でご提�いたします。

②
フリーペーパーに1ヶ⽉掲載！オススメプラン



ブース��

申�に�して
申�〆切 2023年1⽉27⽇（金）17:00� ��〆切 2023年2⽉2⽇（⽊）17:00�

動���

申�に�して
申�〆切 2023年2⽉20⽇（⽉）17:00� ��〆切 2023年2⽉22⽇（�）17:00�

【作成内�】

 ��3点�は動�3カット、ロゴを使って��のPR動�を作成いたします。
�成データはお�しいたしますのでその他でもご使⽤いただけます。

※��・動�・ロゴデータはご提供ください。
※�声はフリー��を使⽤します。
※�正は2回までとさせていただきます。

【�別価�】

７万円
（�別）

≪ブース��オプション≫

〜当�作成事例〜

【�常価�】

９万円
（�別）

ご�頼����あり
各イベントに���

��オーダーメイドで作成

動�コーナーで��をPR！
�同���の�場で��する��のPRショート動�を作成いたします。
【��の流れ】
�場のまわり�（3�）⇒�業��①（30�）⇒�業��②（30�）....
ループ再⽣で��します。

≪動���オプション≫

【�別価�】

２万円
（�別）

サンプル動�は
こちらから⇒

オプション内�・お問い�わせ

【セット内�】

①タペストリー⼩（ヨコ型 W1800㎜×H1200㎜）× １
②椅�カバーロング（W470㎜×H600㎜）× ４
③テーブルクロス・⼩（W3200㎜×H1400㎜）×  １

⼤�気�品�ブースを使って��をアピール�
カンタンに��可�でブースを華やかに�

1回�りの使⽤でなく、�り�し使⽤できるのでお得です�

 このようなご希�がある�にオススメ 
◎��するからには�⽬されたい�   

◎⾃�のアピールをしっかりしたい�  

◎これからイベントに��していきたい�

☎0744-24-5300
�材ニュースネクスト株式��

〒634-0845
奈良�橿��中曽司�351�地の2

お問い�わせ・ご�頼はこちら



当⽇参加が難しい当⽇参加が難しい
企業様⽤プラン：５万円企業様⽤プラン：５万円

【セット内�】

当⽇配布⽤�料作成（A4）＋��サイト4�間掲�

フリーペーパーフリーペーパー
1Pプラン：２５万円1Pプラン：２５万円

【セット内�】

��Jフェス 1ブース��＋��サイト4�間掲�
＋フリーペーパーPICKUP��１P（4�間掲�）※掲�⽇はご相�ください。

【セット内�】

��Jフェス 1ブース��＋��サイト4�間掲�
＋doda(Bタイプ)8�間掲�［DM600�］ Bタイプ8�間 110万円＋DM600�/10万円がついて

�別価�でご提�いたします。

正�員��1P 27万円、1/2枠 20万円がついて
�別価�でご提�いたします。

（�別）（�別）

（�別）（�別）

正社員特集正社員特集
プラン：プラン：����1P ３７万円1P ３７万円
    ���� �� � � � � 1/2枠�３０万円1/2枠�３０万円

【セット内�】

��Jフェス 1ブース��＋��サイト4�間掲�
＋フリーペーパー正�員��（8�間掲�）

PICKUP��1P 15万円がついて
�別価�でご提�いたします。

（�別）（�別）

（�別）（�別）
正�員��として4���

≪2/12�、2/26�、3/12/�、3/26�≫

 8�間掲� 

②②

③③

⑤⑤

フリーペーパーに1ヶ⽉掲載！オススメプラン！

⼤⼿求⼈サイトで掲載！就職Jフェスと合わせて攻めの採⽤を！

当⽇参加できなくても来場者にアピール可能！

（�別）（�別）
④④ dodadoda
セットプラン：３０万円セットプラン：３０万円

申�に

�して
申�〆切 2023年2⽉20⽇（⽉）

※③正�員���2⽉6⽇（⽉）
��〆切 2023年2⽉22⽇（�）

※③正�員���2⽉8⽇（�）

※��〆切はセットの��サイトの����⽇になります。※③④は各�品の����⽇になります。（フリーペーパー・dodaは掲�⽇による）   
※���業が上�に�し���了いたします。
※申し�み�のキャンセルに�しましては、キャンセル料が発⽣する場�がございます。予めご了�ください。

17:00� 17:00�

★イチオシ★
取得率増！⼈気特集「正社員特集」と連動。⻑期掲載で御社のアピールUP！


