
出展企業様向け参加要項
■お問合せ先

実施運営事務局:OSAKAジョブフェア運営事務局
（一般財団法人大阪労働協会）
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実施概要実施概要

コンセプトコンセプト

日 時 :2020年7月30日（木）10:00～20:00
●1回目 10:00～12:00 ●2回目 13:00～15:00
●3回目 15:30～17:30 ●4回目 18:00～20:00

場 所 :エル・おおさか 本館10F

【実施運営】一般財団法人大阪労働協会
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対象者 :2021年大学等卒業予定者、概ね44歳以下の求職者、49歳以下の女性・ママ等。
（新型コロナウイルス感染症の影響により、お仕事をお探しの方）

実施会場

■会場 エル・おおさか本館10階
（大阪市中央区北浜東3-14)
●Osaka Metro谷町線・京阪電鉄「天満橋駅」より西へ300m
●Osaka Metro堺筋線・京阪電鉄「北浜駅」より東へ500m

■駐車場のご案内
営業時間:9:00～9:00（年中無休）
台 数:約66台
料 金:30分以内 200円

最大料金(24時間以内)
2,400円

【主催】大阪府（OSAKAしごとフィールド）・ 近畿経済産業局

“採用直結型マッチングイベント”
大阪府と近畿経済産業局事業が連携し、マッチングイベント「OSAKAジョブセレクション」を開催します。
大阪を中心に近畿の中小企業の魅力発信の機会を創出します。貴社の魅力を存分に発信してください。

■会場案内について
◎参加決定後の参加辞退や当日の欠席はご遠慮ください。やむを得ず、遅刻・欠席となる場合は必ずご連絡し

てください。9:00よりご連絡を受付いたします（TEL: 080-8529-8236 当日のみ電話可能）
◎受付・説明会開催時間等、時間厳守でお願いします
◎インターネット環境はご用意できませんので、あらかじめご了承ください
◎新型コロナウイルス予防のため当日は１名～２名でのご参加をお願いします
◎新型コロナウイルス予防のため当日はマスクの着用を必ずお願いします

※新型コロナウイルスの感染拡大に伴いイベント自体がオンライン上での開催となる場合がございます
ご了承くださいませ

その他諸注意についてその他諸注意について

求職者の参加方法:当日来場 or WEBで参加 or エントリーシート登録のみ
※WEB参加:Microsoft Teams等のオンラインミーティングツールを使用します

株式会社アイティープランニング
栄交通株式会社
株式会社中央電機計器製作所
株式会社トムコ
株式会社中田製作所

錦城護謨株式会社
株式会社シー・アール・シー
東洋技研株式会社
トラストメディカル株式会社
溝西鐵鋼株式会社

アステム株式会社
日本エックス線検査株式会社
野田金属工業株式会社
株式会社ミツワ
株式会社ロマン倶楽部

ＡＣｒｅｗｓ株式会社
柏原計器工業株式会社
国広産業株式会社
株式会社ヒッツカンパニー
株式会社ユアサデザインルーム

▼1回目出展企業 10:00～12:00 ▼2回目出展企業 13:00～15:00

▼3回目出展企業 15:30～17:30 ▼4回目出展企業 18:00～20:00

出展企業



イベント内容についてイベント内容について

タイムスケジュールタイムスケジュール
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求職者

《 2回目 》
9:40 求職者受付開始

10:00 マッチングイベント
12:00 イベント終了 アンケート記入

《 2回目参加求職者 》受付時間 12:40～

《 3回目参加求職者 》受付時間 15:10～

《 4回目参加求職者 》受付時間 17:40～

参加企業

《 1回目ご出展企業 》

9:15 企業受付・準備・会場スタッフとの打合せ

※会場へ直接お越しください

10:00 マッチングイベント開始

12:00 イベント終了 マッチングセレクト実施

（※本館5F 研修室5）

《 2回目ご出展企業 》受付時間 12:15

開始 13:00

《 3回目ご出展企業 》受付時間 14:45

開始 15:30

《 4回目ご出展企業 》受付時間 17:15

開始 18:00

オンライン参加
グループ

・当日、パワーポイント等の資料を使用される場合HDMI端子対応のPCやタブレットをお持ちください。
プロジェクター、スクリーンは１台づつ各部屋に準備しております。

・来場者に配布したい資料がありましたら、事前にお送りください（7/28 着）
・オンライン参加の求職者との交流は事務局が準備しました
タブレットにてMicrosoftteamsを用いて行います。
パワーポイント等の資料がある場合は事前に事務局までお送りください（7/28 まで）

A～D部屋にご用意しているもの（事務局が準備します）

・スクリーン・・・１台 ・プロジェクター・・・１台 ・イス…企業様用:2脚／求職者用:10脚

・社名板 ・電源

求職者
Aグループ

求職者
Bグループ

求職者
Cグループ

求職者
Dグループ

各部屋を20分ごとに
順に回っていただきます



出展企業タイムスケジュール 詳細出展企業タイムスケジュール 詳細
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■受付

エル・おおさか10階にて受付を行います。ご参加者は会場内の密を避けるため、2名以内でお願いいたします。

（※可能であれば、新入社員の方をお連れください）

受付にて、『参加求職者一覧』と『オファー用紙』を各一部ずつお渡しします。

受付終了後、スタッフが会場で誘導いたします。

会場でPC等を設定いただき、その後スタッフと進行について打合せを予定しております。

■イベント中

1回20分間の会社説明・質疑応答の時間を設けております。

スタッフの進行のもと、貴社の事業内容な募集職種等についてご説明ください。

20分間の説明終了後、隣の会場へのご移動をお願いいたします。

※ご説明では、可能な限り専門用語の使用はお控えください

WEBサイトやパンフレットなどでは分からない、企業担当者のお人柄や会社の雰囲気等もお伝えください

WEB参加者への対応について

WEB参加のグループを設定します。参加者とはMicrosoft teamsで会場とつなぎます。

PCは事務局で用意したPCを使用します。

PPT等のデータをご利用の場合は、7/28（火）までにデータをお送りください。

■イベント終了後

イベント終了後、会場をご移動いただきます。別会場にて求職者へのオファーとアンケートをご記入ください。

オファーについて

『参加求職者一覧』と会場でご覧になられた様子をふまえ、オファーを出したい求職者をセレクトいただけます。

オファー内容は事務局で取りまとめ、求職者に連絡します。

また、求職者からも逆オファーが届く場合がございます。

■その他、イベント登録者へのオファーについて

OSAKAジョブセレクションでは、ご出展された回以外への登録求職者の情報もご覧いただけます。

オファーをご希望の求職者がおられましたら、事務局宛にご連絡ください。

情報は、別途お送りいたします。

お手数ですが、 osakajobfair@l-ork.jp 宛に下記の内容をメールでお送りください。

タイトル:OSAKAジョブセレクション 登録者情報閲覧申請

本文には、担当者名、ご希望のメールアドレスを1つご記入ください

※登録者情報は9月末までご覧いただけます



参加求職者情報について参加求職者情報について
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参加求職者情報について
イベントの参加者情報は、一覧にして受付時にお渡しいたします。
一覧には、個人ごとに下記図の内容が記載されております（参加者により記載量に差はあります）

参加者はネックストラップに「番号」と「苗字」を記載しております。
一覧内にも、「番号」を記載しておりますので、番号をもとに参加者と一覧を紐づけてご覧ください。

当日、メモ用紙をお渡しいたします。
必要に応じで参加者の情報をメモしていただき、オファーにご活用ください。

図:一覧記載内容イメージ ①
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企業担
当者

スタッフ

求職者

各会場レイアウト案は左図のとおりでございます。

※今回は企業様が会場をご移動いただきます。ブースの装飾や製品の展
示等をいただくスペースはございません。予めご了承ください。手にもって製
品を見せていただく等は可能です。

ご来場にあたり下記内容へのご協力をお願いいたします。

• 受付での検温

• 会場内でのマスク着用

• ソーシャルディスタンスの確保

• 「大阪コロナ追跡システム」へご登録

• 会場をご移動の際のアルコール消毒

なお、発熱や咳、のどの痛み（咽頭痛）などの症状がある方のご利用はお
断りする場合がございます。

■会場レイアウト

事前の資料送付について事前の資料送付について

荷物送付票

企業名

※目立つところに貼付してください。
※荷物の到着確認は、直接配送会社にお問合せください。
※ 「7月28日 (火) 午前中必着」

7月30日開催
「OSAKAジョブセレクション」資料

会場レイアウトについて会場レイアウトについて

当日、求職者への配布を希望する資料（貴社パンフレットや求人票など）がございましたら、

7/28（火）までに弊会事務所宛にお送りください。事務局側で取りまとめて参加者に配布いたします。

送付先:〒540-0033 大阪市中央区石町2丁目5番3号 エル・おおさか南館8階

一般財団法人大阪労働協会

部 数:40部（参加者配布用と会場内設置用）

※資料送付にあたっては、下記の送付票をご利用ください


