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【企画概要】はかる世界企業研究セミナー 東京開催

◆東京開催

●開催日／2020年1月11日(土)

●時間 ／11：30〜16：40

●会 場／秋葉原ダイビル 2F 秋葉原コンベンションホール(予定)

●面 積／458ｍ²

■住 所： 〒101-0021

東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル 2F

■アクセス： ●ＪＲ線秋葉原駅 電気街口より徒歩1分
●東京メトロ銀座線末広町駅 1番出口より徒歩3分
●東京メトロ日比谷線秋葉原駅 3番出口より徒歩4分
●つくばエクスプレス秋葉原駅 A1出口より徒歩3分

■プログラム
就活支援講演／業界研究講演／企業ブース訪問／スタンプラリー（予定）
※内容は、本会人事採用分科会で検討いたします。

◆ 会場概要
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【広報施策の考え方】

企画1
はかる世界
企業研究セミナー

企画2
はかる世界の歩き方
(ガイドブック・Web)
による業界認知

来られない学生
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企画2
はかる世界の歩き方
ツールとして利用

はかる世界企業研究セミナー当日参加をゴールとし、
ガイドブック「はかる世界の歩き方」を基軸とした広報施策を展開します。
新たな広報ルートを拡大、より多くの学生に開催を知らせ、当日来場できない学
生に対しても業界認知を高めます。

新たな
広報施策

キャリアセンター協力依頼

交通広告

学生団体・新聞会協賛

参加企業様OB・OG

参加企業様内定者

有料施策

無料施策



【告知強化施策】複数チャネルでの広報強化

●昨期実施の広報施策のうち、継続するもの

●昨年実施の広報施策のうち、今年は実施しないもの

チャネル ツール 開始時期 備考

大学キャリアセンター
チラシ設置・発送

ガイドブック設置・発送
2019年10月～ 学内セミナー参加に間に合うよう作成。

特設ページ開設 2019年10月～ スマートフォン対応

全国TOPページバナー掲載 2019年12月～ 2/1、2/9メインイベント告知バナー掲出、詳細・予約画面へ遷移

検索結果上位表示 2019年12月～

テキストメール配信 2019年10月～ 2/1、2/9イベント告知のほか、学内セミナーへの参加予告メールも配信

参加企業　単独配信メール 2019年12月～ 企業の事前認知度向上と業界全体の積極性を訴求する。

モバイルDM配信 2019年12月～

就活ナビアプリの活用 〃 ガイドブック「はかる世界の歩き方」を掲載

SNS ダイヤモンド就活ナビ LINE 2020年1月～ 2/1、2/9メインイベントの告知を発信

DHR主催イベント チラシ配布 2019年10月～
10/13東京、10/26大阪、11/9東京、12/8東京、12/21東京、12/26

大阪、1/18東京

ダイレクトメール 特別招待状 2019年12月

ダイヤモンド就活ナビ

チャネル ツール 開始時期 備考

SNS ダイヤモンド就活ナビ twitter 2019年1月～ 2月3日メインイベントの告知を発信

2018年12月8日または9日

2019年1月14日

ダイヤモンド業界研究

ＬＩＶＥセミナー
ブース出展・告知

計工連として20席ブースで出展（30分×６コマ）し、業界ＰＲおよび2月3

日イベントの告知を実施。ガイドブック「はかる世界の歩き方」の配布。



【具体的新施策案】大学・学生アプローチ

告知強化施策 「キャリアセンター協力依頼」・「学生団体・新聞会動員依頼」

学生団体や新聞会と2,000～5,000円／名で動員実績、
成功報酬で契約することが可能です。
DHRが打診可能な学生団体は以下の通りです。

【理系動員が期待できそうな団体】
慶應義塾大学矢上祭(理工学部)
学生団体FOREST(東京理科大学、その他大学理系)
青山学院大学相模原祭(相模原キャンパス理工学部)
工大祭実行委員会(東京工業大学)

【文系メイン・打診可能】
東京大学ＥＳＳ
筑波大学ＥＳＳ
AGESTOCK2019実行委員会
立教大学放送研究会
立教スポーツ新聞
早稲田大学所沢キャンパス祭
慶應大学DanceUnitW+I&S
慶應スポーツ新聞会
慶應塾生新聞会
上智大学学長杯争奪英語弁論大会
お茶の水女子大学徽音祭実行委員会
上智大学ソフィア祭
青学ESSスピーチセクション
首都大学東京イベント政策委員会P!ece
首都大学東京 （みやこ祭）
学生国際協力団体Michiiii

「学生団体・新聞会動員依頼」「キャリアセンター協力依頼」※依頼先検討中

◆訪問先候補
■工学院大学
【就職担当】部長 長田 仁
【就職担当職員】
・先進工学部
生命科学科 辛 英哲・小山 文隆
応用化学科 河相 英孝・山田 昌治
環境化学科 赤松 憲樹・桑折 仁
応用物理学科 尾沼 猛儀・赤城 文子
機会理工学科 金丸 隆志・雑賀 高
・工学部
機械工学科 小林 潤
機械システム工学科 見崎 大悟
電機システム工学科 向井 正和・前田 幹夫
・情報学部
コンピュータ科学科 位野木 万里・田中 久弥
情報デザイン学科 福田 一帆・近藤 公久
情報通信工学科 山口 実靖・大塚 裕幸

■芝浦工業大学
・工学部
【就職担当】次長 三船 毅明
【就職担当職員】
機械工学科 松尾 繁樹・二井 信行
機械機能工学科 廣瀬 敏也・前田 真吾
材料工学科 芹澤 愛・松村 一成
応用化学科 野村 幹弘・清野 肇
電気工学科 安藤 吉伸・松本 聡
電子工学科 加納 慎一郎・上野 和良
通信工学科 齋藤 敦史・森野 博章
情報工学科 宇佐美 公良・中島 毅
土木工学科 勝木 太・宮本 仁志
建築学科 濱崎 仁・西村 直也
建築工学科 志手 一哉・佐藤 宏亮
・システム理工学部
【就職担当】課長補佐 村野 亮
【就職担当教員】
電子情報システム学科 田中 直彦・吉田 健二
機械制御システム学科 渡邉 大・足立 吉隆
環境システム学科 澤田 英行・増田 幸宏
生命科学科
(生命科学コース) 須原 義智・福井 浩二
(生命医工学コース) 渡邉 宣夫・奥田 宏志
数理科学科 榎本 裕子・翟 貴生
・デザイン工学部
【就職担当】課長補佐 勝又 隆一郎
【就職担当教員】
デザイン工学科 橋田 規子・吉武 良治

■東京電機大学
・工学部
【就職担当】課長 池内 洋子
【就職担当教員】
電気電子工学科 加藤 政一・西川 正
環境化学科 石丸 臣一
機械工学科
機械システムコース 松村 隆
精密システムコース 伊藤 裕

情報通信工学科 長谷川 誠
・理工学部
【就職担当】課長 嶋田 努
【就職担当教員】
理工学科
理学系 山形 周二・山室 憲子
生命理工学系 椎葉 究
情報システムデザイン学系 寺島 悦恩
電子・機械工学系 古屋 治・矢口 俊之

建築・都市環境学系 見波 進
・情報環境学部
【就職担当】課長 池内 洋子
【就職担当教員】
情報環境学科 宮川 治・冬爪 成人
・未来科学部
【就職担当】課長 池内 洋子
【就職担当教員】
建築学科 百田 真史
情報メディア学科 中島 克人
ロボット・メカトロニクス学科 石川 潤・汐月 哲夫・横山 智紀

■東京都市大学
・工学部
【就職担当】
部長 住田 暁弘
【就職担当教員】
機械工学科 大塚 年久
機械システム工学科 宮坂 明宏
原子力安全工学科 竹澤 宏樹
医用工学科 小林 千尋
電気電子工学科 中島 達人
エネルギー化学科 岩村 武
建築学科 天野 克也
都市工学科 長岡 裕
・知識工学部
【就職担当】
部長 住田 暁弘
【就職担当教員】
情報科学科 志田 晃一郎
情報通信工学科 柴田 随道
経営システム工学科 穴田 一
自然科学科 荻谷 宏

※今後分科会にて検討予定



【具体的新施策案】大学・学生アプローチ

告知強化施策 「OB・OG、内定者への協力依頼」

・OB・OG
OB・OG社員が研究室を訪問。
先輩から直接学生にチラシや招待状を手渡すことで、
告知の効果を高めます。

・内定者
内定者へ特別招待状を制作・配布
1名の内定者に5枚の学生を動員依頼。

■招待状昨年実績
発行部数 計4,500部

左記勧誘方法の場合は、
手渡し用の招待状を制作する想定です。



8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【開催までの進行スケジュール】

1/11（土）
はかる世界
企業研究
セミナー

学内セミナー
業界ＰＲ

＜12月〜＞
●1/11（土）イベント広報
・招待状発送

●ガイドブック用 原稿およびビジュアルご提出 【締切 9月13日（金）】
（校正期間 9/下〜10/上 予定）

●「就活ナビプレサイト」企業情報掲載準備 【10月頃】
その他の予定（10月 事前打合会で詳細をご案内）
○1月11日イベント告知用 １社単独メール文面用PR文のご準備
○1月11日イベント 出展準備
「文系積極採用」企業のご確認、「展示コーナー」へのご協力のお願い

OBOG・内定者の皆様への告知ご協力依頼 ほか

＜11月〜＞
●1/11（土）イベント広報・予約開始
・就活ナビ掲載
・チラシ配布
●ガイドブック配布、発送
・メール配信
（学内セミナー告知）

・メール配信
（12月・1月DHRセミナー告知）


