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バイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」を展開するヒューマングローバルタレント株式会社（本社：

東京都新宿区、代表取締役：横川 友樹、以下「当社」）が、転職イベント「第 5 回 Daijob Career Fair 

ONLINE」を 2021 年 10 月 15 日（金）～24 日（日）に開催します。 

(https://www.daijob.com/cfair/place/47)  

 

 

【本件の概要】 

グローバル人材向けのオンライン転職イベント「第 5 回 Daijob Career Fair ONLINE」を、2021 年 10 月 15 日

（金）14:00～24 日（日）23:59 に開催します。（※初日 10 月 15 日（金）14:00～18:30 のみライブ配信

あり）コロナ下においても、グローバルに活躍したい方をサポートするべく、今回は開催期間をこれまでの 7 日間から 10 日

間に延長しました。さらに、当社運営の海外求人サイト「Working Abroad」のオンライン転職イベントと共同開催すること

で、グローバル舞台で活躍したい方を強くサポートしていきます。 

また、転職お役立ちセミナーも開催し、GE、モルガン・スタンレーなど外資系日本法人の人事部などを経験してきた AT 

Globe 代表取締役の鈴木美加子氏や、大手教育会社でマーケティングや新規事業開発、英国国立大学認証の MBA

事業の戦略の担当経験もあるヒューマンアカデミー株式会社の戦略本部長・青木千佳子氏に転職が有利になるポイント

を語っていただきます。 

 

 

 

【リリースのポイント】 

■2021 年 10月 15日（金）～24日（日）に開催のグローバル人材向けオンライン転職イベント「第 5 回Daijob 

Career Fair ONLINE」は、場所を選ばず世界中から参加可能。 

■本イベントは、当社運営の海外求人サイト「Working Abroad」のオンライン転職イベントも同時開催し、海外転職

を目指す方もサポートする。 

外資系・グローバル企業の転職イベント「第 5 回 Daijob Career Fair ONLINE」を 
10 月 15 日（金）～24 日（日）開催  

～世界中どこからでも参加可能！海外転職の採用セミナーも充実！～ 



【開催概要】 

・期間：2021 年 10 月 15 日（金）14:00～2021 年 10 月 24 日（日）23:59 

（初日 10 月 15 日 14:00～18:30 のみライブ配信あり） 

・対象者：語学力を活かして働きたいバイリンガルの方 

・参加費：無料（転職イベント参加後、面談リクエスト 3 社＋アンケートにご回答いただいた求職者様には、抽選で 10

名様に Amazon ギフト券 3000 円分をプレゼント） 

・参加登録は、以下 Official URL から受付中 

 

【Career Fair ONLINE 5 つの魅力】 

・国内外の企業による採用セミナーのライブ配信を視聴できる 

・世界中どこからでも参加可能 

・当日のライブ配信中は、求職者と企業の間でリアルタイムに質問・回答などのコミュニケーションがとれる 

・約 10 日間のアーカイブ配信で、リアルタイムを逃しても面談リクエストができる 

・採用セミナー以外に、転職に役立つ知識を学べるセミナーを同時開催 

 

【Daijob Career Fair ONLINE】 

■Official URL：https://www.daijob.com/cfair/place/47 

■出展企業 

株式会社 やる気スイッチグループ、株式会社 KINX Japan、アデコ株式会社 Modis 事業本部、Uber Japan 株式

会社、ヒューマンアカデミー株式会社、CIC Japan 合同会社、株式会社グローバルパワー、他、オフィシャルサイトで随時

更新中！（順不同）※一部の企業はライブ配信ではなく、録画配信になります。 

■本イベントの採用セミナーテーマ例 

・第二新卒歓迎！未経験インフラエンジニア向け企業説明会 

・日本で働く外国人エンジニア積極募集！KINX Japan 会社説明セミナー、など 

■転職お役立ちセミナー 

テーマ：1 万人を面接した外資系・元人事本部長が語る「面接に受かるコツ」 : 国内・海外編 

登壇：（株）AT Globe （エィティ グローブ） 代表取締役：鈴木美加子氏 

 

テーマ：【転職でステップアップをしたい方必見！】教育業界で長く培ったマーケティング力で「海外 MBA を目指す人たちの

学び方から大切にしたい 3 つのポイント」を分析 

登壇：ヒューマンアカデミー株式会社 戦略本部長：青木千佳子氏、他、セミナー情報も随時更新中！ 

 

【Working Abroad Career Fair ONLINE】  

■Official URL：https://workingabroad.daijob.com/cfair/place/47 

■出展企業 

マンパワーグループマレーシア、HRnavi Joint Stock Company、Agensi Pekerjaan JAC Sdn Bhd (JAC マレーシ

ア)、JAC リクルートメント・タイランド、他、オフィシャルサイトで随時更新中！（順不同）※一部の企業はライブ配信ではなく、

録画配信になります。 

■本イベントの採用セミナーテーマ例 

・現地在住者が解説！ベトナム転職に特化した HRnavi のベトナムキャリアガイド 

・［マレーシア就職］現地での生活、コロナの状況や求人情報の紹介、など 

https://workingabroad.daijob.com/cfair/place/47


【2021 年度「Daijob Career Fair ONLINE」開催予定日】 

【日時】 

第 5 回 2021 年 10 月 15 日（金）14:00～10 月 24 日（日）23:59（※初日 10 月 15 日 14:00～18:30

のみライブ配信あり、海外転職を目指す方のイベント「Working Abroad Career Fair ONLINE」も同時開催） 

第 6 回 2022 年 1 月 14 日（金） 

第 7 回 2022 年 3 月 11 日（金） 

※求職者の参加受付は開催日の約 1 ヵ月前から。企業の出展申込みは、開催日の約 1 ヵ月前まで。 

※開催日程・時間は都合により変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 

 

◆企業様の出展料金や詳細のお問い合わせは、こちらから。 

Mail：adsales@daijob.com 

 

■ヒューマングローバルタレント株式会社について 

バイリンガルのための転職・求人情報サイト Daijob.com は、1998 年のオープンより日本を中心

に、累計登録者数 60 万人、求人掲載数常時 10,000 件以上と、世界 27 カ国・3,270 社以上

の外資・日系グローバル企業から高い評価を得てきました。他にも海外転職専門の「Working 

Abroad」や、バイリンガル×ビジネス・プロフェッショナルに特化した「Daijob Specialists」シリーズの転

職サイトを展開し、ダイレクトリクルーティングを含め、企業と求職者との効率的なオンラインマッチングの場を提供しています。 

 

■ヒューマングループについて 

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、

IT と多岐にわたる事業を展開しています。1985 年の創業以来「為世為人（いせ

いいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、

高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解

決に取り組み、独自のビジネスモデルを展開してきました。 

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき

目標として掲げられた SDGｓ（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGｓへの貢献を通じて、「為世

為人」の実現を加速させ、より良い社会づくりに貢献していきます。 

●ヒューマンホールディングス WEB サイト：https://www.athuman.com/ 

 

会社概要 

ヒューマングローバルタレント株式会社 

●代表者：代表取締役 横川 友樹 ●所在地：東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 25 号 西新宿プライムスクエア 2F 

●事業内容：バイリンガルに特化した就職・転職の求人広告事業、人材紹介事業、イベント事業 

●資本金：1,000 万円 ●URL：https://corp.daijob.com/ ●運営サイト：https://www.daijob.com 

■本件に関するお問い合わせ■  ヒューマングローバルタレント株式会社 事業推進室 岩木  

TEL：03-6680-6412     FAX：03-6680-6464     Email：info@daijob.com 

■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 原、若林 

Email：kouhou@athuman.com 
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https://www.athuman.com/
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