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ビジネス・プロフェッショナル×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 47 回

Daijob Career Fair」を 2023 年 2 月 17 日（金）に AKIBA_SQUARE（東京都：秋葉原）で開催します。 

(https://www.daijob.com/cfair/place/53)  

 

【本件のポイント】 

 

 
 

【本件の概要】 

例年、1 月から 3 月は 1 年を通して企業の採用活動が活発な傾向にあります。また、コロナ禍を経て、特に 2022 年

からは当社運営の転職サイト「Daijob.com」でも、多くの業界で求人数が増加しており、転職市場に追い風が吹いてい

ます。 

今回の「Daijob Career Fair」は、宿泊やレジャーの需要が高まっているホスピタリティ業界をはじめ、IT や教育、マー

ケティング業界など、さまざまな企業が出展します。また、イベント内では、グローバル企業の面接に受かるコツや、日本で働

く外国人向けに役立つ情報など、より理想的な働き方に近づけるセミナーも開催します。 

当社は、就・転職のチャンスが拡大する時期に転職イベントを開催し、グローバルな舞台で活躍したい方々のキャリアアッ

プをサポートします。 

■英語などの語学力を活かして働きたいグローバル人材のための転職イベント「第 47 回 Daijob Career Fair」を

2023 年 2 月 17 日（金）、AKIBA_SQUARE（東京都：秋葉原）で開催 

■採用担当者と直接対面できる貴重な転職活動の場を提供 

■日本人向け、外国籍人材向け、それぞれを対象にした転職に役立つセミナーも開催 

「面接に受かるコツ 国内・海外編」など、転職成功に効果的なセミナーも実施！ 
グローバル人材向けの対面型転職イベント 

2 月 17 日（金）に開催 
 「第 44 回 Daijob Career Fair」 2022 年 5 月 20 日（金）に秋葉原で開催 



 【開催概要】 

日時：2023 年 2 月 17 日（金）16:30～20:30 

（最終入場 20:00） ※入退場自由 

会場：「AKIBA_SQUARE」（アキバ・スクエア）  

東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 2F 

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、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） 

入場形態：入退場自由、入場無料 

参加登録は、以下 Official URL から受付中 

■Official URL： 

https://www.daijob.com/cfair/place/53 

 

■出展企業 

・4M Career 株式会社：日系の大手企業から在日の外資系企業まで、IT と自動車関連に強い職業紹介会社 

・合同会社コマス：業界をリードするカスタマイズされた語学トレーニングプログラムを提供している企業 

・アイレット株式会社：あらゆる側面からお客様の課題と向き合い、先進性のある高品質な IT ソリューションをワンストップ

で継続的に提供できる「No.1 パートナー」を目指し、サービスを提供 

・学校法人グロービス経営大学院：日英の 2 言語で MBA プログラムを提供する日本最大のビジネススクール 

・エコバティス・ジャパン株式会社：多くのグローバル企業に採用されている、ビジネスの持続可能性評価を行う大手プロ

バイダー 

・ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜：世界の名門リゾートとして、上質なホスピタリティを提供するアーバンラグジュアリーホ

テル 

・ミヤマ電器株式会社：北米、中国、東南アジアやインド、中近東、アフリカなどを見据えて展開する、電子機構商品の

製造および販売を行うメーカー 

・Sollers Consulting 株式会社：ビジネスアドバイザリーとシステム導入を強みに、多くの保険会社や銀行、リース会

社などにサービスを提供しているグローバル企業 

・株式会社 ACROSEED：ビザ申請サービスや外国人雇用の労務管理など、外国人に特化した専門性の高い法務サ

ービス事業を展開 

・株式会社アイティーフューチャー：オープン系、Web 系システムの設計・開発を中心に手掛けており、高い技術力が大

手 SIer や直接取引を行う大手企業など、多方面から厚い支持を獲得している 

・SOLTILO GSA 株式会社：「子どもたちが夢を持てる選択肢を提供する」というビジョンのもと、英語とスポーツを切り口

に教育事業を展開 

・株式会社カーニバル・ジャパン：世界三大クルーズ会社のひとつ、プリンセス・クルーズ社のジャパンオフィスとして、‟ダイヤ

モンド・プリンセスの運航を通じて、新しい旅のスタイルを提案・プレミアムなクルーズ体験を提供している 

・Humble Bunny 株式会社：日本市場におけるグローバルブランドのマーケティング支援をはじめ、広告、ブランディン

グ、コミュニケーション、イベント開催（オンライン／オフライン）なども手掛けている 

・株式会社京王プラザホテル：世界中のビジネスマンや旅行者が多く利用する国際ホテル 

・Trip.com グループ：世界中の旅行者に旅行商品やサービスを提供。2003 年に NASDAQ、2021 年に HKEX に

上場し、世界のリーディングオンライン旅行ブランドになることを目指している 

・ヒューマンリソシア株式会社：教育をバックボーンとする総合人材サービス会社として、多角的な人材事業を展開 



・株式会社キーワーズ・インターナショナル：世界的なゲーム業界のテクニカル・サービス・プロバイダーのリーディングカンパ

ニー 

・株式会社フェローシップ：人材の観点から課題解決を行うグローバル人材サービス企業 

・Crimson Education Japan 株式会社：海外進学のサポートに特化したニュージーランド発祥の EdTech 企業 

・Talreso Consultancy and Advisory Sdn Bhd：クライアントと候補者の両方に高水準のサービスを提供する

よう努める大手人事コンサルティングおよびアドバイザリー会社 

・メッセフランクフルト ジャパン株式会社：ドイツ・フランクフルト市に本社を構え、世界最大級の見本市会場の運営と国

際見本市を主催している 

 

（順不同）その他、オフィシャルサイトで随時更新中！ 

 

■転職お役立ちセミナー 

テーマ：転職活動を行う際に意識したい在留資格のポイント 

登壇：行政書士法人 ACROSEED 法人部門：林 真澄 氏 

 

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：株式会社 AT Globe （エィティ グローブ） 代表取締役 グローバル・キャリア・カウンセラー：鈴木 美加子 氏 

 

テーマ:グロービス英語 MBA の人気教員に聞く「次の転職活動を成功させるための自己マーケティング方法とは？」 

登壇:学校法人グロービス経営大学院 英語 MBA プログラム講師：カール・オキャラハン 氏 

 

テーマ: 留学を諦めていた忙しいビジネスパーソンでも行ける方法、それがフィリピン留学！ 

登壇: COREDAKE 代表 留学カウンセラー:石原 智之 氏 

 

その他、セミナー情報も随時更新中！ 

 

 

 

■コンシェルジュスタッフ常駐 

会場内には、求職者と企業のマッチングをサポートするコンシェルジュスタッフが常駐。来場者の希望に合う企業をご案内し

ます。 

 

■実績 

前回（2022 年 12 月 2 日）参加企業の 100％が、採用見込みの求職者と出会えています。（※弊社実施のアンケ

ート結果より） 

 

 

 

 

 



■本イベントは、感染症予防対策を実施の上、開催いたします。ご来場の皆様は、感染予防のため下記のご協力を

お願いいたします。 

・ご来場者・ご出展企業の皆さまに、手洗い・手指の消毒・ソーシャルディスタンスの確保・咳エチケットなどの注意喚起を行

うことをご了承ください。 

・ご来場者・ご出展企業の皆さまは、マスク着用を必須とさせていただきます 

・建物内にアルコール消毒液を用意しておりますので、ご利用をお願いいたします。 

予防対策の詳細は、以下からご確認ください。 

https://go.daijob.com/0217_daijobcf_countermeasures_against_covid-19 

 

◆企業様から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 

ビジネス・プロフェッショナル×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、会員数 67 万人、求人掲載数常時 10,000 件以上と、世界 27 カ国、のべ 8,400 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、職種やスキルに特化した「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、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジ

ーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内 320 拠点以上、海外 5 カ国 6 法人のネットワークでお客様に

質の高いサービスを提供しています。 

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。 

●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：03-6680-6833     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 若林、平 

Email：kouhou@athuman.com 

https://go.daijob.com/0217_daijobcf_countermeasures_against_covid-19
mailto:adsales@daijob.com
https://www.athuman.com/
https://www.daijob.com/

