
外国人材採用支援部 ☎ 03-5207-8504 ✉ myanmar@atimes.co.jp

第11回開催 第12回開催

開催日 2022年10月1日土曜日 2023年1月15日日曜日

開催時間 12:00～17:00　※1 12:00～17:00　※1

開催手法 会場集合形式　※2 会場集合形式　※2

開催場所
東京都立産業貿易センター
台東館　7階北展示室

東京都立産業貿易センター
台東館　6階北展示室

※1 開催手法の変更により開催時間が変更となる可能性がございます。

　　　(前回オンライン形式への変更時…10:30～17:00)

※2 新型コロナウイルス感染拡大状況等に伴う行政や会場による規制、

　　　および、弊社自主規制により、開催手法がオンライン形式に変更となる可能性がございます。

東京都立産業貿易センター 台東館 （東京都台東区花川戸2-6-5）

　東京メトロ銀座線 浅草駅 7番出口 徒歩5分

　都営浅草線 浅草駅 A5番出口 徒歩8分

　東武スカイツリーライン 浅草駅 徒歩5分

　つくばエクスプレス 浅草駅 A1番出口 徒歩9分

～在日ミャンマー人材における就職･転職活動のスタンダード～

2022年度 ミャンマージョブフェア開催決定！

11th

12th

お問い合わせ
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外国人材採用支援部 ☎ 03-5207-8504 ✉ myanmar@atimes.co.jpお問い合わせ

幅広い属性へのリーチが可能！ 効率的な採用活動が実現できます。

採用ターゲット属性

2023年3月卒業予定の留学生(2023年4月入社) ◎ 秋採用 ○ ラストスパート

2024年3月卒業予定の留学生(2024年4月入社) ○ 母集団形成 ◎ 採用活動本格始動

2021年3月卒業の就職活動生 ○ 採用枠拡大 △

2022年3月卒業の就職活動生 ◎ 採用枠拡大 ○ 採用枠拡大

通年で転職活動している社会人 ◎ 即戦力採用 ◎ 即戦力採用

賞与支給直後や年度替わりに転職活動する社会人 － ◎ 即戦力採用

新卒採用

既卒者採用
(実務未経験者)

社会人転職希望者採用
(実務経験者)

第11回開催 (2022年10月1日) 第12回開催 (2023年1月15日)

ミャンマージョブフェアは、新卒から社会人まで全属性の求職者が来場します。
多くの求職者にリーチすることで、効率的な採用活動が実現可能です。
また、採用目的や採用ターゲットに応じて訴求ポイントを変更することで、より効果的な採用活動が行えます。

より多くの求職者にリーチし、よりよい人材とのマッチングを実現するため、
第11回と第12回のセットでのお申し込みをお勧めします。

ミャンマージョブフェアが選ばれ続けている理由があります！

出展社業種 出展時採用職種

IT システムエンジニア、プログラマー

建築 建築設計エンジニア、施工管理

製造 機械設計エンジニア、生産技術、品質管理

介護 介護スタッフ（高齢者介護･障がい者福祉）

宿泊 ホテルスタッフ、旅館スタッフ

外食 店舗スタッフ(接客･調理)、店長候補

商社 営業、経営管理、経理

不動産 営業、店頭受付、物件開拓

販売 店舗スタッフ、メンテナンスサービス

人材 実習生管理(通訳)、コンサルタント、(登録者集客目的)

※過去出展頻度の高い業種を抜粋しています

理系

文系

過去出展企業様の経験者採用事例

IT
Java･C＃開発経験4年のエンジニア
日本語能力試験N2合格

建築
AutoCAD･BIM(Revit)実務経験3年のエンジニア
日本語能力試験N3合格(N2レベル)

介護
技能実習(介護)2号終了予定者(実務経験3年)
日本語能力試験N3合格、実務者研修終了

外食
留学生として飲食店でアルバイトリーダー(勤務歴3年)
日本語能力試験N3合格(N2レベル)

※過去出展時の採用事例の一部を抜粋しています

来場する求職者の文理比率は約半々ですので、様々な業種･職種の採用活動でご利用いただけます。
グループでの合同募集、部署ごとの合同出展、といった出展も可能です。
また、来場者属性や出展企業募集職種を限定しないため、想像以上のマッチングが実現する可能性もあります。

当日は、より多くの求職者との接触機会を確保するため、
増ブースオプション(2小間出展)でのお申し込みをお勧めします。
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外国人材採用支援部 ☎ 03-5207-8504 ✉ myanmar@atimes.co.jpお問い合わせ

平均エントリー数49.4人！ 効率的に採用母集団の形成が可能です。

ミャンマー人材向けfacebookページの約100,000人のフォロワー、求人サイトMingalaValue、
独占スポンサードしている在日ミャンマー人材コミュニティの約5,000人の会員、に対して告知を行います。
関東圏以外の地域からの参加者も多く存在しています。

在日ミャンマー人材のみで200人以上が来場する、
国内最大級の在日ミャンマー人材向け就職･転職イベントとなっております。

ミャンマージョブフェアが選ばれ続けている理由があります！

入退場自由(フリータイムのみ)のイベントでは、事前に気になっている数社の話を聞いて退場する方も多いのですが、
ミャンマージョブフェアは、指定時間に全員集合し、全員参加型で進行するイベントになります。
求職者の先入観(企業規模･業職種･表面的な募集条件での応募意思)を取り除き、
新たな気づきを与えることにより、エントリー母集団の拡大が実現できます。
また、出展企業においても規定の採用条件で逃しがちな優秀人材との接点を確保できる可能性もあります。

求職者の先入観を取り除き、自社のアピールを行えます。
企業規模や業職種にかかわらず、多くのエントリーが見込めます。

回 開催日 開催手法 来場者数 平均来場者数

第10回 2022年1月22日 オンライン形式 118名

第9回 2021年1月23日 オンライン形式 170名

第8回 2020年2月1日 会場集合形式 231名

第7回 2019年3月3日 会場集合形式 178名

第6回 2018年3月26日 会場集合形式 202名

第5回 2017年7月22日 会場集合形式 286名

144名

224名

197名

会場集合形式での
直近平均来場者数

200人以上！

オンライン形式での開催時は、
求職者属性や募集職種を限定して
開催したため平常時より減少。

企業PRタイム
開催時間と同時に求職者は全員会場に集まり着席します。
出展企業による3～5分程度のPRを全て聞きます。

交流タイム
来場者を出展企業数で均等にグループ分けします。
グループごとに順番に企業ブースに着席します。
約20分間ずつ、2～3回転します。(2～3社のブースに着席)

フリータイム
交流タイムで行けなかった企業ブースや、
再度詳しく聞きたい企業ブースに、自由に着席します。

会場集合形式での
1社あたりの

平均エントリー数

49.4人！
(前回会場集合形式開催時実績)
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外国人材採用支援部 ☎ 03-5207-8504 ✉ myanmar@atimes.co.jpお問い合わせ

ミャンマー人材に限定した事業運営
2013年から他社に先駆けてミャンマー人材に限定したサービスを展開
10年にわたる事業運営によりfacebookフォロワーは100,000人以上
（母国在住の将来的な来日希望者含む）

当社がミャンマー人材に選ばれ続けている理由があります！

ミャンマージョブフェア開催実績
2021年度までで累計10回の開催実績
毎回200人以上の求職者が来場し、在日ミャンマー人材の就職･転職手法のスタンダード化

ミャンマー出身スタッフの存在
ミャンマー出身社員複数名のチームにより母国語も交えて親身になって相談対応
みんなから「お姉さん」と親しまれるコンサルタントによる多数の就職･転職成功体験

在日ミャンマー人材コミュニティとの連携
独占スポンサードしているコミュニティMASBOには5,000人以上の登録者が存在
就職･転職だけでなく、今後の日本での生活を豊かにするための支援を実施

創業50年で培ったノウハウ
創業50年にわたる採用支援領域のノウハウにより安心で優良な求人を厳選して提供
上場企業としての法令法規等の適正運営による信頼関係構築

ミャンマー現地での信頼感
グループ会社Miracにてミャンマー現地での就職･転職支援サービスも実施
来日時や帰国時の両面でサポート可能
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外国人材採用支援部 ✉ myanmar@atimes.co.jp fax 03-5207-9016提出先

ミャンマージョブフェア申込書
（オンライン形式開催に変更の際も参加必須･キャンセル不可）

第11回開催 第12回開催

1小間
380,000円

※オンライン変更時
　　参加必須160,000円

－
2022年9月2日

金曜日17:00

2小間
570,000円

※オンライン変更時
　　参加必須160,000円

－
2022年9月2日

金曜日17:00

1小間 －
380,000円

※オンライン変更時
　　参加必須160,000円

2022年12月2日
金曜日17:00

2小間 －
570,000円

※オンライン変更時
　　参加必須160,000円

2022年12月2日
金曜日17:00

1小間
300,000円

※オンライン変更時
　　参加必須100,000円

300,000円
※オンライン変更時

　　参加必須100,000円

2022年9月2日
金曜日17:00

2小間
450,000円

※オンライン変更時
　　参加必須100,000円

450,000円
※オンライン変更時

　　参加必須100,000円

2022年9月2日
金曜日17:00

･新型コロナウイルス感染拡大状況等の影響で行政や会場による規制、および主催者の自主規制によりオンライン開催に変更となる可能性があります。

・申込後、予定通り会場集合形式での開催、およびオンライン形式での変更開催、いずれの場合でもキャンセルはできません。

・会場集合形式での開催の場合は、上限枠数8小間となり、先着順での受付となります。（状況により10小間まで拡大の可能性もございます）

・増ブースオプション(2小間出展)の申込は最大2社までとなります。（状況により3社まで拡大の可能性もございます）

・オンライン形式での開催の場合のオンラインプレゼン時間枠は、1小間申込も2小間申込も、同一となります。

・「第11回開催のみの申込」にて出展いただき、その後に第12回の申込をいただく場合、セット申込の対象にはなりません。

・当日の来場者数(参加者数)、およびその後のエントリー数に応じた返金や値引はございません。

・採用活動以外の目的での出展はできませんが、ご要望ありましたら別途相談させていただきます。

・出展ブースの位置指定、およびオンライン開催時の順番指定はできません。

・出展ブースには以下の備品を準備させていただきます。（2小間申込の場合は長机･アクリル板･出展社用椅子が倍数になります）

　長机(W1500×D600×H700mm)×2、出展社用パイプ椅子×3、来場者用パイプ椅子×20、側面･背面パーテーション、アクリル板、

　電源タップ(500W･コンセント3個口)、社名プレート(POPスタンド吊下げA3縦)、PRボード(背面パーテーション掲出)、チラシ等掲示用テープ

・当日の運営やブース内詳細仕様に関しましては開催1ヶ月前を目安にご案内させていただきます。

上記の内容でミャンマージョブフェアに申込します。

申込日 2022年 月 日

社名 印

担当者名（所属･役職） （ ）

電話番号

メールアドレス

所在地

事業内容

予定募集職種

予定募集内容 該当するのもに○をつけてください → 新卒採用 　　　中途採用

第11回･第12回開催セット申込
(第11回：2022年10月1日土曜日)
(第12回：2023年1月15日日曜日)

申込締切出展回 出展小間数
出展料金(税抜) 申込

↓該当に○

第11回開催のみの申込
(2022年10月1日土曜日)

第12回開催のみの申込
(2023年1月15日日曜日)
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第11回開催 第12回開催

1小間
400,000円

※オンライン変更時
　　任意参加200,000円

－
2022年9月2日

金曜日17:00

2小間
600,000円

※オンライン変更時
　　任意参加200,000円

－
2022年9月2日

金曜日17:00

1小間 －
400,000円

※オンライン変更時
　　任意参加200,000円

2022年12月2日
金曜日17:00

2小間 －
600,000円

※オンライン変更時
　　任意参加200,000円

2022年12月2日
金曜日17:00

1小間
340,000円

※オンライン変更時
　　任意参加140,000円

340,000円
※オンライン変更時

　　任意参加140,000円

2022年9月2日
金曜日17:00

2小間
510,000円

※オンライン変更時
　　任意参加140,000円

510,000円
※オンライン変更時

　　任意参加140,000円

2022年9月2日
金曜日17:00

･新型コロナウイルス感染拡大状況等の影響で行政や会場による規制、および主催者の自主規制によりオンライン開催に変更となる可能性があります。

・申込後、予定通り会場集合形式での開催の場合はキャンセルはできません。

・申込後、オンライン開催に変更となった場合の参加は任意となります。（キャンセル可能となります）

・会場集合形式での開催の場合は、上限枠数8小間となり、先着順での受付となります。（状況により10小間まで拡大の可能性もございます）

・増ブースオプション(2小間出展)の申込は最大2社までとなります。（状況により3社まで拡大の可能性もございます）

・オンライン形式での開催の場合のオンラインプレゼン時間枠は、1小間申込も2小間申込も、同一となります。

・「第11回開催のみの申込」にて出展いただき、その後に第12回の申込をいただく場合、セット申込の対象にはなりません。

・当日の来場者数(参加者数)、およびその後のエントリー数に応じた返金や値引はございません。

・採用活動以外の目的での出展はできませんが、ご要望ありましたら別途相談させていただきます。

・出展ブースの位置指定、およびオンライン開催時の順番指定はできません。

・出展ブースには以下の備品を準備させていただきます。（2小間申込の場合は長机･アクリル板･出展社用椅子が倍数になります）

　長机(W1500×D600×H700mm)×2、出展社用パイプ椅子×3、来場者用パイプ椅子×20、側面･背面パーテーション、アクリル板、

　電源タップ(500W･コンセント3個口)、社名プレート(POPスタンド吊下げA3縦)、PRボード(背面パーテーション掲出)、チラシ等掲示用テープ

・当日の運営やブース内詳細仕様に関しましては開催1ヶ月前を目安にご案内させていただきます。

上記の内容でミャンマージョブフェアに申込します。

申込日 2022年 月 日

社名 印

担当者名（所属･役職） （ ）

電話番号

メールアドレス

所在地

事業内容

予定募集職種

予定募集内容 該当するのもに○をつけてください → 新卒採用 　　　中途採用

第12回開催のみの申込
(2023年1月15日日曜日)

第11回･第12回開催セット申込
(第11回：2022年10月1日土曜日)
(第12回：2023年1月15日日曜日)

出展回 出展小間数
出展料金(税抜)

申込締切
申込

↓該当に○

第11回開催のみの申込
(2022年10月1日土曜日)

外国人材採用支援部 ✉ myanmar@atimes.co.jp fax 03-5207-9016提出先

ミャンマージョブフェア申込書
（オンライン形式開催に変更の際は任意参加･キャンセル可）
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