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高校生の就職を支援するジョブドラフトの運営と企業の高卒採用支援を行う株式会社ジンジブ（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 満

秀）は、求人情報が解禁する 7 月に合わせ 2020 年 7 月 4 日（土）千葉会場より、全国 13 都市（札幌・仙台・東京・神奈川・埼玉・千葉・

名古屋・大阪・京都・兵庫・広島・福岡・沖縄）にて、高校新卒向けの合同企業説明会「高校生のための合同企業説明会 ジョブドラフト Fes2020」

を新型コロナウイルス感染症の対策を講じた上で予定通り開催いたします。新型コロナウイルスの影響を受け、当日来場できない高校生向けには出展

企業の会社説明動画を後日特設サイトにて配信いたします。 

また、就職活動スケジュールの応募と選考開始が 1 ヶ月後ろ倒しになることを受け、秋の開催日程を 10 月から 11 月へ変更いたします。 

高校生のための合同企業説明会 ジョブドラフト Fes2020 特設サイト https://job-draft.com/fes2020/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ジョブドラフト Fes2019 の様子＞                        ＜出展企業の会社説明動画イメージ＞ 

 

 ＜新型コロナウイルスの影響とジョブドラフト Fes 開催の背景＞ 

新型コロナウイルスの感染拡大による全国の高等学校の臨時休業期間の影響から、就職準備期間が短くなることで不十分な準備のまま就職活動

に臨むことを懸念し、2021 年３月に高等学校を卒業する生徒の採用選考開始については、現行の 2020 年９月 16 日から 10 月 16 日へ 1 ヶ月

後ろ倒しすることが決まりました。高校現場では、準備期間に充てる時間の確保ができた一方で、選考期間が 1 ヶ月短くなること、休校明けからの学業

の遅れの取り戻し、企業の求人情報の減少などの懸念やハローワーク主催の合同企業説明会が中止になる地域もあり、就職活動に関する不安の声

が上がっております。 

また高校生の就職活動は学校斡旋での紹介が一般的で、一定の時期は一人一社ずつ学校を介して応募を行っています。高い内定率を誇る一方

で、大卒のような多くの情報取得するサイトや就職イベントは一般的ではなく、企業も PR ができる場が少ないため、ミスマッチや早期離職率（大卒の

11.4％と比較し、17.4％※1）などの課題が残されています。本年度は特に企業研究の機会の減少や地域間での内定率の格差も危惧されます。 

そこで、高校新卒向けの求人サイト「ジョブドラフト」を運営する当社では、就職活動に不安や不透明感を抱える就職活動の主役の高校生と企業と

の接点機会を設けるジョブドラフト Fes を予定通り開催することにいたしました。（当日は、新型コロナウイルス感染予防および対策（※次ページに詳しく

記載）を準備した上での開催を予定しておりますが、止むを得ずオンライン開催となる可能性がございます。） 

当社が 2019 年に取ったアンケートによると、既卒の高卒社会人の 44.7%が求人票での情報収集に満足ができなかったと回答しています（※2）。

一方、就活前の高校生は「職場の雰囲気」や「人間関係」等の、文字では読み取れない情報を知りたいと思っています（※3）。 

※１．新規学卒就職者の離職状況（平成 28 年３月卒業者の状況） 厚生労働省発表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2．高校生の就職活動に関するアンケート（既卒）  ジンジブ調べ        ※3．高校生の就職活動に関するアンケート（新高校3 年生） ジンジブ調べ 

 

高校生には希少な機会『高校新卒合同企業説明会』 

7月4日から予定通り全国13都市にて開催、秋は日程変更 

～参加できない生徒には会社説明動画を後日特設サイトにて配信～ 

【本件に関する取材の問い合わせ先】 

株式会社ジンジブ 広報：佐藤（TEL 070-1686-0594）・杉尾（TEL 090-6568-5707） E-mail：pr@jinjib.co.jp 

https://job-draft.com/fes2020/
mailto:pr@jinjib.co.jp
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＜ジョブドラフト Fes 概要＞ 
高校生のための合同企業説明会ジョブドラフト Fes は、高校生と企業が直接交流できる国内最大級の合同企業説明会です。初めて開催した

2019 年では、東京・大阪・福岡にて５回開催し、参加企業 325 社、のべ参加者数 1,552 名を動員し、69%の高校生がアンケートで「見学や応

募したい企業が見つかった」と回答しました。ジョブドラフト Fes は高校生が 1 日で多くの企業と出会えるため、求人票だけでは得ることのできない会社の

雰囲気や直接対話による情報収集ができます。 

 

■当日のブースについて 

①企業ブース 

参加企業は全て 2021 年 4 月入社の高校生を採用したい企業です。企業の人事担当へ直接話を聞くことができます。 

②フリー相談スペース 

「自分に合う仕事が分からない」「何社か見たけど逆に迷ってしまった」そんな高校生には、当社スタッフが個別で相談を受け付けています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜ジョブドラフト Fes2019 の企業ブースの様子＞                    ＜相談スペースの様子＞ 

 

■コロナウイルス感染予防及び対策について 

①検温の実施 

当日会場入口にて検温を実施し、37.5 度以上の発熱が確認された方や、体調不良と見受けられる方にはご入場をお控えいただく場合やご退出をお

願いする場合がございます。 

②会場内での対策 

当日来場者（先生、生徒、企業の担当者）の皆様には、アルコール消毒液の使用とマスクの着用をお願いいたします。 

③ソーシャルディスタンスの確保 

企業ブース、個別相談ブースには仕切板を設置し、従来よりも間隔を空けた配置といたします。なお、会場内の混雑具合から判断し、規定人員を超え

る人員がご来場の際にはご入場をお控えいただくか、もしくはお待ち頂く場合がございます。 

④分散型での開催 

特定の時間帯の混雑を避けるため、高校生・学校関係者の皆様のご入場を分散型とさせていただきます。詳細の時間につきましては、事前予約後、

改めてご案内をさせて頂きます。 

⑤飛沫防止対策 

飛沫防止対策として、ご参加企業担当者様には弊社準備のフェイスシールドを着用いただきます。飛沫防止の為、各ブースのテーブルにはクリアカーテン

を設置致します。 

 

■会社説明動画の配信について 

通常授業の出席や、地方から都市部への就職を希望していて、ジョブドラフト Fes へ来場できない高校生を対象に、出展企業の会社説明動画を後日

特設サイトにて配信いたします。（9 月末まで公開予定） 

 

■来場者特典について 

高校３年生（４年生）の来場者を対象に、ビジネススーツ 1 着の引換券と就活必勝本をプレ

ゼントいたします。特設サイトでの事前エントリー後、当日参加、企業ブースを 6 社以上回った方

に、引換えとなります。 

※ビジネススーツ引換券は「フタタ」「コナカ」「SUIT SELECT」対象店でご利用いただけます。 

※ビジネススーツ引換券は 2021 年3 月31 日まで有効 

 
 
■ジョブドラフト Fes に関する問合せ先 
株式会社ジンジブ ジョブドラフト運営事務局：03-5777-2679  東京都港区浜松町 2-7-19 KDX 浜松町ビル 5F 

高校生のための合同企業説明会 ジョブドラフト Fes2020 特設サイト： https://job-draft.com/fes2020/ 

 
 
 

【本件に関する取材の問い合わせ先】 

株式会社ジンジブ 広報：佐藤（TEL 070-1686-0594）・杉尾（TEL 090-6568-5707） E-mail：pr@jinjib.co.jp 

https://job-draft.com/fes2020/
mailto:pr@jinjib.co.jp
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＜2020 年ジョブドラフト Fes 7 月開催日程＞ 
 

➀7 月 4 日（土）11：00～16：00 千葉開催   

・会場：東京ベイ幕張ホール（千葉県千葉市美浜区ひび野 2-3 アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張） 

・出展企業枠：50 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

②7 月 6 日（月）13：30～18：30 仙台開催  

・会場：イベントホール松栄（仙台市宮城野区榴岡 1 丁目 2 番 8 号  松栄不動産本社ビル 6F） 

・出展企業枠：30 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

③7 月 7 日（火）13：30～18：30 埼玉開催  

・会場：大宮ソニックシティ（埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ソニックシティビル第一展示室） 

・出展企業枠：50 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

④7 月 8 日（水）13：30～18：30 神奈川開催  

・会場：新都市ホール（神奈川県横浜市西区高島２-18-1 横浜新都市ビル（そごう横浜店）9F） 

・出展企業枠：50 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

⑤7 月 10 日（金）13：30～18：30 東京開催  

・会場：ベルサール渋谷ガーデン（東京都渋谷区南平台町 16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワーＢ１） 

・出展企業枠：100 社（予定）／想定来場者数：500 名  

 

⑥7 月 11 日（土）11：00～16：00 福岡開催  

・会場：福岡国際展示場  多目的ホール（福岡県福岡市博多区石城町２−１） 

・出展企業枠：50 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

⑦7 月 14 日（火）13：30～18：30 兵庫開催  

・会場：神戸国際展示場  2F 展示室（神戸市中央区港島中町 6-11-1） 

・出展企業枠：35 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

⑧7 月 15 日（水）13：30～18：30 広島開催  

・会場：広島産業会館  西展示館（広島市南区比治山本町 16-31） 

・出展企業枠：20 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

⑨7 月 16 日（木）13：30～18：30 京都開催  

・会場：みやこメッセ 第 2 展示場（京都市左京区岡崎成勝寺町 9 番地の 1） 

・出展企業枠：25 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

⑩7 月 20 日（月）13：30～18：30 札幌開催  

・会場：札幌コンベンションセンター 大ホール（札幌市⽩石区東札幌 6 条 1 丁目1-1） 

・出展企業枠：30 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

⑪7 月 22 日（水）13：30～18：30 沖縄開催  

・会場：沖縄コンベンションセンター 展示棟（沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1） 

・出展企業枠：25 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

⑫7 月 30 日（木）13：30～18：30 大阪開催  

・会場：マイドームおおさか（大阪市中央区本町橋 2 番 5 号 3 階） 

・出展企業枠：100 社（予定）／想定来場者数：500 名  

 

⑬7 月 31 日（金）13：30～18：30 名古屋開催  

・会場：ウインクあいち 展示場 6 階（愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38） 

・出展企業枠：50 社（予定）／想定来場者数：250 名  

 

 

 

 

【本件に関する取材の問い合わせ先】 

株式会社ジンジブ 広報：佐藤（TEL 070-1686-0594）・杉尾（TEL 090-6568-5707） E-mail：pr@jinjib.co.jp 

mailto:pr@jinjib.co.jp


                                                       News Release 
＜2020 年ジョブドラフト Fes ８月開催日程＞ 
 

➀8 月 25 日（火）11：00～16：00 東京開催  

・会場：産業貿易センター台東館  5 階（東京都台東区花川戸 2-6-5） 

・出展企業枠：50 社（予定）／想定来場者数：150 名  

 
＜2020 年ジョブドラフト Fes 11 月開催日程＞ 
 

➀11 月 20 日（金）13：30～18：30 福岡開催  

・会場：アクロス福岡  イベントホール（福岡県福岡市中央区天神 1 丁目 1 番 1 号） 

・出展企業枠：30 社（予定）／想定来場者数：150 名  

 

②11 月 24 日（火）13：30～18：30 東京開催  

・会場：産業貿易センター浜松町館  3 階（東京都千代田区神田佐久間町 1-9） 

・出展企業枠：70 社（予定）／想定来場者数：200 名  

 

③11 月 26 日（木）13：30～18：30 名古屋開催  

・会場：吹上ホール 第一ファッション展示場（名古屋市千種区吹上二丁目 6 番 3 号） 

・出展企業枠：30 社（予定） 想定来場者数：150 名  

 

④11 月 27 日（金）13：30～18：30 大阪開催  

・会場：マイドームおおさか 3 階（大阪市中央区本町橋 2 番 5 号） 

・出展企業枠：70 社（予定）／想定来場者数：200 名  

 
ジョブドラフト Fes に関する問合せ先 
株式会社ジンジブ ジョブドラフト運営事務局：03-5777-2679  

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-7-19 KDX 浜松町ビル 5F 

 

＜ジョブドラフトの特徴＞ 

当社では、就職する高校生が学歴や「高卒」という偏見に捉われることなく、自己決定の上希望を持って社会に出ること、企業が若手採用を継続す

ること、これらを実現するために、高卒採用にまつわる社会課題の解決に取り組んでおります。 

掲載数 No.1 の高校新卒の求人サイト「ジョブドラフト Navi」の運営や合同企業説明会等の運営を通じ、高校生への就職情

報提供、高校の進路指導サポート及び、企業の高校新卒の採用支援や人材の定着支援を行っています。2020 年 5 月末現在、

延べ 2,600 社の企業にご活用頂いております。 

 

●掲載社数 No.1 サイト 高校生の就職を支援する「ジョブドラフト Navi」  

URL：https://job-draft.com/ 

 

これまで文字情報のみだった企業の「求人票」の情報を、求人サイトに掲載しています。高校生目線を重視した会社の雰囲気・

先輩インタビューなど写真や動画を用いて紹介することが可能です。高校生は 7 月の求人情報解禁後は求人票をダウンロードできる

ので、そのまま進路指導の先生に相談し、職場見学や応募をしていただけます。 

企業掲載には、求人情報と画像の掲載するフリープラン、企業の強み、PR ポイント、先輩の声の掲載、写真画像増加の掲載や、

マイページでの求人状況管理ツールを使用できるライトプラン、さらに戦略立てやノウハウや学校情報の提供を行うサポートプランがあり

ます。 

 

●採用活動状況に合わせた柔軟なサービスラインナップ 

求人サイト掲載やイベントだけではなく、学校情報の提供、高卒採用戦略セミナー、求人票アドバイス、求人票発送代行、採用

ツール制作など高校新卒採用に関わる様々なサポートとノウハウを採用ご担当者様に提供しています。 

 

●ジョブドラフト出張授業  「就職サポートプログラム」 

高校のキャリア授業に取り入れることのできるジョブドラフトの出張授業です。進路選択において必要な時期・段階に応じて、自己分

析プログラム・業界理解プログラム・就職対策プログラムの 3 つから最適なプログラムを選べます。生徒主体のワークショップ型のため、

自ら考えるきっかけをつくります。 

 

 【本件に関する取材の問い合わせ先】 

株式会社ジンジブ 広報：佐藤（TEL 070-1686-0594）・杉尾（TEL 090-6568-5707） E-mail：pr@jinjib.co.jp 

https://job-draft.com/
mailto:pr@jinjib.co.jp
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●一人ひとりに合わせた就職相談  「個別相談」 

キャリアコンサルタントが対面やオンラインで、個別に就職相談を行います。進路相談や就職先

探し、面談練習、履歴書の書き方など、生徒一人ひとりに寄り添ったサポートをいたします。 

対面では学校内・当社オフィス、オンラインでは LINE メッセージや LINE 通話で相談を受け付

けています。 

 

●入社後の定着支援  「ルーキーズクラブ」 

人事の悩みである高卒人財の入社後の育成・定着をサポートする、1 年間を通じた研修とメ

ンテナンスサービスです。2020 年はオンライン開催も活用し東京・大阪で実施しております。 

高卒 1 年未満の早期離職は大卒の 11.4％と比較し 17.4％（※）と高く、よりきめ細やか

なフォローが必要です。集合研修、チームごとの研修の中でファシリテーターが付き、メンテナンスの

サポートを行います。 

※新規学卒就職者の離職状況（平成 28 年３月卒業者の状況） 厚生労働省発表  

 

 

＜会社概要＞ 

◆株式会社ジンジブ （https://jinjib.co.jp/ ） 

本社所在地：東京都港区浜松町 2 丁目 7-19 KDX 浜松町ビル 5 階  

代表取締役：佐々木  満秀  

設立：2015 年 3 月 23 日（グループ創業 1998 年 9 月 1 日） 

資本金：9,800 万円  

2016 年「革新ビジネスアワード 2016」（主催：イノベーションズアイ、フジサンケイビジネスアイ[日本工業新聞社]）にて「よい仕事おこし賞」、

2017 年「第 106 回かわさき起業家オーディション ビジネス・アイデアシーズ市場」（主催：公益財団法人 川崎市産業振興財団）にて「かわさ

き起業家優秀賞」を受賞。 

 

 

【本件に関する取材の問い合わせ先】 

株式会社ジンジブ 広報：佐藤（TEL 070-1686-0594）・杉尾（TEL 090-6568-5707） E-mail：pr@jinjib.co.jp 

mailto:pr@jinjib.co.jp

