
出展のご案内
https://www.ecojob.jp/

開 催 日　：　2022 3/2水12：00～17：00
講演会（11：00～11：50）

会　　場　：　科学技術館 展示ホール
主　　催　：　環境新聞社
共　　催　：　EcoJob （株式会社エコジョブ・ドットコム）
開催規模　：　25社程度

350,000円＋税出 展 料　：　

新卒者 集客方法
●採用＆就職活動の動向、出展企業の紹介等を行う講演会開催。

●環境就職ナビ（EcoJob）、Googleでの「環境 就職」等の
キーワード検索で20年間トップ／上位の表示。

●主要大学、理系大学、高等専門学校等の就職課への案内。

●環境新聞と関係のある大学教授及び研究室との協力体制。

●「合説どっとこむ2023」への広告掲載。

●来場学生に環境新聞「電子版」を半年間サービス。

来場学生のコメント
大手の就職説明会では、時間が足りず
に説明を十分に受けられないことが多
いが、仕事がよく分かるまで話を聞く事
ができた。専門の分野を生かせる企業
が複数あると分かり、視野が広がった。

参加企業の担当者のコメント
環境の基礎知識があり、環境関連
の仕事に携わりたいという志の高い
学生が多く、有意義だった。より良い
人材の採用につなげていきたい。

①オンライン会社説明会

③ＨＰ求人広告料金（1年間）含む

②タブロイド版ガイド掲載（2/23号発行）

④来場学生へ会社説明会等のご案内メール配信

開催概要

出展社特典出展社特典

　「2050年までに脱炭素社会の実現を目指すこと」を昨年宣言した日本政府は、再生可能エネルギーや水素、
蓄電池、カーボンリサイクルなどの具体的な目標年限や制度整備、社会実装の支援策などを盛り込んだ実行計画
を策定、2022年度にはエネルギー基本計画や地球温暖化対策計画の見直しが本格化します。
　未来を築く環境分野で働く意欲と能力のある学生とこの分野の優良な会社とを、リアル（対面）とオンラインで
結ぶ環境ビジネス会社合同説明会を2022年も開催いたします。合わせて、環境ビジネスの概要・採用＆就職活動
の動向・出展企業の紹介などについての講演を、日本初の環境専門人材会社EcoJobが行います。環境業界への
人材の流動、適材適所のマッチングの機会となれば幸いです。つきましては、本展示会への積極的なご出展のほど、
よろしくお願い申し上げます。

※コロナ対策を徹底の上、開催いたします ※会場に来られない全国の学生もフォローできます（１社２0分）

同時開催

環境ビジネス

オンライン説明会オンライン説明会会社合同説明会会社合同説明会 &

前回開催概要

開 催 日：2021年3月10日（水）
12：00～17：00　

来場・オンライン参加学生：
             58大学73学部、151名

オンライン配信の様子



小間形状・開 催 会 場 ・ 料  金

申込締切　2022年２月4日（金）
●申込用紙に必要事項をご記入のうえ、「㈱環境新聞社 事業部」までご提出下さい。

お申込み・お問い合わせ先（人材紹介等）

（株）エコジョブ・ドットコム
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-9-12
TEL.03-3353-7762
E-mail:e@ecojob.com

https://www.ecojob.com

お申込み・お問い合わせ先（会社合同説明会）

（株）環境新聞社 事業部
〒160-0004　東京都新宿区四谷3-1-3 第1富澤ビル
TEL.03-3359-5349
FAX.03-3359-7250

http://www.kankyo-news.co.jp

料金振込先

［口座名］株式会社環境新聞社 事業部

三菱UFJ銀行　四谷三丁目支店（店番340）

普通口座：3863890
※振込手数料は、ご出展者側でご負担下さい。

1小間　　　　350,000円＋税

出展料

 申込の保留・キャンセル
●業務内容が本展の趣旨にそぐわない場合、主催者はその受付を保留・拒否することがあります。

●出展小間料の支払いがない場合、主催者はその申込を取消すことがあります。

●出展申込の取消・解約は原則としてできません。万一、申込者の都合により取消・解約する場合は
　下記の要領でキャンセル料をいただきます。

申込日より2022年2月4日まで

2月5日より会期終了まで

期　　　　日

出展小間料の 50％

出展小間料の100％

キャンセル料

小間形状

●社名板１枚

●テーブル（白布付）

●パイプイス（10脚）

●コンセント（１ヶ所／2口）

●一次電気幹線工事・電気使用料（1kw／100V）

間口芯々　2970mm
奥行芯々　1980mm
高　　さ　1800mm

小間の形状

セット内容

 開催会場（東京：科学技術館）

科学技術館 展示ホール
（東京都千代田区北の丸公園２番１号）

会　場

■ 電車でご来場の場合
・ 地下鉄東西線／半蔵門線／都営新宿線 「九段下駅」下車
　　　　　　　　　　　　  （2番・4番出口）より徒歩7分 
・ 地下鉄東西線「竹橋駅」下車（1b出口）より徒歩7分 
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※オンライン配信、ＨＰ求人広告（1年間）、タブロイド版掲載、メール配信含む

1980

2970 パイプイス

テーブル（白布）

壁面パネル 社名板：W1500×H300

1800



㈱ 環境新聞社事業部　御中
出展要項を了承し、下記のとおり申し込みます。

会社名

住　所

申込責任者

担当者

業　　種

業務内容

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

〒　　　　ー

TEL：           　－　　　　   －

URL：

E-mail：　　　　　　　　　　　　　         　＠

FAX：           　－　　　　   －

TEL：           　－　　　　  － FAX：           　－　　　　   －

印

お申込み・お問い合わせ先

受付日
             年　　  月　　  日
NO.

出 展 申 込 書

      　　 年　　 　月　　 　日

㈱ 環境新聞社事業部
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-1-3 第１富澤ビル 
TEL .03 -3359 -5349  Fax.03 -3359 -7250 

URL：http://www.kankyo-news.co.jp/

役職名

所属名

役職名

事務局記載欄

環境就職ナビ2023 ～環境ビジネス 会社合同説明会～

●責任者・担当者印を必ず捺印してください。
●出展・広告掲載申込書は複写をとり、各自保管をお願いします。
●業務内容が本展示会・広告の趣旨にそぐわない場合には、お申し込みを受付けられない場合があります。
●銀行の振込受領書をもって、領収書に代えさせて頂きます。
●上記申込等を変更する場合は、文書にて事前にご連絡ください。

区　分 単価① （消費税10％込） 小間数② 出展料合計

1小間 385,000円
＿＿＿＿ 小間 ①×②＝＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 円（税込）

出  

展



３．出展の取り消し
出展者が次のいずれかに該当する場合は、主催者は出展を取り消
すことがあります。その場合出展者から支払われた費用の返還には
応じず、出展取り消しによって生じた出展者及びその関係者の損害
も補償しません。また、出展者は出展の取り消しによって主催者等
に生じた損害を賠償するものとします。

・出展者自らの都合で出展を取りやめた場合。

・期日までに出展料が納入されなかった場合。

・割り当てられた小間を第三者に譲渡し、また、貸与した場合。

・出展者が暴力団、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反
社会的勢力であると判明したとき、または、これらの反社会勢力を
利用していることが判明した場合。

・その他、主催者が本説明会にふさわしくないと判断した場合。

４．開催の中止または延期
主催者が、天災その他不可抗力等により会社合同説明会の開催が
難しいと判断し、中止した場合、それにより生じた損害についてその
責を負いません。また、開催が中止された場合、納入済みの出展料
及び説明会に要した費用について、償還と賠償の義務は負わないも
のとします。

５．出展に関する注意事項
主催者は、会場全体の管理に万全を期しますが盗難や天災、火災、
不可抗力等による損害は主催者では責任を負いませんので、出展者
において管理してください。また、出展者の行為で人身や施設に対
する事故や損害を発生させた場合は速やかに主催者に連絡し、出展
者の責任で解決してください。

６．小間位置の決定
小間割りについては、会場構成等を考慮し主催者側にて決定し
ます。

７．要項等の変更
主催者は、この要項を一部変更することがあります。変更した場合
は速やかに出展者及び関係者にお知らせします。

８．個人情報の取扱について
出展申込書にご記入頂いた申込者のデータは、本展の運営管理・
実施及び主催者・共催者の事業案内をする目的のために利用させ
て頂く場合があります。

また、出展者は、会社合同説明会を通じて「個人情報」を取得す
る場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、適法かつ適切な
取得をお願いします。出展者が取得した個人情報に関する紛争に関
しては、主催者は一切の責を負いません。

９．その他
この要項に定めない事項は主催者の判断によるものとします。

会社合同説明会について

１．出展料
1 小間＝350,000円＋税

２．申込の保留・キャンセル
・業務内容が本展の趣旨にそぐわない場合、主催者はその受付を保
留・拒否することがあります。

・出展小間料の支払いがない場合、主催者はその申込を取消す
ことがあります。

・出展申込の取消・解約は原則としてできません。万一、申込者
の都合により取消・解約する場合は規定のキャンセル料をいた
だきます。

出展要 項

小間の形状

環境就職ナビ

小間に含まれるもの

・社名板 1枚、テーブル（白布付１台）、パイプイス（10脚）、

コンセント（１ヶ所 /2口）、
一次電気幹線工事・電気使用料（1kw/100V）

・オンライン会社説明会

・合同説明会出展者ガイド（タブロイド版）掲載
1/2 頁（環境新聞 2/23 号）

・「環境就職ナビ」ウェブサイトへの求人広告※掲載（1年間）

・来場者へ会社説明会等のご案内メール配信

※出展者ガイド（タブロイド版）掲載と同内容

1980

2970

パイプイス

テーブル（白布）

壁面パネル 社名板：W1500×H300

1800

社　名


