
もっと、「エクスペリエンスから、エンゲージメントへ」

2024

人材採用を、新たなフェーズに。



「集める」から、インタラクティブに「つながる」までが、

「しずキャリ」一つで可能に！

「データ」だけでは伝わらなかった

リアルな雰囲気を、オンラインでも伝えられる。

そこから出会いが生まれ、

「心理的に」つながるナビサイト！

それが「しずキャリ」です。

もっと、「エクスペリエンス から、エンゲージメントへ」

しずキャリ１つで、もっと出会える！
双方向コミュニケーションもできる！

「静岡の採用・就職をHappyに」
入社、そしてその後も、働くすべての人たちが、生き生きと自分らしいキャリアを歩んでいく。

その橋渡しと手助けをしたい…！

「しずキャリ」は、こんな思いで誕生しました。

SJCは、いち早く静岡県に特化した採用メディアを構築してまいりました。今後　も、企業様と学生や働く人たちがHappyになれる取り組みをしてまいります。

P.11へ

2 3オンラインもオフラインも
リアルな出会いの場に。

オンラインイベント／リアルイベント
P.5～6へ P.5～6へ

フィード／　特徴タグ フォロー／チャット

貴社オリジ　ナルを、自由に。
リアルな雰囲　気が伝わります。  

「フォロー」を集め
「チャット」でダイレクトにつながる。１
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【母集団形成】　　　　　　　　【採用ツール作成準備】・【業界・仕事理解促進】　 【企業理解促進】 【本エントリー向けPR】　【計画】

2022年 2023年

学内キャリアガイダンス（通年）

冬休み 後期試験前期試験 春休み

プレセミナー・業界研究セミナー

冬期インターンシップ夏期インターンシップインターンシップセミナー

エントリー開始 選考試験開始

面接対策筆記試験対策業界研究・企業研究 OB・OG訪問

就職情報サイト掲載（インターンシップ情報・企業情報）

合同会社説明会

単独会社説明会

自己分析

しずキャリサイト掲載《スペシャル》　〈しずキャリメール配信〉

DM送付DM送付 インターンシップサイト／ムービー パンフレット作成 採用サイト作成 リーフレットインターンシップ向け
パンフレット作成

しずキャリセミナー【リアル】 ／ しずキャリセミナー【オンライン】 ／ しずキャリゼミOnline ／ しずキャリ就活講座Online 3月以降しずキャリセミナー

キャリタス就活の静岡県出身者
及び、静岡県内大学在籍者にも
広報しています。

採用コンセプトの立案から実務的なサポ　ートまで！最新の採用マーケットの状況を定期的にご提供します。

夏休み

キャリタス就活は、しずキャリの
パートナーサイトです

Planning

×

9,779名
登録学生数
※静岡県出身者及び静岡県内大学在籍者
（22SJCナビ＋22キャリタス就活登録者）

しずキャリは、もっと学生と　  つながる場へ

静岡県に特化
全国区企業に情報を埋もれさせない！
静岡県の市町村まで絞り込んだ企業検索が可能です！

リーズナブル／通年対応
最長2年掲載可能！プレ期～グランド期まで通年利用でき、
インターンシップエントリー・本選考エントリーが取得できます！

双方向性
コミュニケーションツール
『学生に直接届く』チャット機能で、
選考・内定者フォロー・入社までをエンゲージメント！

しずキャリの特徴

貴社の魅力や社員の声を
自由に伝えることができます。

※実際のイメージと異なる場合があります。

フィード記事投稿機能

貴社をフォローした学生へ、
エントリーや説明会への
誘導ができます。

フォロー機能

学生との個別のやり取りが
スムーズに進みます！
画像・動画の送信も可能。
相互理解を促進します。

チャット機能

学生が気軽に開ける
ナビサイトに！
イベントで接触した学生が
QRコードを読み取って
訪問登録をします。

スマートフォンアプリ対応
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◀昨年のキャリタス就活静岡エリアページ



フォロワー・エントリー学生・就活イベント・説明会参加学生との
個別のやり取りがスムーズに進みます。 

全プランで説明会予約・エントリー受付が
できます。

説明会受付画面

貴社と学生をつなぐチャット機能で、
学生へのダイレクトメッセージが可能。

説明会 学生がインターンシップ・
説明会へ参加する4発見 学生から発見される1 フォロー 学生がフォロワーになる２

静岡県に働くステージのある企業様を
限定掲載。貴社の発見率を高めます。

貴社の魅力や社員の声を
伝えることができます。

興味喚起を促す、
フォロー機能・フィード記事。

フィード記事の配信や企業情報で、興味を持った学生が貴社をフォロー。
自動フォロー機能でフォロワーを集めることも可能です。（スタンダード・
スペシャルプランまたはオプション）

大型サイズの画像掲載で、働く社員や社内の様子が伝わり、
学生が貴社の社風をイメージしやすくなります。

フィード記事で、貴社の魅力・特徴を発信してフォロワーを増やし、
エントリーやインターンシップ・説明会へ誘導します。

フォロー中企業一覧

■ 先輩社員インタビュー

■ 自社の理念（ビジョン）

■ 企業の魅力・近況

■ 働く社員の声

■ 社長メッセージ

■ インターンシップ情報

■ フォトアルバム　など

フィード記事投稿

会社トップ画面 採用情報画面

フィードプッシュ通知でフォロー外の学生にも説明会を広く告知
できます。（スタンダード・スペ シャルプランまたはオプション）

で、貴社の新卒採用をサポートします。

学生がチャット内で
説明会予約を完結できる！

特徴タグを自由に設定可能。
マッチング度の高い学生にヒットする可能性が広がります。特徴タグ

貴社の特徴を伝えることができます。 特徴タグは、検索も可能。

※実際のイメージと異なる場合があります。
※推奨ブラウザ Google Chrome （最新版）

チャット 学生と双方向のやり取り3

写真・ファイル・動画アップロード、
ダウンロード可能（50MBまで）

企業イベント情報

　WEBSITE（ナビ）
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ライトプランに自動フォロー機能、オススメ表示機能などを追加！
「学生への訴求度をアップしたい」とお考えの企業様におすすめ 

フォロー機能、チャット機能、フィード記事投稿機能

貴社をフォローした学生には、
フィード記事や説明会更新情報などがお知らせされます。

通年でエントリーを受け付けることができます。

フォロー機能

エントリー機能

フォロワー・エントリー学生とメッセージのやり取りが可能です。
チャット機能

説明会情報

学生が登録した会員情報（学歴・文理・静岡県内の住所）や希望条件
（業種・職種・勤務地）とマッチする企業が自動的にフォローされます。

自動フォロー機能

フィード記事投稿
自由に記事を作り貴社の魅力を発信していただけます。

オススメ表示機能
企業ページ下部に貴社がオススメ企業として表示されます。

ライト スタンダード

採用情報

企業情報

検索結果一覧上位表示
学生が企業を検索した際に上位に表示されます。

フィード記事の制作代行
先輩社員インタビューなど、電話取材にて文章作成可能です。
画像データは企業様からいただき掲載します。（４回まで）

フォロワーの学生には、
チャットやフィード記事投稿で
直接的なアプローチが可能！

ピックアップ企業としてトップページへ掲載します。
ピックアップ企業掲載

まだフォロー・エントリーしていない学生を対象に
フィード記事の投稿が通知されます。

フィードプッシュ通知

フィード記事の投稿を
お知らせして
フォロワー・
エントリー学生を獲得

（4回まで）
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オリジナルデザインの特別取材ページと、トップページ掲載のバナーで
貴社の魅力を学生にわかりやすくPR！

学生への認知度の向上、
露出を増やしたい！

どうやって自社の魅力を
伝えたらよいかわからない

自社の魅力を
視覚的にも伝えたい！

こんな企業様に特におすすめ！

イベント会場で学生に配布。
学生へDM発送（別途料金）もできます。

リーフレット（オプション）
トップページの上部にオリジナルバナーを設置。
学生の注目を集めることができます。

トップページバナー掲載

浜松熱処理工業株式会社様ライフサービス株式会社様
取材による記事・情報をたっぷり掲載！
働く社員や経営者のナマの声、
職場の雰囲気が伝わり、
企業を身近に感じられると好評です。

イベント会場では
取材記事を掲示する
特設コーナーを
設置します。

取材記事＆トップページバナー掲載で発見・認知度が格段にUP！！

※価格はすべて消費税別となります。

■ メッセージがダイレクトに届く!
■ 視覚的にも貴社を訴求！

テキストと画像のメッセージを、しずキャリLINEから１回送信。
【200文字まで、画像作成費込】

※細かな配信日は弊社で決めさせていただきます。
※その他プランもございます。別紙をご覧ください。

■ 1社単独送信ができる!
■ 送信者名も【貴社名】に変更可！
■ 学校等、送信対象セレクト可！

学生の個人アドレスに直接届く!

しずキャリ メール配信

本サイトプランをお申込みいただいてから、2024年3月下旬までご利用いただけます。

×

外国人採用をお考えの企業様には、多言語対応ボタンもご用意いたします。スペシャル

10万円
10万円

20万円

20万円テキストメール

HTMLメール
■ 視覚的にも貴社を訴求！
■ １回配信。画像作成費込。
※細かな設定等は弊社で決めさせていただきます。

テキスト＋貴社オリジナル画像メッセージ　

■ 無制限で配信可！
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基本機能

学生データ管理システム

フォロワー・エントリー学生とのチャット

フィード記事投稿機能

フィード記事の制作代行

自動フォロー機能

フィードプッシュ通知

ピックアップ企業掲載

オススメ表示機能

検索上位表示

スペシャルページ掲載

トップページバナー掲載

多言語対応ボタン

動画掲載

(フォロー、エントリー、
インターンシップ・説明会予約)

(動画企業一覧ページへリンク掲載)

10万円
10万円
10万円
5万円
5万円
5万円
ー

ー

10万円
10万円

基本企画

プラン名

価格

企業情報ページ
オプション

スペシャル

60万円
スタンダード ライト

20万円40万円
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パーテーション基本イメージ▲
ブース形状・寸法・脚数は会場によって異なります。 

㈱ Ｓ Ｊ Ｃ

早期から“リアル・オンライン就活”に学生を誘導
企業・学生、双方の視点で中身の濃いイベントを開催

じっくり集中して話ができるブース！ 
プロジェクター利用やブース装飾で視覚的訴求を！

■ 電源代…5千円※1口2コンセント

■ マイクセット…5千円※マイク・卓上小型スピーカーのセット

■ 大型ブース…20万円※参画価格に加算

■ アテンドスタッフ（呼込要員）…3万円※1会場1名につき

■ 資料配布…10万円※1会場1資料につき

■ イベント参加告知メール…2万円※配信1回分の価格

オプション※価格はすべて消費税別

【IT・ものづくり業界】
インターンシップ＆仕事研究

【IT・ものづくり業界】
インターンシップ＆仕事研究

就活お役立ちセミナー
【第1部】社会人と学生の交流会

就活お役立ちセミナー
【第1部】社会人と学生の交流会

資料コーナー資料コーナー

全ブース、パーテーション付

特色あるイベントを展開

・企業ブースに飛沫感染防止の仕切りを設置

・企業ブース等の配置間隔を空ける

・来場学生、出展企業関係者、運営スタッフのマスク着用を義務付け

・入場時の検温

・会場内に消毒液を設置

・会場内の定期的な換気の実施

・会場内の人数制限

・手洗いや咳エチケット等の啓発文章の掲示 …など

会場での感染症防止対策

学生は企業ブースにある
イベントエントリー用
QRコードを読み取ります。

リアル

オンライン ■ 1社30分　 ■ Zoom使用　■ LIVE配信　■ Q＆Aで質疑応答も可

ZOOM

採用ご担当者様

企業プレゼン・質疑応答（1社30分）

しずキャリスタッフ

全体進行
質問サポート

学生（PC・スマホ参加）

約25分：企業プレゼン 視聴
約５分：企業への質問

実施イメージ

※操作等
　事前レクチャー
　致します

■ 地域限定
■ 業界限定
■ U・Iターン、理系、営業職
■ 個性派コンセプト
…など

イベントで接触した学生のデータを
即取込できます。
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　EVENT

イベント名開催形式

開催形式

特 徴 価 格

インターンシップ＆仕事研究

合同会社説明会リアル

オンライン

オンライン

【IT・ものづくり業界】

オンライン

早期から活動する意欲の高い学生に、貴社を印象付けることができます。
年明けに開催している新春セミナーは、年末年始で帰省中の学生も
参加可能なため、県外大学在籍学生にも訴求でき、企業PRに効果的。

静岡県就職を希望する意欲的な学生と直接出会うことができます。

業界に関心のある、また専門的知識を身に付けたコアな人材を
ターゲットにするため、ムダを省いた効果的訴求が可能。

20万円
20万円

イベント名 特 徴 価 格

しずキャリゼミOnline

しずキャリ就活講座Online

人事担当者・社員の方と、しずキャリスタッフのかけ合いを通じて、
貴社の雰囲気や人間関係、人柄、魅力を伝え、
Uターンや貴社への志望を高めるWEBイベント。

学生に役立つ就活情報を提供するオンラインの学びの場です。
人事担当者様から、学生にフィードバックをしていただきます。
貴社を認知させるだけでなく、人間関係づくりの場としても有効です。

20万円
15万円

15万円

5万円

就活中の学生に貴社の存在を認知させ、
企業PRと説明会や選考会の告知ができるWEBイベント。
県外校学生の参加も期待できます。

大都市圏はもとより、全国各エリアでの合同会社説明会にもご参加いただけます。

■ しずキャリ・キャリタス就活会員へのメール配信
■ DM（しずキャリ・キャリタス就活）
■ キャリタス就活静岡エリアページへの掲載
■ WEB・SNS広告
■ YouTube

イベント告知方法

広域採用・留学生・外国人採用の対応もお任せください。
しずキャリLINE
告知イメージ

■ 学校訪問（ポスター掲示・チラシ配布や設置）
■ しずキャリLINE配信・タイムライン更新
■ 電話でのイベント案内
■ ふるさと就職応援ネットワーク（Fネット）
■ テレビCM  ・・・ほか

Online
【ご注意】お申込後の取消は、開催日の60日前からキャンセル料が発生します。詳しくは別紙をご覧ください。※大型ブース、電源代、消費税別途

就活講座



ホームページ

会社説明動画

▲採用特設サイト ▲採用サイト

▲ソリューションサイト ▲採用サイト ▲採用サイト▲採用サイト

▲採用サイト

学生の価値あるエクスペリエンスのために。貴社へのより高いエンゲージメントのために…！

貴社ならではのオリジナリティある
クリエイティブで、自社ブランディングを。

LINE採用企画・設定
■LINE公式アカウント
■next»（LINE採用システム）
学生に友達登録を促し、LINEでつながりましょう。
会社の魅力や説明会情報をメッセージで定期配信。
LINEでスムーズな情報提供と連絡をしませんか？
初期設定から運用サポートまでお任せください！

分岐動画

動画

説明会用パワーポイント

イベントブース装飾ツール

コーポレートサイト・採用サイト

▲コーポレートサイト

ポスター、タペストリー、バナースタンド、テーブルクロス、椅子カバー、フラッグ、マット 等

ペーパーメディア
入社案内・会社案内・リーフレット

キャラクター・漫画制作
アイキャッチ効果大！
貴社への興味の入り口に！
企業サイトやブース装飾等、
さまざまな用途でお使いいただけます。
動物モチーフ等も可能です。

■キャラクタームービーを使用したHP■漫画（企業紹介、先輩社員エピソードなど） ■イメージキャラクター制作

➡ ➡
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　採用ツール

スマホゾーン★アド

画面3分割（動画・スライド資料・チャプター）

会社説明＋先輩・仕事紹介動画

ポイント（大学等）周辺に「今いる人」
「住んでいる人」「過去に訪問した人」の
スマートフォンへ、WEB広告配信ができる
サービスです。

ターゲットを絞り込んだWEB広告配信が可能！

シズオカ商事の秘密を知る！➡



人材紹介・中途採用

ダイヤモンド・テストシリーズ
〈コンピュータ診断方式〉
・総合能力診断システム DATAシリーズ
・コンピュータ人材診断システム DPI-COM／DATA-COM
・情報技術者適性診断システム DATA-OA
・変化対応力診断システム D-CAPS　
・知的能力診断システム PUREシリーズ

〈WEB診断サービス〉
・態度能力診断（適性検査） Web-DPI
・ストレス耐性診断  Web-DIST
・基礎知的能力診断 Web-DBIT

●人材紹介事業
　（厚生労働大臣許可 22‐ユ‐300344）

求人企業と求職者、双方の希望を満たすようマッチングを図り、新卒の場合は内定承諾段階、
中途の場合は入社の段階で料金が発生する“成功報酬型”の有料人材紹介システムです。

■ 採用管理アウトソーシング
　ＷＥＢサイト代行管理、
　学生データ入力・管理等の母集団管理
■ テレマーケティング代行

アウトソーシング
季節限定的だった採用業務はいまや
一年を通じて、常に多忙を極めるように
なりました。
採用のみならず、教育研修を兼務する
ご担当者様のサポート、バックアップを
させていただきます。

各種試験・検査、教材、内定者フォローツール

■ 採用活動の労力を軽減
■ 無駄な経費が掛からない成功報酬型
■ 貴社紹介前にＳＪＣで面談
　　　　　　　→ミスマッチを軽減
■ 即入社可能な求職者にも
　　　　　　　対応可能（既卒3年枠）

■ 試験「ダイヤモンド・テストシリーズ」
　（採用選考・適正配置・管理職登用・人材育成等 各種）
■ 教材「内定者フォロー～新入社員－フレッシャーズコース」
　（ダイヤモンド社）
■ WEB「内定者管理システム」（ダイヤモンド社、他）

■ 試験「ダイヤモンド・テストシリーズ」
　（採用選考・適正配置・管理職登用・人材育成等 各種）
■ 教材「内定者フォロー～新入社員－フレッシャーズコース」
　（ダイヤモンド社）
■ WEB「内定者管理システム」（ダイヤモンド社、他）

WEB「SJCナビキャリア」（中途）
https://www.sjc-net.co.jp/career

WEB「SJCエージェント」
（新卒、または既卒3年以内）
http://www.sjcnavi.com/agent

〒422-8051  静岡県静岡市駿河区中野新田57-43
TEL.054‐281‐5566　  FAX.054‐284‐8310
https://www.sjc-net.co.jp　info@sjc-net.co.jp

■ 新入社員オープン研修
■ 新入社員フォローアップ研修
■ OJTスキルアップセミナー
■ 学生を惹きつけ志望度を上げる！
　会社説明会プレゼンテーション講座
■ 採用面接官【初級・中級】トレーニング研修
■ 採用面接官プロフェッショナル養成セミナー
■ 効果的なマネジメントのための
　コミュニケーションスキルアップセミナー
■ メンタルヘルス（心の健康づくり）セミナー
■ 内定辞退防止セミナー
■ インターンシップ導入セミナー

オープン研修 （開催実績）
教育・研修、講演会、講師派遣

徹底したヒアリングの上、“貴社の課題を解決するためのオリジナルの研修”をご提案。
組織の経営戦略や対象者に応じて、独自の研修プログラムを立案いたします。

オリジナル

当社では、多彩な講師陣とネットワークを結んでいます。
講師陣は一流の専門的な研修スキルを保持しています。

プロフェッショナル

適性検査と組織診断を活用することで個人の性格や能力、
組織の傾向を科学的に分析し、研修を実施することができます。

サイエンス

当社はプライバシーマークの
認定を受け、個人情報の適切
な取扱いに努めています。
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