
日 時 タイトル 会場 主催 ＵＲＬ

3/1 木 10:00-18:00 スーパービジネスフォーラム in 大阪 大阪 ＡＴＣホール あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt64&area=osaka

3/1 木 11:00-17:00 キャリタス就活フォーラム　大面談会 大阪 ハービスホール キャリタス就活 https://job.career-tasu.jp/2019/event/detail/70/

3/1 木 11:00-17:30 マイナビ　就職ＥＸＰＯ 大阪 インテックス大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/expo/2942/index.html

3/1 木 11:00-17:00 就活開幕 ＬＩＶＥ 京都 京都 みやこメッセ リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~180301_kyoto/r/?original=1

3/2 金 11:00-17:30 マイナビ　就職ＥＸＰＯ 大阪 インテックス大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/expo/2942/index.html

3/2 金 11:00-18:00 スーパービジネスフォーラム in 京都 京都 ホテルグランヴィア京都 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt65&area=kyoto

3/３ 土 11:00-17:00 キャリタス就活フォーラム　京都会場 京都 みやこメッセ キャリタス就活 https://job.career-tasu.jp/2019/event/detail/74/

3/３ 土 11:00-17:30 みん就フォーラム in 大阪 大阪 ハービスホール Rakutenみん就 https://www.nikki.ne.jp/event/20180303/?scid=we_chika_gosetsu_0303event

3/３ 土 12:00-16:00 福祉の就職フェア SPRING in OSAKA 大阪 京セラドーム大阪 大阪府社会福祉協議会 http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/Cms/Public/topic/31

3/３ 土 13:00-17:00 京都企業大集結　合同企業説明会 京都 京都テルサ 京都ジョブパーク https://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_104.cgi?CT=20&SID=160

3/4 日 10:00-17:00 就活開幕 ＬＩＶＥ 大阪 大阪 インテックス大阪 リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~18030405_osaka/r/?original=1

3/4 日 12:00-17:00 FUKUSHI就職フェア 京都 メルパルク京都 京都府社会福祉協議会 http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/news/20180304fukushi.html

3/4 日 13:00-16:00 わかやま就職フェア in 大阪 大阪 大阪産業創造館 和歌山県経営者協会 http://w-keikyo.com/goudou/

3/4 日 13:00-16:00 保育士向け就職・転職フェア2018 in OSAKA 大阪 AP大阪梅田茶屋町 BABY JOB https://ssmother.com/lp/fair/

3/5 月 10:00-17:00 就活開幕 ＬＩＶＥ 大阪 大阪 インテックス大阪 リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~18030405_osaka/r/?original=1

3/5 月 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　奈良会場 奈良 ホテル日航奈良 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/seminar/3186/

3/5 月 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　和歌山会場 和歌山 和歌山ビッグ愛 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/seminar/3187/

3/6 火 11:00-17:00
不動産デベロッパー就職フェア

「街づくりフォーラム in 大阪」
大阪 ハービス大阪 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt24&area=osaka

3/6 火 12:00-17:00 合同就職セミナー　大阪会場 大阪 マイドーム大阪 スポーツフィールド https://job.sponavi.com/2019/seminar/joint_recruit/2

3/6 火 13:00-17:30 合同就職セミナー 兵庫 姫路商工会議所 兵庫県 https://job2019.hari-match.com/service/event_detail.asp?EventID=181

3/7 水 13:00-17:00 就活開幕 ＬＩＶＥ 神戸 兵庫 神戸国際展示場 リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~180307_kobe/r/?original=1

3/8 木 12:00-16:00 企業発見＆選考準備 ＬＩＶＥ 京都 京都 京都烏丸コンベンションホール リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~180308_kyoto/r/?original=1

3/8 木 13:00-17:00 就活開幕 ＬＩＶＥ 和歌山 和歌山 和歌山ビッグ愛 リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~180308_wakayama/r/?original=1

3/8 木 11:00-17:00 合同企業説明会 大阪 パソナグループビル 大阪市 http://osakaladygo.info/joseikatsuyaku-suishin-kigyousetumeikai

3/8 木 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　姫路会場 兵庫 姫路商工会議所 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/seminar/3189/

3/8 木 13:00-18:00 ONE CAREER EXPO in KYOTO 京都 みやこメッセ ONE CAREER https://www.onecareer.jp/lp/19_037/kyoto/?utm_source=Gosetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=2018_EXPO03_KYOTO&waad=9Ymhbv5l

3/8 木 13:00-16:30 就職フェア in KOBE 2019 春期合同企業説明会 兵庫 神戸商工会議所 兵庫県経営者協会 https://www.hyogo-keikyo.gr.jp/s-fair2019.html

3/8 木 13:00-16:00 宇治市ものづくり企業合同企業説明会・面接会 京都 メルパルク京都 宇治市 http://www.city.uji.kyoto.jp/0000015732.html

3/8 木 13:00-18:00 世界一・日本一合同企業説明会 大阪 阪急グランドビル ハローワーク http://osaka-young.jsite.mhlw.go.jp/home/gakusei_kisotsu/_118226.html

3/8 木 14:30-17:30 エアライン内定のための対策セミナー 京都 メルパルク京都 朝日新聞社 https://careerpark.jp/employ/event/1979?token=07f7b58c208439cc712b0e4976ae1c03f4059f11

3/9 金 11:30-17:00 サーナ就職フェスタ（障がい者）大阪会場 大阪 ＯＭＭビル ウェブサーナ https://www.web-sana.com/site/festa/index.php?area=osaka&no=O9006&tab=kaisai

3/10 土 12:00-16:00 これからの日本を支える合同就職説明会 大阪 難波御堂筋ホール カイゴジョブ https://gakusei2019.kaigojob.com/events/1

3/11 日 12:00-17:00 マイナビ 業界研究ＥＸＰＯ 薬学生 大阪 コングレコンベンションセンター マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/yak/3082/index.html

3/12 月 10:30-16:00 就職博　滋賀 滋賀 クサツエストピアホテル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt78&area=shiga&go190312

3/13 火 10:00-18:00
クリ博就職フェスタ in 大阪

マスコミ映像フェスタ in 大阪
大阪 グランフロント大阪 クリ博ナビ https://www.kurihaku.jp/2019/event/show/id/41?utm_source=gosetsu&utm_medium=textlink&utm_campaign=kurihaku2019_03festamasfes_osaka

3/13 火 10:00-16:00 テッペン企業による天下一合説 大阪 ハービスホール 経済産業省 http://osakajobfair.com/event/detail/tenkaichi2018.php
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3/14 水 10:00-17:00 企業発見＆選考準備 ＬＩＶＥ 大阪 大阪 インテックス大阪 リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~180314_osaka/r/?original=1

3/14 水 10:30-17:30 福祉就職フェア FUKUSHI meets! 大阪会場 大阪 グランフロント大阪 FACE TO FUKUSHI http://fair.f2f.or.jp/osaka201803.html

3/15 木 10:30-17:30 福祉就職フェア FUKUSHI meets! 大阪会場 大阪 グランフロント大阪 FACE TO FUKUSHI http://fair.f2f.or.jp/osaka201803.html

3/16 金 11:00-16:30 ファッション・アパレル合同就職セミナー 大阪 グランキューブ大阪 Brand Career https://www.bc-j.com/archives/3553/

3/17 土 13:00-17:00 クローバー就職フォーラム　大阪会場 大阪 ＯＭＭビル クローバーナビ http://www.clover-navi.com/forum/20180317/

3/18 日 12:00-16:00 これからの日本を支える合同就職説明会 大阪 難波御堂筋ホール カイゴジョブ https://www.gosetsu.com/2019/briefings/view/31099

3/18 日 13:00-17:00
保育のお仕事＆栄養士のお仕事

転職・就職フェア　大阪会場
大阪 梅田スカイビル 保育のお仕事 https://hoiku-shigoto.com/fair20180318/

3/19 月 13:00-17:00 合同就職セミナー 兵庫 神戸サンボーホール スポーツフィールド https://job.sponavi.com/2019/seminar/joint_recruit/8

3/20 火 12:00-17:00 ファッションビジネス就職セミナー 大阪 マイドーム大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/fb/3400/

3/20 火 13:00-17:00 マイナビ医療・福祉業界就職セミナー 大阪 梅田スカイビル マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/iryofukushi/3113/

3/21 水 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　神戸会場 神戸 神戸サンボーホール マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/seminar/3188/

3/22 木 11:30-17:00 サーナ就職フェスタ（障がい者）大阪会場 大阪 マイドーム大阪 ウェブサーナ https://www.web-sana.com/site/festa/index.php?area=osaka&no=O0084&tab=kaisai

3/23 金 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　南大阪会場 大阪 あべのハルカス マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/seminar/3397/

3/26 月 11:00-17:00 キャリタス就活フォーラム　大阪会場 大阪 梅田スカイビル キャリタス就活 https://job.career-tasu.jp/2019/event/detail/71/

3/26 月 12:00-16:00 企業発見＆選考準備 ＬＩＶＥ 神戸 兵庫 神戸サンボーホール リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~180326_kobe/r/?original=1

3/26 月 13:00-17:00 合同就職セミナー　大阪会場 大阪 梅田センタービル スポーツフィールド https://job.sponavi.com/2019/seminar/joint_recruit/12

3/27 火 13:00-17:00 外国人留学生のためのマイナビ就職セミナー 大阪 梅田センタービル マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/overseas/3368/
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