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食事会セミナー出展に関してのご案内

就職説明会事業のご案内
〜体育会学⽣とのマッチング〜



本企画の背景

選⼿が就職活動にも部活動にも全⼒で打ち込むために

選⼿の就職⽀援
キャリアイメージの形成

選⼿の早期引退・
就職活動の不安の解決

効率良く企業様との
マッチングを実現

近年では、毎年のように就職活動の開始時期が変更になり、企業ご担当者様はもちろん選⼿にも⼤きな影響を
与えている。特に選⼿に関しては集⼤成である⼤会の開催時期と就職活動の時期が重なり、常に不安を抱えなが
ら活動しているという話もよく聞くのが現状である。
就職活動に不安を抱える学⽣は早期引退・退部を決断し、各部活動の責任者も競技と就職活動のバランスといっ
た部分で頭を悩ましている。
今回、こういった背景を解決すべく、選⼿が効率よく就職活動を⾏えるようにと企画の発案に⾄った。

体育会学⽣が競技を通じて培った粘り強さ、コミュニケーション能⼒を
発揮できる企業様を探しています

選⼿の就職活動をサポートすることで選⼿の将来の選択肢の拡⼤
そして企業様とのマッチングを最⼤限に発揮できると考えております



本企画のコンセプト

今回ご紹介するイベントは、⾼いマッチング⼒があり双⽅にとってのメリットが明確です
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名称

⽇時

場所

参加者

お問い合わせ

参加⼈数

就職活動スタートアップセミナー

焼⾁ 勝

体育会学⽣3年⽣

東京都渋⾕区桜丘町14-5 渋⾕サニーヒル4F
TEL 0120-17-1310/ FAX 0120-87-1310

主催

60名〜80名

株式会社スポーツカンパニー
アス街ドラフト＆FA

2017年3⽉21⽇
13:00〜17:00（開場12:30）

アス街ドラフト＆FA事務局

就職説明会概要

TKPガーデンシティ⼤阪梅⽥

・JR環状線「福島」駅から徒歩3分
・四つ橋線「⻄梅⽥」駅から徒歩2分
・阪神本線「福島」駅から徒歩4分

〒553-0003
⼤阪市福島区福島5-4-21 TKPゲートタワーホテル

■収容⼈数：約100名



企画概要（企業様出展メリット）

企業様の魅⼒を学⽣にアピールしやすいシステム。交流会の実施によって⾃社説明会や選考へのステップアップの
確率を上げやすくなります。

就活スタートアップセミナー

イメージ図
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学⽣ 学⽣ 学⽣

学⽣学⽣学⽣

① ③

④⑤

②

①『少数グループ』
1グループ8名程度で回るので学⽣の声も
しっかり聞くことができます

②『時間制』
1クールごとの時間を管理。学⽣全員が
回るので全員が企業様のお話を聞きます

③『交流会』
交流会で学⽣とさらに近い距離で接する
ことで⼈材の獲得に繋がります



就活スタートアップセミナー概要
当⽇の流れ（例）

◆

◆

・1グループ7・8名の学⽣が着席し、企業様のお話を聞きます。また、質問があればその場で質疑応答を⾏って
いただきます。また学⽣の個⼈情報シートは各企業のご担当者様に訪問した際にお渡し致します。

・説明会終了後、簡単な交流会と致します。フリーとなりますので、企業担当者様から積極的に学⽣と交流を
図っていただいても問題ございません。

『各ブース説明会（質疑応答含む）』

『交流会』

所要⽇数：半⽇
参加学⽣数：約60名
出展企業枠：6〜7社（1社2名まで）

就職活動スタート前の3年⽣に
アプローチできることでその後の

採⽤活動がスムーズに

1クール25分

約1時間程度

写真はイメージです



ご参画料⾦

注意事項

※必ず「キャンセルポリシー」をご確認の上、お申し込みください。
※上記料⾦は税抜の価格になります ※締切は必ずお守りいただくようお願い致します（締切後のトラブルに関しては当社は責任を負いかねます）
※お申込後は、開催までの⽇数によりキャンセル料が発⽣致します。詳しくは「キャンセルポリシー」をご参照ください
※各種オプション企画は無料でございます。ご希望の場合はお申し出ください。申し出のない場合は使⽤されないものと判断させていただきます。

【オプション企画】

企画 内容

資料配布
事前に資料をお送りいただければ当日参加する全学生に貴社資料を配布致します
サイズ：A4以内（余った資料は後日返送いたします）

弊社サイトへの企業情報の掲載
ご希望の企業様のロゴ画像をアス街ドラフト＆FAのサイトへ体育会学生積極採用
企業として1年間掲載させて頂きます

企画 価格

スタートアップセミナー
（1回につき） 300,000円（税別）

【出展価格】



エントリー⽅法

エントリーから登録までの流れ / キャンセルポリシー

①『就職フェアへのエントリー・お申込み』

②『登録⽤紙・規約事項確認書のご提出』

営業担当者にエントリーの旨ご連絡いただきましたら、エントリーシートを
お送りさせていただきます。（マニュアル・登録⽤紙・規約）

③『各種⼊稿』
会社のロゴマークや、各種デザインなど制作物に必要な事項をご提出
いただきます。

エントリー後5営業⽇以内にお申込みをいただく必要があります。
ご提出の⽅法は担当者からご連絡させていただきます。

④『事前の荷物送付』
前⽇までに荷物を会場の⽅にお送りいただければ、責任を持って受取、保管
させていただきます。（当⽇ブースまでお運び致します）

就職フェア当⽇へ
※エントリー受付後のキャンセルはキャンセル料が発⽣致します。

キャンセルポリシー

ご不明点などはお気軽にお問合せ下さい

【アス街ドラフト＆FA事務局】
〒150-0031 東京都渋⾕区桜丘町14-5 

渋⾕サニーヒル4F

TEL：0120-17-1310 / FAX ：0120-87-1310

出展料の20%

出展料の40%

出展料の100%

出展料の60%

61⽇前

お申込み前

31⽇前

15⽇前

開催⽇

■お申し込み後、開催⽇から起算して61⽇前まで＝出展料の20%
■開催⽇から起算して60⽇前から31⽇前まで＝出展料の40%

■開催⽇から起算して30⽇前から15⽇前まで＝出展料の60%
■開催⽇から起算して14⽇前から当⽇まで＝出展料の100%

※開催⽇から起算してキャンセル費⽤を算出する⽇数には、⼟⽇（祝）
も含みます。ご了承お願い申し上げます。



体育会出⾝学⽣の採⽤メリット

体育会学生・元アスリート 体育会人材が企業に求められる理由

これは、⼈間の本能の部分ですが、「隣の芝は⻘く⾒える」というように、⼈は⽣まれなが
らに、「ある種の不平等感」を持ち合わせています。スポーツは純粋に、「練習時間×能⼒」
で、＝「優秀な選⼿」になる訳でありません。例えば、バレー選⼿であれば、「⾝⻑が⾼い」
と⾔った武器になる部分を、全ての選⼿が持っていませんし、その事により、「低い選⼿」
は、「ある種の嫉妬」も覚えるでしょう。また、レギュラーを取られた選⼿は、「こいつが居
なければ・・・」と違う嫉妬も経験するでしょう。そして常に活躍を求められた選⼿は「誰か
やってくれよ。」と思いながらも、「⾃分が責任を取らなければ・・」とプレーしています。
これは、「潜在的に、全ての⼈が持ち合わせている事」でありますが、社会活動においては、
「現状を理解し、現状の組織や個⼈の能⼒を⾼める。」以外、解決⽅法はありません。この
状況化を、理解し、精神的に解決⽅法を、全てのアスリートは、無意識に備えております。

やはり勝ち負けの世界、チーム⽬標や個⼈⽬標で⽣きてきた経験があり、⽬
標値に対しての集中⼒と計画性は備わっています。

仮想社会を経験しています！

スポーツで鍛えた粘り強さが魅⼒です！

個⼈競技であっても、⼤会や試合など、⼈と⼈との交わりで、⽣きてきた経験
が豊富です。特にチームスポーツでは、普段から各個⼈の役割があり、個⼈が
秀でても、勝つ事に繋がらない事も多く、どのように「団体のモチベーショ
ン」を維持していくか？は、チームの⼈間と関わりが⼤切であり、その経験側
を、理屈でもなく無意識に備えているのです。

コミュケーション⼒が違います！

社会⼈としての”基礎⼒”が強い体育会学⽣

柔軟性
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傾聴⼒実⾏⼒主体性 ストレス耐性働きかけ⼒

若⼿社会⼈ 体育会学⽣(％)

求められる体育会人材。



アス街.ドラフト＆ＦＡのサービス内容

体育会人材と企業様をマッチング。
求⼈企業

FA
⼈材

ドラフト
⼈材

登録

求⼈紹介

求⼈依頼

⼈材紹介
アス街

ドラフト＆FA

体育会指導者、アマチュア指導者様の⽅へ

プロ、転職者の⽅へ

元アスリート（3年⽬以降）
元体育会転職者（3年⽬以降）

新卒・第⼆新卒（※）の体育会
現役引退直後のアスリート
※卒業3年⽬まで

現在ではプロ野球、サッカー、⼤相撲など、様々なスポーツが毎⽇のように新聞、テレビなどで⽬にすると思いますが、引退後のアス
リートを⾒ることは少ないと思います。ですが、そんな引退後のアスリートも第⼆の⼈⽣で多種多様な業種で⼤活躍されている⽅々もたく
さんいます。

そんな引退後のアスリートにスポットを当て、現役のアスリート、そしてそのアスリートを応援するファンの皆様も⼀緒にスポーツ界を
盛り上げていこうというサイトがこの『アスリート街.com 』です。

この活動の中から、元アスリートのセカンドキャリア事業を推奨する会社は多数あるが、セカンドキャリアを⼊⼝、出⼝と⾒⽴てた場合、
推奨する会社の殆どが、⼊⼝だけをアピールしている。しかしながら、セカンドキャリアの実態として⼀番に困るのは、下記2点だと認識
し、アス街で⾏っている出⼝（現在、両⽅を持ち合わせている元アスリートとの接点・応援含め）から活かせる部分です。

今後、『アスリート街.com 』は、セカンドキャリアの⼊⼝の⼤切さを痛感し、派⽣した⼈材紹介サイトは、『現役
引退後のアスリートの為に “様々なサポート体制を作っていきます”』をコンセプトに『アス街ドラフト＆ＦＡ』
と⾔う、体育会学⽣、元アスリートの就職紹介事業でございます。

①⽬標設定（同スポーツの先輩の姿など）
②社会接点の創造（社会に必要とされていく事）



アス街は、スポーツ業界の発展に貢献していきます

体育会・元アスリートを応援します！
株式会社 ジェイアイエヌ27 株式会社 スポーツカンパニー
代表取締役 中根 仁 代表取締役 岡 泰秀
仙台市⽣まれ。東北⾼では１学年下の佐々⽊主浩⽒らとと
もに甲⼦園に出場。法⼤を経て１９８９年にプロ野球近鉄
バファローズに⼊団。強打の外野⼿として活躍し、９８年に
横浜（現DeNA）ベイスターズへ移籍して３８年ぶりの⽇本
⼀に貢献した。２００３年に引退するまで１５年プレーして
通算１０９２試合に出場した。翌年から横浜で２年間スカウ
ト、その後は２０１３年までコーチを務めた。

【アス街ドラフト＆FA事務局】
〒150-0031 東京都渋⾕区桜丘町14-5 渋⾕サニーヒル4F TEL：0120-17-1310 / FAX ：0120-87-1310

有料職業紹介事業許可番号 13 -ユ -307239

１９７５年、京都府⽣まれ。⼤阪体育⼤卒。プロ野球近鉄バ
ファローズに就職し、梨⽥昌孝監督付や社⻑室で広報担当
などを務める。２００４年の球団消滅後、スポーツマネジメ
ント会社に転職。０９年にスポーツマネジメント会社「スポー
ツカンパニー」を⽴ち上げ、代表取締役社⻑を務める。⺟校
の⼤体⼤で硬式野球部のコーチも務める。

【関連サイト】
アスリート街.com

アドバイザーが、試合や⼤会を避けて⾯接などの⽇程を調整しますので安⼼です。

アドバイザーが、履歴書の書き⽅や⾯接の受け⽅などを教育するので安⼼です。
4.どんな職種に就けるかわからない。
⼀般企業でやっていけるか不安2.競技が忙しく、就活の時間がない

3.⽬⽴った競技実績がない。勉強に⾃信がない

1.就活の⽅法がわからない
学歴・競技成績不問の⼈物主義のため、勉強の成績や競技成績などで⾃信を
なくさずに就活に打ち込めます。

アドバイザーがあたなの本⾳や夢を聞き、あなたに適した企業を紹介します。

体育会学生のこんな悩みを全力でサポートしています



宜しくお願い致します

0120 67  1310- -

お気軽にお問合せください
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