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求職申込み手続きのご案内

� 求職申込み手続きは、どのハローワークでも受け付けています。
ただし、雇用保険受�手続きなどを行���は、��を��するハローワークで手続
きする必要があります。

� 求職申込み手続きは、次の方法があります。
���：ハローワーク内に設�されたパソコン（検索・登録用端末）で、求職申込み情

報を入力（仮登録）�に、��で申込み手続きを行�。
� 求職申込�（�記�）もご用�しています。

���：ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンから、「ハローワークイン
ターネットサービス」に�ク�スし、事前に求職申込み情報を入力（仮登録）して
から、ハローワークに出向き、申込み手続きを行�。
� 入力（仮登録）��������（���が���の��は前開��まで）にハローワークにお越しください。

�����������

�ハローワーク内のパソコン（検索・登録用端末）で
求職申込み情報を入力（仮登録）する
�「求職申込�」（�記�）もご用�しています

申込み手続きを行�
（申込み内�や��条件の��など）

求職申込み受付��（ハローワーク受付票を�付）

（��する��）求職者マイページを開設する

②ご自宅のパソコンやスマートフォンから
ハローワークインターネットサービスに�ク�スし

求職申込み情報を入力（仮登録）する

������������

����

������������（イ�ー�）

�入力��������にハローワーク�

�

��や����、��、��する
�事や�業��、�業��、�業�
�、��などの��条件について、
入力します。

入力方法や��方法が�からない
��は、��付けの���などをご
覧いただくか、ハローワーク職�に
お��ください。

職業��、求人情報の提供、����の�����イス、職業��などの
��サービスをご利用いただけます



求職申込みの手続きが終わると、

「ハローワーク受付票」

を発行します。

受付票には、求人情報の検索の際に必要
となる求職番号が記載されています。

また、この受付票で全国どのハローワー
クでもご利用いただけます。

ハローワークにお越しの際は必ずご持参
ください。

ハローワーク受付票

②

ハローワークインターネットサービス

ハローワークインターネットサービスでは、次のサービスを提供しています。ご自宅の
パソコンやタブレット、スマートフォンからもご利用いただけます。

○ 全国のハローワークで受け付けた求人を検索できます。ハローワーク内にあるパソコ
ン（検索・登録用端末）と同じ情報を検索・閲覧できます。

○ ハローワークに出向く前に、事前に求職申込み情報の入力（仮登録）ができます。

○ 「求職者マイページ」を開設すると、求人検索条件の保存や気になった求人の保存な
ど、より便利なサービスをご利用いただけます（３頁参照）。

○ ハローワークがあっせんする職業訓練（ハロートレーニング）の情報を検索できます。

○ そのほか、ハローワークの利用方法や雇用保険手続きなどについてご案内しています。

ハローワーク受付票（見本）

上
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求職者マイページの開設を��する方は、ログイン���ントとして�用する�ー��
�レスをご用�の��、��でお申し出ください。��で�ー���レスを登録�（�）、
ご自�でハローワークインターネットサービスから手続き（②��）をお�いします。

����イ�ー�����

ハローワークインターネットサービス�に「����イ�ー�」を開設すると、��の
サービスが利用でき、お�事�しがより便利になります。

○ ������������������することができます。

○ ハローワークでご��した求人内�や����を��することができます。

○ �ッ�ージ��により、��した求人の��者とやりとりできます。ハローワークか
ら求人情報やお�らせをお�りする��もあります。
��ッ�ージをやりとりできるのは、求人事業�が「求人者マイページ」を開設している��に�られます。

マイページ
開設��

パスワー�登録
���ー入力

�ー�で
���ーを受�

登録した�ー���レス
を入力

利用��などに同�

「求職者マイページ開設
（パスワー�登録）」�タン

をク�ック

ハローワークインター
ネットサービスに
�ク�ス

ハローワーク��で
�ー���レスを

登録

サービス��

�イ�ー�����

����イ�ー��ー���（イ�ー�）

よく��検索条件を保存する
ことができます（３件まで）。
検索条件は��することもで
きます。

介護（フルタイム）

介護（パート）

介護（夜勤なし）

明日 勇気 様

利用安定所名：霞ヶ
関公共職業安定所

新着メッセージ：１件

求人情報を検索・閲覧できます。
求職者マイページから求人検索をす
る��、求職番号の入力を��するこ
とができます。

ハローワークから��された求人の
内�や���を��できます。

ハローワークからの��で��した
求人事業�と�ッ�ージ��を�用し
てやりとりできます。

ハローワークに登録した求職条件の
内�を��できます。��したい��
は、ハローワークにお越しください。

ハローワーク受付票を��すること
ができます。

�

���事��
・ 求職者マイページは、ハローワークおよ�ハローワークインターネットサービスを利用して�職��を行�ことを

��する方を��に、求人情報の検索・閲覧など�事�しに必要なサービスを提供するものです。
・「求職者マイページ」は、を開設するには、ハローワーク�の求職登録が必要です。
・ マイページを開設するには、ログイン���ントとして�用する�ー���レス（パソコン、スマートフォンな
ど）が必要です。��でご登録ください。また、利用��およ���イ��ー���ーに同�いただく必要があり
ます。

・ 求職が��となった��、��サービスが利用できなくなります。

� 求職者マイページを開設しない��でも、�き続きハローワークの��で職業��、職業��、その�のサービスを
ご利用いただけます。

� ② � � � � �

検索条件１

保存した条件名

保存した条件名

保存した条件名

検索条件２

検索条件３



��������
� �����������������������? �

表面

裏面

ご��により、ハローワークに求人を申し込んでいる事業�に、求職登録したあなたの
求職情報を��ー�できます。

��������ット�

� あなたの��、����、��や��条件などを求人事業�に��できます。

� �いもしなかった求人事業�から��ロー�（�ク�スト、求人�の����）を受け
る��ンスが�がります。

� 求人事業�から��ロー�を受けることで、�まで気がつかなかった自�の���を発
�できます。

����������ハローワーク��������������

� �開する情報は、�人が��されない��の情報です。また、どの情報を�開するかは
事前に��できます。

� あなたの情報をハローワークやハローワークインターネットサービスを�じて求人事業
�に提供し、あなたの��・�力を��ー�します。

� 求人事業�から、ハローワーク�「あなたに��してほしい」と�ク�スト（求人�の
����）があった��は、��条件を��の��ハローワークからあなたにご��を
しますので、求人内�をご��ください。��に��ものであれ����に��ことに
なります。��に�わないものであれ�、お�りいただいてかまいません。

�

ＭＯＳ Ｗｏｒｄエキスパート

ＭＯＳ Ｅｘｃｅｌエキスパート

ＭＯＳ ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ

日商簿記２級

求職公開シート（見本）



������

ハローワーク内に設�されたパソコン（検索・登録用端末）で、��の条件に��求人を
�すことが出�ます。
ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからも、「ハローワークインターネット
サービス」に�ク�スし、求人を�すことができます。

��������（イ�ー�）

��������������������

ご覧いただく求人情報には、事業���（事業��、���、��番号など）が��されて
いる��と��されていない��があります。

事業���については、求人事業�の�向を�ま�て�開しています。
�開方法（�開��）は、次の３つのパターンに�けられます。

����������������������
��ハローワーク��������������������������
�����������������������

検索した求人について��したい��や事業���を�りたい��、あるいは求人事業��
の��を��される��は、��りのハローワークにお気�にご��ください。
その際、ご��の求人が�載されているページまたは求人票、求人番号を��てお持�くだ

さい。

�

����（�������）��（イ�ー�）

�したい求人の条件を��・入
力する��です。

求職番号を入力して検索します。

「求職者マイページ」（３頁参
照）を開設している��は、ログ
インして検索します。保存した条
件で検索することもできます。

介護���

���イ�

���� ハローワーク��

���

�������

新着

１名

����日：������18日 �介��日：����7�31日

�� 205,000��290,000�

��ー��ー������������������利用者���
����������ー������������
������

�������（１ヶ���）

���
���日�：���
���日�：���日

������
59���

52010- 3591

���������������
��

�勤なし���� ����なし ��（��10���） �イ�ー�勤� ���ター���

ト�イ�ル�用�用

�ハローワークで���は前�
（開��）に受�された求人は、
「��」と��されます。

�「�����」�タン
求人の�しい内�（求人情報

（��）��）が��されます。

�「��������」�タン
「求職者マイページ」（３頁

参照）を開設している��は、
気になった求人を保存できます。



����（��）��（イ�ー�）

�

介護���

���

��ー��ー������������������利用者���
����������ー������������
������
���������������������������
�������
��������ク��ー�����
���������������
����� ��
��用���������������������������
����

�用��

���������������

�用��������用��

����

���������

�100�0000

����������１����

52010- 3591

���� ハローワーク��

�100�0000

����������１����

����

��では、��を��に��ています。��が�き�きとしてい
ることが、ご利用者�やご��、�いては��の���のサービス
向�につながると��ているからです。
「�き方��」にも���に�り�み、��の��を�きながら
業�の���に�り�み、����も全����で������ま
で��しています。
��てや����をされる方には、�フトの要��、��な�り
��に��をすると�に��りの方の��も��できるよ�、業�
��の��しなど、���に�り�んでいます。
��として、���続��も����てきており、「�きやすい
職�」になっているものと自�しております。
��と��に��っていただける方、ご��をお��しておりま
す。

�「��票���」�タン
求人票を��できます。
求人票の�方は、次ページ

をご覧ください。

��������日

�����
�業��や����の��

を��できます。
（�）��は求人票には�載されません。ご�

�の��は、��で「�業��・����
の��」をお�しします。

�「�������」�タン
��情報（��やパンフレット

など）を��できます。
（�）求人事業�が��を登録している��の

み、�載されます。

�����������
この��では、求人情報の

ほかに、求人・事業���情報
を�ることができます。
（��）求人事業�が��情報を登録している

��のみ、�載されます。
（��）求人・事業���情報の内�
・事業�からの�ッ�ージ
・���な��・�業�・���
・��
・�要���
・����
・�利��の内�
・����
・����の内�
・職����
・�職��
・事業�に�する�記事�
・��者�の��に�する��（�業��
�ジ�ブコー�の��、�レ�ーターの�
�、��設�の��など）

（�３）求人・事業���情報は求人票には�
載されません。ご��の��は、��で
「求人・事業����ート」をお�しします。

��ー��ー�
求人事業�の�ー�ページ

を��（�ンク）できます。
（�）求人事業�が���を登録している��

のみ、�載されます。

������

����業所� ������ ��� ���� ������ �������条件�� ������� ����� ����関������� ��� ��業所�����

�業所���� �気����保存職������イト���

����

����日

�業所名

所��

�ーム�ージ

����

�����

����

����

246

20

17

10

6

新��

����

���

新��

�����

�����

����
�����

����

�����

����

職�

����

�業所���メッセージ

����

�� ��業所���� ��� ��業所�������������������

http://www.xxxxx.xxxxxxxx

中
央
線



��票�見�

51010

51201

「����」
ハローワークはこの番号を�って求人を��して
います。求人番号が�かれ�全国どのハローワーク
でも求人内�を��できます。

「�����」
�事の内�について、ハローワークの職
�が求人事業�に��し、�しい内�を�
�することもできます。

「����」
この�の��には��の��があります。

���タイ�������
�「���」：��雇用で、雇用��の�
�がなく、フ�タイ�のもの
②「�����」：����、���、�
�など�����のもの
�「������」：��を��て雇用さ
れる����者のこと。なお、��者��
事業者（����）に登録して、�事があ
る�だけ雇用��を��、���で�くい
わ�る「登録���」については、�に�
��が�まっている��のみ、ハローワー
クで�り�っています。
�「������」：��を��ないで雇
用される����者のこと。

（�）フ�タイ�����とは�りません。

��ートタイ�������
�「�ート���」：���より�業��
が�いもの
②「�������ート」：��を��て
雇用される����者のこと。なお、��
者��事業者（����）に登録して、�
事がある�だけ雇用��を��、���で
�くいわ�る「登録���」については、
�に���が�まっている��のみ、ハ
ローワークで�り�っています。
�「�������ート」：��を��な
いで雇用される����者のこと。

「����」
�くの事業�で�用��を設
けています。�用���は��
�の��条件が�なることがあ
ります。よく��しまし��。

「����」
パートタイ�求人の��、�業��、����は�に��な条件です。「○○：
○○���：��の�の�����」と��されている��でも、�フトの��で
��の��で��できないこともあります。
����の����が���な「�������」や「���」など、どのよ�
な�き方なのか�からない��は、��でよく��しまし��。

「����」
パートタイ�求人の��、��条件によって��保険に�入する��と�入できな
い��があります。
雇用：雇用保険。�業した��などに��されます。
��：��保険。業��の�気・��などの��に��されます。
��：��保険。業��の�気・��などの��に��されます。
��：����保険。��になった��、��が�った��となった��、��した��などに��されます。
��：��者��������。�く人の������のた�の����です。
�職���：�職�を��に���た�に�業が��を��に�み�てる��です。

「����」
�業��は、事業����と����も
あるので、よく��しまし��。

�

「���受�����」
�業��における受���の��に向け
た��の内�を�しています。

「�������」
�出出�や�業のことです。��により�業��に�がある��があります。

�用����



����ー�����

「��」（��き前）

���タイ������
��（���）�������。
��ートタイ������
����������。���や���の��も���な����により���
に��されて��されます。

��、�業��・��などに�じて、���や��保険�（雇用保険、��保険、
����、��保険）などが�かれますので、�際の手�り�は�なくなります。
��してください。

「�����（�）」
���業�とは、�����の��にかかわらず���に��されるものです。
「あり」の��はその内�（���業�に��する��など）をよくご��くだ
さい。��の�、��に記載されている��もあるのであわせてご��ください。

「�����」
この�の��には��の��があります。

「��」：��が��られて��われる。
「��」：�������で��われる。
「���」：���������で��われる。
「���」：��が��られ、��に�けて��される。��の���の�け方

はい�い�。

「����」
「��（��なし）」：�際に��にかかる�用が全���されます。
「��（��あり）」：���を��に、�際に��にかかる�用が��されます。
「���」：�記された���が��されます。
「なし」：��手�は��されません。
（�）��手�が��ではなく、����の��方法により��される��があります。

「����」「�����」
�事の内�や��条件だけでなく、�
�の事業内�や��も��しまし��。

「����������」
��条件や��条件など�要なことが
記載されている��があります。�らさ
ず��しまし��。

��タイ�：���の�、���と同じ�業��の�業�を��する求人は、雇用��にかかわらず
フ�タイ�求人になります。

�ートタイ�：���より�業��が�い�業�を��する求人は、パートタイ�求人になります。

（��）����フ�タイ�、����パートタイ�ではありません。

��者�イ�ー����

0000000000000

「������������」
�業��や����の��は、ハ
ローワーク内に設�されたパソコン
（検索・登録用端末）や、ご自宅のパ
ソコン、スマートフォンからハロー
ワークインターネットサービスで��
できます。
また、��で求人をご��する際に
お�しします。

�

「��」「��」
�際に��される��は、��・�人
の業�により��することがあります。

5101

�������

��

��

��

205，000� � 290，000�



本���（見本）

� � �

��したい求人が�つかった��は、��で求人事業�に��し「���」
をお�しします。���は���に持参して求人事業�の��者に提出してください（事前に��
��がある��は����に同�してください）。

����������（見本）

� � � �
��求人事業�がハローワークに��
��を��するた�の��です。

������が出るまで��に保�し
てください。

0000--88888888--44332244

00-8888-860900-8888-8609

5101051010

52010-52010-106129152010-52010-1061291

51010-51010-106129151010-51010-1061291

5101051010

123-4567123-4567

���������１�１�１���������１�１�１

00-8888-860900-8888-8609

00-8888-432400-8888-4324

5101051010

�

�������
◆手書きする場合は、黒のボールペンか万年筆などでていねいに書きましょう。間違えたら必ず書き直しましょう。

　文字の上手下手ではなく、ていねいに書くことを心がけましょう。

◆誤字、脱字はないか、記入漏れはないか、必ず確認しましょう。
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ハローワークでは、�事に�するい�い�なご��をお受けしています。
どのよ�な�事を���よいか�っている方には、ご自�の��・��や職業��の�り�りなどの自���のお手
�いをしています。また、�職したい��の��を�りたい方には、��の����に�する情報を提供しています。

　具体的に応募先が見つかったら、求人内容に合った履歴書・職務経歴書を作成し、面接の想定問答などを考えましょう。
　実際の応募では、応募先事業所の情報を収集し、ニーズを把握することが大切です。準備を整え、自信を持って臨む
　ことが好印象を与えます。

ハローワークでは、ご��と�際の求人��を�ま�て、�職に��く条件設�のお手�いをしています。��・
��を�につけたい方には、��職業訓練（ハロートレーニング）に�するご��も行っています。

ハローワークでは、��で��しながら��条件に
�った求人を��に�したり、ハローワーク内に設�
されたパソコン（検索・登録用端末）でご自�で求人
を�すことができます。
また、求人の内�や��要件�、��する�で��
な�がある��などには求人事業�に��します。

ハローワークでは、���・職����の�き方、
��の受け方などの���ーを��しています。
また、��でも��の��や���イスを行ってい
ます。

ハローワークでは、ご��する求人の����の��や求人事業�の��者に��をとり������を行った�で
���を発行します。求人票だけではわからないことや����しにくいことも、ハローワークの職�が�わって�い
�わせます。
��にあたって�際に�用する���・職����や���の��に�する�前の���イス�も行っています。

ハローワークでは、�用が�まった�もご��をお受けします。��条件について��がある��はそのままにせず、
��にハローワークにご��ください。
��用となってしまった��でも、��職�や条件の�検�、����の��しなどについてご��ください。

�
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お�い�わせ�：

ハローワーク�サービス

ハローワークでは、みなさまの�職��を��するた�、次のサービスを行っています。

�����������ック�ッ�����

求職��の��方、求人情報の入手方法や検索方法、����の����など、あなたの�事�の��・��、�
�・�力に�った�事�しを��します。

������������
ハローワーク職�が��になって��条件に��求人を�して提供し、き��かな職業��を行っています。
また、求人情報はハローワークの��だけでなく、ハローワーク内に設�されたパソコン（検索・登録用端末）で

検索することもできます。ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからも検索できます（ハローワークイン
ターネットサービス）。

���票����������
��する職�に�じて、��や��、���の��条件について��します。��によっては、求人条件を��・

��することを求人事業�に提案しています。

���������������������������
ご��に�じて、���や職����といった����の����や、��のマ�ー・���について���イス

し、また、�際の��を��した����を行っています。

��������������ー�������
�職��をスタートするた�の���ー、����の��や����のた�の���ーを��しています。

�ス���ッ���������（ハロート�ー�ン�）��������
�職に必要な��や��を�につけてス���ッ�したいとい�方には、��な職業訓練コースを案内し、受�の

あっせんを行っています。
��職業訓練（ハロートレーニング）は、ハローワーク内にあるパソコン（検索・登録端末）で検索することもで

きます。また、ご自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンからも検索できます。

������������������
��したい求人が�まれ���で「���」をお�しします。ハローワーク職�が求人事業�に��して��方法、

����や��をご案内します。


