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【ブラウザについての注意点】

・Internet Explorerはサポート対象外です。

・Microsoft Edge、Google Chromeなど、最新のブラウザでの利用をお勧めします。

・あおもりジョブ（当サイト）の画面表示（掲載情報・入力画面）では、お使いの

ブラウザやバージョンにより、不具合が生じることがあります。

その際は、ブラウザのバージョンを更新のうえ、再度画面表示をご確認ください。

それでも改善しない場合は、事務局（℡017-775-7075）まで

お問い合わせください。
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１ あおもりジョブ 企業情報表示画面構成
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企業情報の基本構成は大きく4つの
パートに分かれています。

① 企業名
② 画像
③ 本文（自由入力）・紹介動画
④ 基本情報

本マニュアルでは、これらの項目
それぞれの入力方法についてご紹介します。

（１）企業情報の掲載について
「基本情報」 や「企業PR」の掲載を目的
としています。

（２）企業情報の基本構成

初回はまずこちらをクリック

【トップ画面】

【利用登録（企業の方）画面】

あおもりジョブへの「企業情報」「求人情報」
入力の前に「利用登録」が必要です。
そこで、利用登録から順を追って説明します。

①トップ画面右上の
「利用登録（企業の方）」をクリック。

→「利用登録（企業の方）」画面が開きます。

②各項目の入力をします。

※過去に登録のあるメールアドレスは
ご利用になれません。

→担当者（ユーザー）変更等の場合で、
同じメールアドレスを利用する場合は、
「プロフィールの編集」から変更します。
（※p.7 ユーザー情報の修正 参照）

※パスワードの設定は
「英大文字」「英小文字」「数字」
すべてを１文字以上入れてください。

→いずれかを含まない場合「入力エラー」と
なってしまいます。

③入力後「申請する」をクリックします。

（３）利用登録の仕方

③

④

以上で、利用登録は完了です！
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企業情報入力方法
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【ログイン後の画面】

ログインが完了すると、
利用登録前と同じような画面（右図）に
切り替わります。

利用登録前の画面との違い

①「こんにちは、○○さん」の表記がある。

②「管理画面」「企業登録」「求人登録」
「インターン登録」「ログアウト」の
各ボタンが表示されている。

この2点をご確認ください。

（２）企業登録の方法

ここから「企業情報」の登録です

「企業登録」ボタンをクリックすると、
右の画面に移動します。今回は新規登録の方法を
説明します。

①「新規追加」をクリックします。

→「新規企業情報を追加」画面に切り替わります。

②企業名を入力します。

「求人情報」の登録では「職種名」が必要となりますが、
ここでは企業名のみご入力ください。

（１）ログイン後の画面表示
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③画像を取り込みます。

「本文」または「イメージ画像」から、
画像の取り込みが可能です。
これにより、応募者が検討の際に具体的な
イメージを持つことができ、安心感がアップ
します。

※必須項目ではないため、他の項目の入力後に
ご検討ください。

A) 画像取り込みのない場合
（「本文」にも「イメージ画像」にも画像の
指定なし）

左図のように「あおもりジョブ」の
ロゴマークが掲載されます。

B) 「本文」欄への画像取り込みの場合

「あおもりジョブ」のロゴマークはそのままで
その隣（本文の上部）に画像が取り込まれます。

※「本文」内での表示位置調整は可能です。

C) 「イメージ画像」への画像取り込みの場合

左図のように画像が取り込まれます。

※イメージ画像の位置調整はできません。

「本文」「イメージ画像」の
組み合わせを工夫しましょう。

・会社外観＋業務風景
・企業ロゴ＋業務風景
・業務風景＋主力製品 など
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画像データの保存場所を把握しておきましょう。

「本文」欄への画像取り込みは

を
クリック

「イメージ画像」への画像取り込みは

を
クリックします

①「ファイルをアップロード」をクリック

②「ファイルを選択」をクリック

③取り込みたい画像を選択

④「開く」をクリック

⑤取り込みたい画像が表示され、
青枠で囲われているのをチェック

⑥本文に取り込みの場合は「投稿に挿入」、
イメージ画像に取り込みの場合は
「Select」をクリック

②

③

④

⑤

⑥

その後の手順（「本文」「イメージ画像」ともに共通）

①

あおもりジョブ 企業情報入力マニュアル



5

④本文を入力します。

行間を狭くしたい場合は、Shiftキーを押しながら改行してください。
（図は通常の改行の場合です。）

求人内容（仕事内容）の詳細や簡単な企業の紹介（アピールポイント）など自由に
入力できます。
この欄を有効に活用して目に留まる求人を作成しましょう。

画像・紹介動画を入れることも
可能です。
画像についてはp.3～4、
紹介動画については下記を
ご覧ください。

⑤基本情報を入力します。

企業の基本情報に関する入力項目は、下記の9項目です。

A．法人番号
B．本店住所・
地方公共団体
コード

C．所在地
郵便番号・住所
・エリア

D．業種 E．設立

F．資本金 G．売上 H．従業員数 I．事業内容

A．法人番号
「個人事業主」「自営」等で法人番号をお持ちでない場合は、この欄は空欄になります。

法人番号がわからないときは、
「国税庁法人番号公表サイトから検索できます」
をクリックして調べられます。

あおもりジョブ 企業情報入力マニュアル

※本文下に紹介動画をアップしたい場合

こちらに動画のURLを入力してください。

こちらで動画が
視聴できます。

【完成後のイメージ】
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B．法人の本店住所；全国地方公共団体コード

こちらをクリックすると
全国47都道府県から
選択できます。

C．所在地（郵便番号・住所・エリア）

郵便番号
および住所を入力した後、

→エリアを選択します。
（事業所のあるエリア
複数を選択できます）
※但し選択できるのは
県内のエリアのみです。

D．業種 当てはまるものを選択してください。

E．
F．
G．
H．

上記項目の入力をお願いします。
※［必須］項目ですので、
公開を希望しない情報については
「‐」をご入力ください。

I．

この欄は、事業内容について
自由にご入力いただける箇所
となっています。

設立
資本金
売上
従業員数

事業内容

（記載例）

当社は、県内●●箇所で小学生から大学受験生を対象とした学習塾「○○塾」の
運営をしています。
毎年、多くの受験生に第一志望校合格の栄冠を勝ち取るお手伝いをしています。
令和△年度からは、▲▲市との提携により「無料放課後塾」の活動も開始しています。
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３ 下書き保存/レビュー待ち/ログアウト/公開後の修正
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（１）下書き保存とレビュー待ち送信

・入力を中断したいとき：下書き保存
・入力が終了して、公開を希望するとき：レビュー待ち送信
・どのように表示されるか確認したいとき：プレビュー

（２）ログアウト

・画面右上のユーザー名をクリックするとメニューが表示されます。
・その中の「ログアウト」をクリックしてください。

拡大

（３）公開後の修正
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公開後に企業情報を修正したい場合は事務局（下記連絡先）にご連絡ください。

・簡単な修正の場合：事務局担当者が修正内容をお伺いし、修正いたします。
・複雑な修正の場合：事務局担当者が「公開中」の情報を「レビュー待ち」に

戻しますので、入力が完了後は「レビュー待ちとして送信」を
クリックしてください。

この後、事務局が確認・
公開作業を行います。

【お問い合せ先】あおもり移住支援事業マッチング支援事務局

〒030-0803 青森県青森市安方1-1-40 青森県観光物産館アスパム７F
あおもり人財確保推進センター内

TEL：017-775-7075     FAX：017-775-7076
E-mail：aomori_ijushien@ims-hirosaki.com



（青森県商工労働部 労政・能力開発課）


