参加
無料

＼ ハローワー ク主 催！／

入退場
自由

お仕事をお探しの方

「自分らしく働きたい」
あなたの就職応援フェア

参加対象

参加するメリットとは？

就職氷河期世代
（概ね35〜54歳）の方を
はじめ、
世代を問わず就職を
希望される方

地域に就業場所がある、採用意欲の高い企業が参加します！

多くの様々な業種の企業が参加するので、業界や企業について知ることができます！
1日に複数の企業の面接を受けることができます！

2021

11/5㈮
13：00-16：00

合同面接会＠新潟

当日の内容

12：30〜
14:30
※近隣の駐車場料金の
割引サービスはあり
ません。

参加方法

40社程度

当日参加可

2021

10/20㈬

朱鷺メッセ 展示ホールB（新潟市中央区万代島6-1）

受付時間

参加予定企業
※企業情 報は参加企
業 決 定 後 、H P でお
知らせします

会場

各企業ブースで採 用
担当者との個別面接
事前
予約が
オススメ！

※事前申込締切は前日11/4（木）
17:00。それ以降は、当日、会場
でお申込み

面接直前で不安な方
向けのハローワーク
相談コーナー

当日の持ち物
・写真付き履歴書
・職務経歴書
・筆記用具

自分にどんな職種が向いて
いるのかがわかるサポステ
による適職診断

その他
就活にふさわ
し い（ スー ツ
など）服装で

マスク着用 、
消毒・検温の
ご協力を

＼合同面接会に参加する方必見！／

複数社面接希望の
方 は 、早目のご 来
場がオススメ

参加予定企業

20社

オンライン合同企業説明会＠新潟

使用アプリ

Zoom（無料）

10：00-15：15

※企業は任意参加のため、不
参加の企業もあります。
※Zoomを使用してのオンラ
イン配信となりますので、
最 新版を当日までにダウ
ンロードしてください。
※参加時に名前とメールアド
レスを入力する必要があり
ます。
※インターネット接続料およ
び 通 信量は、参加 者のご
負担となりますので、予め
ご了承ください。

事前申込不要

ハローワーク新潟ときめ
きしごと館で視聴可能

PCやタブレット、
スマホから参加

参加者や主催者に
顔は見えません

参加者のマイクは
オフ

参加企業の順番等
はHPでお知らせ

プログラム内容
11/5の合同面接会に参加する企業の採用

11/5の合同面接会に参加するにあたっての

明します

ピールの仕方などをアドバイスします

担当者から、事業や仕事内容について説

当日のZoomでの視聴方法

心構えや服装、応募書類の作成方法、自己ア

※合同面接会にお申込みの方には、メールで視聴URLをお送りいたします。

①左のQRコードを読み込む
②視聴URLを打ち込む https://zoom.us/j/93260582043?pwd=UnFQenpYRURRTmYyUDdrTTBxaStxQT09
③Zoom立ち上げ後、IDとパスワードを入力する ウェビナーID：932 6058 2043、パスコード：738439

主催：ハローワーク新潟・新潟労働局、共催：新潟県・新潟市・新潟地域若者サポートステーション

＜この事 業は新 潟労 働 局の 委 託を受け 、ささえあいコミュニティ生 活 協同 組合 新 潟が運営しております＞

お申込み
お問合せ先

TEL. 025-378-6181
URL. www.niigata-work.com
（担当：渡邉）（受付時間：平日 9：00〜18：00） E-mail. info@sasaeai-seikyou.com

ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟

〒950-2026 新潟市西区小針南台3-16

参加企業一覧
はオンライン企業説明会
参加企業

各企業の求人情報などの詳細は、下記Webページに掲載しております。

https://www.niigata-work.com/event/gomen2021/niigata-company/

※順不同、
（

）内は業種

日紘土木工業株式会社（建設業）

東西運輸株式会社（運輸業，郵便業） 株式会社セントラルパートナーズ新潟支店（金融業・保険業） 医療法人愛広会（医療，福祉）

株式会社グリーン興発（建設業）

株式会社和田商会（卸売業・小売業） プラウドエンジ株式会社（学術研究、専門・技術サービス業） ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟（医療，福祉）

（卸売業・小売業） 株式会社ウメザワドライ（生活関連サービス業,娯楽業） メディカル・ケア・サービス新潟株式会社（医療，福祉）
株式会社クラフテックジャパン
（建設業） 株式会社アヅマテクノス
アサヒアレックスホールディングス株式会社（建設業） 株式会社高清（ 卸売業・小売業）

医療法人社団晴和会（ 医療，福祉）

株式会社アイ・フーズ（サービス業）

タンレイ工業株式会社（製造業）

新潟ヤナセスクエア株式会社
（卸売業・小売業） 特別養護老人ホームうちの桜園
（医療，
福祉） 株式会社メイクスジャパン
（サービス業）

マルタスギヨ株式会社（製造業）

新潟ヤナセ株式会社
（卸売業・小売業） 社会福祉法人勇樹会（ 医療，福祉）

有限会社みやけ食品（製造業）

（藤見俱楽部）
（医療，
福祉） ヤマトオートワークス北信越株式会社（サービス業）
株式会社タシケント（卸売業・小売業） 株式会社萬代総業

大東産業株式会社
（製造業）

株式会社越後イエローハット
（卸売業・小売業） 株式会社はあとふるあたご
（医療，
福祉） 旭ビル管理株式会社（サービス業）

株式会社イーエムエス新潟
（情報通信業） 有限会社下越（卸売業・小売業）

青木環境事業株式会社（サービス業）

医療法人社団らぽーる新潟・社会福祉法人豊潤舎（ 医療，福祉） セコムジャスティック上信越株式会社（サービス業）

株式会社マルゴシステム
（情報通信業） 藤田金屬株式会社（卸売業・小売業） 社会福祉法人常陽会（医療，福祉）

株式会社クラウン電装（サービス業）

お申込方法、お申込み・お問合せ先
受付を確認いたしましたら、こちらから折り返し受付完了のご連絡をいたします。また、お申込み後3日経っても受付確認の連絡がない場合
は、お手数ですが、お電話にてご確認ください。

※事前申込は前日11/4（木）17:00終了となります。

※それ以降は、当日お越しいただき、会場でお申込みをしてください（事前予約をすると当日スムーズに受付できます）。

下 記 の W E B サイトか ら予 約
フォームに、必要事項をご入力し
ていただき、お申込みください。

www.niigata-work.com/
event/gomen2021/

メールに必要事項(お名前・ふりがな・
市町村名・TEL・E-Mail・ハローワーク求
職番号（お持ちの方のみ）)をご入力の
上、お申込みください。

info@sasaeai-seikyou.com

下 記 の 参 加 申 込 書 に 必 要 事 項 を、
ご 記 入の上 、送 信くだ さ い 。

025-230-6680

FAX.

合 同 面 接 会 2021＠ 新 潟 参 加 申 込 書
ふりがな

お名前
※必須

市区町村名（例：新潟市中央区、新発田市）

ご連絡先
※必須

TEL

E-Mail

ハローワーク
求職番号

（お持ちの方のみ）
※必須

※新型コロナウイルス感染症対策等、やむを得ない事情により、中止など必要な対応を行う場合がございますことを予めご了承下さい。
※ご記入いただきました個人情報は、当セミナーに関してのみ利用し目的外には利用いたしません。ただし、新型コロナウイルス感染症等に関連して、会場
の施設管理者や保健所等の機関に氏名、電話番号等の必要な情報提供をする場合がありますので、ご了承ください。
お問合せ
お申込先

ささえあいコミュニティ生活協同組合新潟

〒950-2026 新潟市西区小針南台3-16

TEL. 025-378-6181

（受付時間：平日 9：00〜18：00）

E-mail. info@sasaeai-seikyou.com
URL. www.niigata-work.com

