
■入力以外のお問合せは

日刊自動車新聞社　編集局 人材開発室　関川

電話：０３−５７７７−２３６２　携帯： ０９０−９３２６−８７００
E-mail：sekigawa@mobi-navi.jp

　1. 御社の本社外観写真　1 点
　2. 御社の職場風景や設備などの写真　3 点
　3. 御社社長の写真　1 点
　4. 採用ご担当者様の写真　1 点
　5. 先輩社員の方の写真　1 点
　6. その他御社に関する写真　1 点
　　それぞれの写真説明文 50 〜 100 文字程度
　　1. 2. は出来るだけ横長の写真をお願いします

◆ ご入力の際、下記の写真・文章データ８点
をご用意ください

●写真がうまく登録できないとき
　5MB 以下のファイルは、モビナビ画像転送ページをご利用ください
　（モビナビ画像転送ページ：http://www.mobi-navi.jp/）
　5MB 以上の大きなファイルは宅ファイル便等のファイル転送サービスをご利用ください

モビナビ登録・募集情報ご記入案内

ご登録方法を簡単にご案内を申し上げます。（詳細はモビナビ‐登録・募集情報ご記入マニュアルを

ご覧ください）

①基本情報の登録
http://www.mobi-navi.com/2016c/index.php にアクセスし
新卒求人サイト「モビナビ 2016」ページを表示
　

ページ左側ピンク色の「企業様求人掲載お申込み」ボタンをクリック
　

「求人情報掲載のお申し込み」ページに必要事項をご入力ください
　

ＩＤ・パスワードの承認（私にお電話いただきますと即時ご承認させていただきます）

②募集要項等の入力作業
ＩＤ・パスワードの承認後
http://www.mobi-navi.com/2016c/index.php 
ページ左側緑色の「My ページログイン」でログイン
　

求人に必要な募集要項を入力
（詳細は「モビナビ- 登録・募集情報ご記入マニュアル」を
ご参照ください）
　

入力内容を確認後登録してください

■入力でご不明の点は
モビナビ入力サポートデスク担当：近藤

電話：０３−５９５６−００４５　E-mail：support@mobi-navi.jp
　（土曜日曜祭日を除いた平日10：00 〜12：00　13：00 〜18：00）
　※不在の場合は留守番電話に録音お願いします。こちらよりお電話申しあげます。

以上よろしくお願い申し上げます。



日刊自動車新聞社

モ ビ ナ ビ
登録・募集情報
ご記入マニュアル
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1 初めてモビナビをご利用になる場合は、以下の手順で企業情報の
登録を行ってください。

◆企業情報の登録画面は以下の2通りで表示されます。

企業情報の登録画面が表示されます

モビナビ TOPページから 2016年度新卒専用サイトTOPへ

求人掲載お申し込みページへ

ここを
クリック！

ここを
クリック！

ここを
クリック！

ここを
クリック！



 ①基本情報
●企業名［必須］ （正式名称でご記入下さい）
●設立年月［必須］
●代表者［必須］
●資本金［必須］
●年間売上 
●従業員数［必須］ （アルバイトやパートを含む場合
は□をチェックして下さい）

●事業内容［必須］ （御社の事業内容をご記入下さい）
●主要取引先 
●ホームページ （ホームページのURLをご記入下さい）
●本社所在地［必須］
●画像（会社ロゴ等） （会社のロゴマークがありまし
たら「ファイルを選択」ボタンを押して画像ファィ
ルをご登録下さい）
 ②ご求人ご担当者様の設定
●ご担当部署名
●ご担当者様名　●ご担当者様役職 
●電話番号　●FAX番号
●メールアドレス［必須］ （以降このメールアドレスが
ログイン時の IDになります）

●サブメールアドレス （上記のアドレス以外にも各種
連絡メールの送信を希望される場合に入力してく
ださい）

●パスワード［必須］ （ログイン時のパスワードです）
 ※半角英数字6文字以上でお願いします
●パスワード（確認用）［必須］ （上記と同じものを確
認のために入力して下さい）
 ③ご請求ご担当者様の設定
●ご担当部署名
●ご担当者様名［必須］　●ご担当者様役職 
●電話番号［必須］　●FAX番号
●メールアドレス［必須］
●サブメールアドレス （上記のアドレス以外にも各種
連絡メールの送信を希望される場合に入力してく
ださい）

●所在地［必須］
 利用規約
●利用規約 （確認画面に進む前にお読み下さい）
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2 企業情報の登録画面にご記入下さい。
［必須］項目は必ずご記入をお願いします。

企業情報の登録画面

ここまでで仮登録が終了しました

単位を選んで下さい

都道府県を選ぶと
市区町村が選べる
ようになります

※英数字や -_等の記号を記入する場合は半角英数字
でお願いします

記入が終わりましたら
このボタンをクリックして「確認画面」へ進みます 「確認画面」で入力事項の確認

が済みましたらページ下部にある
「登録」ボタンをクリックします
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3 「【Mobi・Navi】仮登録のお知らせ」メールを受けて
登録を完了させる。

仮登録が完了しますと、Mobi・Navi システム管理者より自動送信メール「【Mobi・
Navi】仮登録のお知らせ」が届きます。メール本文中に表示されるURLをクリックし
て下さい。（この作業を行わないと企業登録が完了せず、募集要項の入力ができません
のでご注意下さい。）続いて「【Mobi・Navi】メールアドレスを確認させていただきま
した」の自動メールが届き、管理者のチェック作業に入ります。
チェック作業が完了しますと「【Mobi・Navi】企業情報登録完了のお知らせ」メールが
届き、企業登録作業の完了となります。
メール内にご登録いただいたログイン IDとパスワードが記載されていますので、ご確
認の上「Myページ ログイン」よりログインして下さい。

ログインして御社のマイ
ページを開きます。

これで企業登録がすべて
完了しました。
求人掲載の登録の手順は
次ページより解説いたし
ます。

重要

URLのクリックで2016年度新卒専用サイトTOPが開きます

御社のマイページが開きます

登録したメールアドレス

登録したパスワード

ログイン
してください

御社の社名が表示されます
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4 「求人情報の登録」ページに必要事項を記入して求人情報を作成します。
［必須］項目は必ずご記入をお願いします。

マイページ画面上部、青
い帯の「求人掲載」に
ポインタを移動してプル
ダウンメニューを表示。
「求人情報の登録」をク
リックします。

「求人情報の登録」のペー
ジが表示されます。

必要な項目を記入して下さ
い。（細目の解説は次ペー
ジに掲載します。）

入力が済みましたらページ
下部の「確認する」をクリッ
クし、確認が済みましたら
確認画面下部「送信する」
をクリックして下さい。

以上で「求人情報の登録」
が完了です。

「求人情報の登録」ページ

ここを
クリック！

記入が終わりましたら
このボタンをクリックして「確認画面」へ進みます

「確認画面」で入力事項の確認が済み
ましたらページ下部にある「送信する」
ボタンをクリックします
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5 「求人情報の登録」ページの詳細と表示される位置
（左のサンプル画像の位置に表示されます）
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募集する仕事の内容、貴社の特徴など30文字程度で
ご記入下さい。

貴社の社是や社訓、社風などを分かりやすく100文字
程度でご記入下さい。

（検索用）は選択ボタン内に用意した
カテゴリーの中よりご選択下さい。
（表示用）は更に詳細な内容をご記入
下さい。検索用と同じでしたら「検索
用と同じ表記にする」をクリックして
下さい。求人情報にはこちらが表示
されます。

（一覧表示用）は検索用に簡単な表記
をご記入下さい。
（詳細表示用）は更に詳細な内容をご
記入下さい。求人情報にはこちらが
表示されます。

（検索用）は選択ボタン内に用意した
カテゴリーの中よりご選択下さい。
（表示用）は更に詳細な内容をご記入
下さい。検索用と同じでしたら「検索
用と同じ表記にする」をクリックして
下さい。求人情報にはこちらが表示
されます。

（検索用）は選択ボタン内に用意した
カテゴリーの中よりご選択下さい。
（表示用）は更に詳細な内容をご記入
下さい。検索用と同じでしたら「検索
用の値を挿入する」をクリックして下
さい。求人情報にはこちらが表示さ
れます。

（検索用）は選択ボタン内に用意した
カテゴリーの中よりご選択下さい。
（表示用）は更に詳細な内容をご記入
下さい。検索用と同じでしたら「検索
用の値を挿入する」をクリックして下
さい。求人情報にはこちらが表示さ
れます。

住所を入力し、「地図を移動」をクリッ
クすると地図の表示が移動します。
地図左上の「＋」をクリックして拡大
表示して中央の表示マークが正しい
位置に来るように微調整して「マップ
の表示位置を記録する」をクリックし
て位置を確定して下さい。

上記と異なる住所を入力したい場合
はご記入下さい。検索用と同じでした
ら「検索用の値を挿入する」をクリッ
クして下さい。求人情報にはこちらが
表示されます。

※英数字や -_等の記号を記入する場合は半角英数字
でお願いします
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記入された項目は求人応募時に
チェックボックスとして表示されます
ので、一項目ひとマスでご記入下さい。

勤務時間帯・日数、待遇・福利厚生、
休日・休暇については、貴社の規定に
従ってご記入ください。

「入力」では応募方法を記入して下さ
い。独自の求人サイトをお持ちの場合、
「他サイト掲載」の欄にチェックを入
れ、「他サイトアドレス」欄にそのサイ
トのURLを入力してください。

職場風景や設備などを写真と文章
ででご紹介下さい。説明文１点に
つき５０文字程度でお願いします。
紹介写真は3点まで入れられます。

メイン画像は本社の外観などの写真
を入れて下さい。

書類選考、面接回数、筆記試験など。
提出書類などもここにご記入下さい。

採用担当の方のお名前をご記入下さ
い。

※英数字や -_等の記号を記入する場合は半角英数字
でお願いします

※登録する画像は横長の画像をご使用下さい。
 ファイルサイズ 512KB 以下、jpg、gif、png
の画像が使用できます。
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「社長からのメッセージ」「採用担当者
からのメッセージ」「先輩からのメッ
セージ」など、募集者に向けたメッセー
ジと写真を入れて下さい。
メッセージは4点まで入れられます。

会社のロゴマークの画像を登録でき
ます。企業情報記入時に登録された
場合は「企業情報で登録した画像を
利用」をチェックして下さい。

求職者が応募した旨、また下記「応募
上限」にて「制限あり」とした場合上
限人数に達した旨が通知されます。

「求人公開」、「応募上限」、「応募上限」
を設定して下さい。

※英数字や -_等の記号を記入する場合は半角英数字
でお願いします

※登録する画像は横長の画像をご使用下さい。
 ファイルサイズ 512KB 以下、jpg、gif、png
の画像が使用できます。
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「企業情報の変更」ページ
が表示されます。
修正、追加したい箇所が編
集できます。

入力が済みましたらページ
下部の「確認する」をクリッ
クし、確認が済みましたら
確認画面下部「編集する」
をクリックして下さい。

「企業情報の変更」ページ

6 はじめに登録した「企業情報」のデータを
修正する。

ログイン後マイページ画面
上部、青い帯の「登録情報」
にポインタを移動してプ
ルダウンメニューを表示。
「企業情報の変更」をクリッ
クします。

ここを
クリック！

記入が終わりましたら
このボタンをクリックして「確認画面」へ進みます

「確認画面」で入力事項の確認が済み
ましたらページ下部にある「編集する」
ボタンをクリックします



10

7 「求人情報の登録」ページに入力したデータを
修正する。

「登録済み求人情報の一覧」
ページが表示されます。
修正したい登録済み求人情
報（5件まで登録可能です。）
の右上「編集」ボタをクリッ
クして下さい。

「求人情報の編集」ページ
が表示され修正、追加した
い箇所が編集できます。
入力が済みましたらページ
下部の「確認する」をクリッ
クし、確認が済みましたら
確認画面下部「送信する」
をクリックして下さい。

「登録済み求人情報の一覧」ページ

「求人情報の編集」ページ

ログイン後マイページ画面
上部、青い帯の「求人掲載」
にポインタを移動してプ
ルダウンメニューを表示。
「登録済み求人情報の一覧」
をクリックします。

ここを
クリック！

ここを
クリック！

記入が終わりましたら
このボタンをクリックして「確認画面」へ進みます

「確認画面」で入力事項の確認が済み
ましたらページ下部にある「送信する」
ボタンをクリックします




