
新 卒 応 援 ハ ロ ー ワ ー ク の ご 案 内

学生等の皆さんへ

厚生労働省では新規学卒者・未就職卒業者の方々が利用しやすく、気軽にきめ細かな支援を受けることが出来る専門の窓口を設
置し、皆さんの内定・就職実現を応援します。

～新卒応援ハローワークにおける支援内容～
★ 大卒就職ジョブサポーター等によるきめ細かな個別支援

★ 臨床心理士等による相談

★ 全国ネットワークのハローワークの強みを生かした他県就職希望者への支援

★ エントリーシートや履歴書添削指導や面接指導

など、皆さんの就職が決まるまで支援します！一部予約制となっていますので最寄りの新卒応援ハローワークにご確認ください。

全 国 の 新 卒 応 援 ハ ロ ー ワ ー ク

名 称 住 所 ＴＥＬ 開庁日・時間

北海道 札幌新卒応援ハローワーク
〒060‐8526
札幌市中央区北4条西5丁目三井生命札幌共同ビル7階 011（233）0202 平日 土曜

8:30～19：00 10:00～17：00

青森 青森新卒応援ハローワーク
〒030‐0803
青森市安方1‐1‐40青森県観光物産館・アスパム3階 017（774）0220 平日

8:30～17：15

岩手 盛岡新卒応援ハローワーク
〒020‐0024
盛岡市菜園1‐12‐18盛岡菜園センタービル1階 019（653）8609

平日
8:30～17：00

宮城
〒980 8485

（ ）
平日

宮城 仙台新卒応援ハローワーク
〒980‐8485
仙台市青葉区中央1‐2‐3仙台マークワン12階 022（726）8055

平日
10:00～18：30

秋田 秋田新卒応援ハローワーク
〒010‐1413
秋田市御所野池蔵田3‐1‐1秋田テルサ3階 018（889）8448

平日
9:00～18：00

山形 やまがた新卒応援ハローワーク
〒990‐0828
山形市双葉町1‐2‐3山形テルサ1階 023（646）7360 平日 土曜

9:30～18：00 10:00～17:00

福島 福島新卒応援ハローワーク
〒960‐8589
福島市狐塚17‐40ハローワーク福島3階 024（534）0466 平日

8:30～17：15

水戸新卒応援ハローワーク
〒310‐8509 029（231）6244 平日

茨城
水戸新卒応援ハローワーク 水戸市水府町1573‐1水戸公共職業安定所付属庁舎１階 029（231）6244 8:30～17：15

土浦新卒応援ハローワーク
〒300‐0051
土浦市真鍋1‐18‐19 029（822）5124

平日
8：30～17：15

栃木 宇都宮新卒応援ハローワーク
〒321‐0964
宇都宮市駅前通り1‐3‐1フミックスステムビル3階 028（678）8311

平日 土曜
8:30～19：00 10:00～17:00

群馬 前橋新卒応援ハローワーク
〒379‐2154
前橋市天川大島町130‐1 027（290）2111 平日

8:30～17：00

埼玉 埼玉新卒応援ハローワーク
〒330‐0854
さいたま市大宮区桜木町1 9 4エクセレント大宮ビル6階 048（650）2234

平日
10:00～19：00埼 埼 新卒応援 ク さいたま市大宮区桜木町1‐9‐4エクセレント大宮ビル6階 （ ） 10:00～19：00

千葉
ふなばし新卒応援ハローワーク

〒273‐0005
船橋市本町1‐3‐1フェイスビル9階 047（426）8474 平日

9:00～17：00

千葉新卒応援ハローワーク
〒260‐0001
千葉市美浜区幸町1‐1‐3 043（242）1181 平日

8：30～17：15

東京
東京新卒応援ハローワーク

〒106‐0032
港区六本木3‐2‐21六本木ジョブパーク 03（3589）8619 平日

8:30～17：15

八王子新卒応援ハローワーク
〒192‐0083
八王子市旭町10‐2八王子TCビル3階八王子しごと情報館 042（631）9505 平日

9：00～17：00

神奈川
横浜新卒応援ハローワーク

〒220‐0004
横浜市西区北幸1‐11‐15横浜ＳＴビル5階 045（312）9206 平日 土曜

9:30～18：00 10:00～17:00

川崎新卒応援ハローワーク
〒210‐0002
川崎市川崎区榎町9‐4 044（244）8609 平日

8：30～17：00

新潟 新潟新卒応援ハローワーク
〒950‐0901
新潟市中央区弁天2‐2‐18新潟ＫＳビル2階 025（240）4510 平日

9:30～18：00

富山 富山新卒応援ハローワーク
〒930‐0805
富山市湊入船町6‐7サンフォルテ2階 076（444）8305 平日

9:00～17：15

石川 金沢新卒応援ハローワーク
〒920‐0962
金沢市広坂2‐1‐1石川県広坂庁舎1階 076（261）9453 平日 土曜

8:30～17：15 10:00～17:00

福井 福井新卒応援ハローワーク
①〒910‐8509
福井市大手2‐22‐18

②〒918‐8580
福井市西木田2‐8‐1福井商工会議所ビル１階（分庁舎）

①0776（23）0318
②0776（34）4700

①平日 ②平日
8:30～17:15 8：30～17：00

山梨 甲府新卒応援ハローワーク
〒400‐0035
甲府市飯田1丁目1‐20山梨県ＪＡ会館5階 055（221）8609 平日

9:30～18：00

長野 長野新卒応援ハローワーク
①〒380‐0935
長野市中御所3‐2‐3

②〒380‐0838
長野市新田町1485‐1もんぜんぷら座4階（分庁舎）

①026（228）1300
②026（228）0989

①平日 ②平日
8:30～17：15 9：00～17：30

（別紙）



長野 松本新卒応援ハローワーク
〒390‐0815
松本市深志1‐4‐25松本フコク生命駅前ビル1階 0263（31）8600

平日
8：30～17：15

岐阜 岐阜新卒応援ハローワーク
〒500‐8384
岐阜市薮田南5‐14‐12岐阜県シンクタンク庁舎2階 058（278）4401

平日
10:00～19：00

静岡
静岡新卒応援ハローワーク

〒422‐8067
静岡市駿河区南町14‐1水の森ビル3階 054（202）4888

平日
8:30～17：00

浜松新卒応援ハローワーク
〒430‐7707
浜松市中区板屋町111‐2浜松アクトタワー7階 053（540）0008 平日

8：30～17：00

愛知 愛知新卒応援ハローワーク
〒460‐0008
名古屋市中区栄4‐1‐1中日ビル12階 052（264）0701 平日

9:30～18：00

三重 みえ新卒応援ハローワーク
〒514‐0009
津市羽所町700アスト津3階 059（229）9591

平日
9:00～19：00

滋賀 大津新卒応援ハローワーク
〒520‐0051
大津市梅林1‐3‐10滋賀ビル5階 077（521）0600

平日
8:30～17：00

京都 京都新卒応援ハローワーク
〒604‐0845
京都市中京区烏丸御池上ル二条殿町552明治安田生命京都ビル1階 075（256）8609 平日

8:30～17：15

大阪新卒応援 ク
〒542 0081

（ ） 平日 土曜

大阪
大阪新卒応援ハローワーク

〒542‐0081
大阪市中央区南船場3‐4‐26出光ナガホリビル9階 06（4963）4703 平日 土曜

10:00～18：30 10:00～18:00

梅田新卒応援ハローワーク
〒530‐0001
大阪市北区梅田1‐2‐2大阪駅前第2ビル16階 06（6344）8609

平日
8：30～17：15

兵庫
神戸新卒応援ハローワーク

〒650‐0044
神戸市中央区東川崎町1‐1‐3神戸クリスタルタワー12階 078（351）3371 平日

10:00～19：00

三宮新卒応援ハローワーク
〒651‐0088
神戸市中央区小野柄通7‐1‐1日本生命三宮駅前ビル11階 078（231）8605

平日
10：00～19：00

奈良 奈良新卒応援ハローワーク
〒630‐8113

0742（36）1602
平日

奈良 奈良新卒応援ハローワーク 奈良市法蓮町387番地奈良第三地方合同庁舎1階ハローワーク奈良内 0742（36）1602 8:30～17：15

和歌山 わかやま新卒応援ハローワーク
〒640‐8033
和歌山市本町2‐45 073（421）1220 月・水・木・金・土

9:30～18：00

鳥取 鳥取新卒応援ハローワーク
〒680‐0846
鳥取市扇町7鳥取フコク生命駅前ビル1階 0857（39）8986 平日 土曜

10:00～18：00 10:00～17:00

島根 松江新卒応援ハローワーク
〒690‐0003
松江市朝日町478‐18松江テルサ3階 0852（28）8609

平日
8:30～17：15

岡山 おかやま新卒応援ハローワーク
〒700‐0901
岡山市北区本町6 36第1セントラルビル7階ハローワークプラザ岡山内 086（222）2900 平日

8:30～17：00岡山 新卒 援 岡山市北区本町6‐36第1セントラルビル7階ハローワークプラザ岡山内 086（222）2900 8:30～17：00

広島 広島新卒応援ハローワーク
〒730‐0013
広島市中区八丁堀16‐14第2広電ビル5階 082（224）1120

平日
8:30～17：15

山口 山口新卒応援ハローワーク
〒754‐0014
山口市小郡高砂町1‐20 083（973）8080 平日 土曜

8:30～19：00 8:45～17:00

徳島 徳島新卒応援ハローワーク
〒770‐0831
徳島市寺島本町西1‐61徳島駅クレメントプラザ5階 088（625）1735 平日

10:00～18：00

香川 高松新卒応援ハローワーク
〒760‐0054
高松市常盤町1‐9‐1しごとプラザ高松内 087（834）8609

月～土
9:30～18：00

愛媛 愛媛新卒応援ハローワーク
〒790‐0012
松山市湊町3‐4‐6松山銀天街ショッピングビルＧＥＴ！4階 089（913）7416 平日 土曜

8:30～19：00 10:00～17:00

高知 高知新卒応援ハローワーク
〒780‐0822
高知市帯屋町2‐1‐35片岡ビル3階 088（802）2076 平日

10:00～18：00

福岡
福岡新卒応援ハローワーク

〒810‐0001
福岡市中央区天神1‐4‐2エルガーラオフィス12階 092（714）1556

平日
9:30～18：00

小倉新卒応援ハローワーク
〒802‐5507
北九州市小倉北区萩崎町1‐11 093（941）8743 平日

8：30～17：15

佐賀 佐賀新卒応援ハローワーク
〒840‐0826
佐賀市白山2‐2‐7ＫＩＴAJIMAビル2階 0952（24）2616 平日

8:30～17：00

長崎 長崎新卒応援ハローワーク
〒850‐0841
長崎市銅座町4‐1りそな長崎ビル5階 095（818）3011

平日
9:30～18：00

熊本 くまもと新卒応援ハローワーク
〒862‐0950
熊本市水前寺1‐4‐1水前寺駅ビル2階 096（385）8240 平日

8:30～17：15

大分 大分新卒応援ハローワーク
〒870‐0029
大分市高砂町2‐50 ＯＡＳＩＳひろば21Ｂ1階 097（533）8600 平日 土曜

8:30～19：00 10:00～17:00

宮崎 宮崎新卒応援ハローワーク
〒880‐2105
宮崎市大塚台西1‐39ハローワークプラザ宮崎内 0985（62）4123

平日
8:30～17：15

鹿児島 鹿児島新卒応援ハローワーク
〒892‐0842
鹿児島市東千石町1‐38鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）3階 099（224）3433 平日

9:30～18：00

沖縄 那覇新卒応援ハローワーク
〒900‐0006
那覇市おもろまち1‐3‐25 3階 098（866）8609 平日

8:30～17：15
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