
管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

青森
9月19日

13:15～16:20
平成２６年３月新規大学等卒業予定者（既卒者含む）就職面談会 ホテル青森(青森市） 既卒者も対象。

9月26日
13:30～16:00

新規大学等卒業予定者就職面接会 八戸プラザホテルアーバンホール（八戸市） 既卒者も対象。

9月26日
13:30～15:45

模擬面接セミナー 弘前公共職業安定所（弘前市）
既卒者も対象。
参加方法：ハローワーク申し込み

10月10日
13:30～15:45

模擬面接セミナー 弘前公共職業安定所（弘前市）
既卒者も対象。
参加方法：ハローワーク申し込み

10月17日
13:30～16:00

仕事別ジョブフィット面接会 未定 既卒者も対象。

10月24日
13:30～15:45

模擬面接セミナー 弘前公共職業安定所（弘前市）
既卒者も対象。
参加方法：ハローワーク申し込み

11月14日
13:30～15:45

模擬面接セミナー 弘前公共職業安定所（弘前市）
既卒者も対象。
参加方法：ハローワーク申し込み

11月15日
13:30～16:00

平成２６年３月新規大学等卒業予定者就職面談会 ベストウエスタンホテルニューシティ弘前（弘前市） 既卒者も対象。

11月28日
13:30～15:45

模擬面接セミナー 弘前公共職業安定所（弘前市）
既卒者も対象。
参加方法：ハローワーク申し込み

宮城
10月30日

13:00～16:00
みやぎ新規大卒等就職面接会 仙台サンプラザホール（仙台市） 既卒者も対象。

11月8日
13:30～16:30

みやぎ新規大卒等就職面接会 AER(アエル）（仙台市） 既卒者も対象。

山形
9月30日

14:00～16:00
障害者面接会 ハローワーク村山（村山市）

既卒者も対象。
事前登録要

10月17日
13:30～16:00

就職面接会IN米沢 グランドホクヨウ（米沢市） 既卒者も対象。

福島
9月18日

13:00～16:00
就職フェアｉｎあいづ アピオスペース（会津若松市） 既卒者、一般求職者も対象。

10月11日
12:20～16:00

福島市就職ガイダンス コラッセふくしま（福島市） 既卒者も対象。

10月26日
13:00～16:00

大卒等ふくしま・中小企業合同就職面接会（郡山会場） 福島県看護会館みらい（郡山市） 既卒者も対象。

11月4日
13:00～16:00

大卒等ふくしま・中小企業合同就職面接会（会津会場） アピオスペース（会津若松市） 既卒者も対象。

11月6日
13:00～16:00

ふくしま大卒等合同就職面接会in福島 ウェディングエルティ（福島市） 既卒者も対象。

11月12日
13:00～16:00

大卒等ふくしま・中小企業合同就職面接会（いわき会場） いわきワシントンホテル椿山荘（いわき市） 既卒者も対象。

11月25日
11:00～16:00

ふくしま大卒等合同就職面接会 郡山ビューホテルアネックス（郡山市） 既卒者も対象。

茨城
10月21日

13:00～16:00
大好きいばらき就職面接会 ホテルレイクビュー水戸（水戸市） 既卒者も対象。

10月29日
13:00～16:00

大好きいばらき就職面接会 ホテルマロウド筑波（土浦市） 既卒者も対象。

栃木
10月1日

13:30～16:00
ハローワーク鹿沼・大卒等ミニ面接会 鹿沼商工会議所（鹿沼市） 既卒者も対象。

10月8日
13:00～16:00

2014とちぎ若年求職者合同説明会 ホテル東日本宇都宮（宇都宮市） 既卒者も対象。

10月25日
13:00～16:00

大学等求人企業面接会 小山グランドホテル（小山市） 既卒者も対象。

11月6日
13:30～16:00

平成25年度求人企業合同説明会inかぬま 鹿沼商工会議所（鹿沼市） 既卒者も対象。

11月8日
13:30～16:00

きたとちぎ大学等新卒者合同就職面接会 カシマウエディングリゾート（大田原市） 既卒者も対象。

群馬
10月3日

いせさき就職面接会 プラザ・アリア（伊勢崎市） 既卒者も対象。

埼玉
10月9日

13:00～16:00
平成26年３月大学等卒業予定者及び既卒３年以内の方対象就職面接会 大宮ソニックシティ（さいたま市） 既卒者も対象。

10月10日
13:00～16:00

若者就職面接会 川越プリンスホテル　３Ｆ（川越市） 若年者で正社員就職を希望する者（既卒者含む）

10月11日
13:00～16:00

第３次求人企業合同面接会 大宮ソニックシティ（さいたま市） 既卒者も対象。

10月28日
13:00～16:00

ちちぶの求人企業合同就職面接会 秩父神社　参集殿（秩父市） 既卒者、一般求職者も参加可

千葉
10月8日

13:00～16:00
未定 船橋市民文化創造館きららホール（船橋市） 既卒者も対象。

東京
11月(中旬予定）

第3回新規大卒者等合同就職面接会 新宿ＮＳビル（新宿区） 既卒者も対象（概ね20歳代まで）

神奈川
9月19日

13：00～16：00
大学卒業予定者等対象就職面接会

パシフィコ横浜会場
センター501・502（横浜市）

既卒者も対象。

新潟
9月24日

13：00～16：00
大学等合同企業説明会 朱鷺メッセ（新潟市） 既卒者も対象。

富山
9月18日

13：30～16：00
若者のための定例企業説明会 サンフォルテホール（富山市）

平成23年3月～平成25年3月大学等卒業者
転職希望・Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望の若年者
求職活動中の者、フリーター等(４５歳未満)

9月30日
13：30～16：00

チャレンジングカンパニーTOYAMA2014就職セミナー とやま自遊館（富山市）
事前登録要
既卒３年以内ＯＫ

10月16日
13：30～16：00

若者のための定例企業説明会 サンフォルテホール（富山市）
平成23年3月～平成25年3月大学等卒業者
転職希望・Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望の若年者
求職活動中の者、フリーター等(４５歳未満)

10月24日
13：30～16：00

2013就職サポートフェア とやま自遊館（富山市） 既卒者、一般求職者も対象。

11月13日
13：30～16：00

2013人材マッチングフェア 高岡テクノドーム（高岡市） 既卒者も対象。

11月14日
13：30～16：00

ハローワーク魚津・滑川　人材マッチングフェア 新川文化ホール展示ホール（富山市） 既卒者も対象。

石川
11月28日

13:00～16:00
合同就職面接会 小松商工会議所（小松市）

既卒者も対象。
参加方法：参加申込書で申込とともに、ＨＷでの
求職登録が必要

平成26年３月卒業予定大学生等対象就職面接会、企業説明会等開催予定表
※平成25年9月13日以降開催予定の大学生等を対象とした就職面接会、企業説明会等を掲載しています。（計106回）
※変更の可能性もありますので、詳細については各都道府県労働局にお問い合わせください。
※各都道府県労働局のホームページに参加企業等の情報を順次掲載しております。管轄労働局名をクリックすると各都道府県労働局の
　ホームページを閲覧することができますので、ご参照ください 。 (面接会が終了次第、参加企業等の情報の掲載も終了します。）

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamagata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
JYAKUNEN
テキストボックス
(参考２）



管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

山梨
9月20日

13:00～16:00
仕事探し応援！合同就職面接会（富士東部会場） ハイランドリゾートホテル＆スパ（富士吉田市） 既卒者も対象。

10月22日
13:00～16:00

第3回やまなし中小企業合同企業説明会 ベルクラシック甲府（甲府市）

10月23日
13:00～16:00

南アルプス市企業ガイダンス 桃源文化会館（南アルプス市） 既卒者も対象。

10月24日
13:00～16:00

笛吹市就職ガイダンス 笛吹市八代総合会館（笛吹市） 既卒者も対象。

長野
10月28日

13:00～16：30
北信地域合同就職面接会 メルパルク長野（長野市） 既卒者も対象。

11月
13:00～16：00

東信地域就職面接会 上田市
既卒者も対象。
参加方法：参加申込書提出

11月
13:00～16：00

飯伊地域就職面接会 飯田市 既卒３年以内一般求職者も対象。

岐阜
9月18.19日

11:00～17:00
東海三労働局
「２days！業界別秋の就職フェア２０１３」

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）（名古屋
市）

既卒者も対象。

10月4 日or22日
ミニ企業説明会 ハートフルスクエアーＧ（岐阜市） 既卒者も対象。

11月21日
13:00～16:00

第２回みのかもジョブフェア２０１３ 美濃加茂市生涯学習センター（美濃加茂市）
その他中途就職希望者、雇用保険需給者も対
象。

静岡
9月13日

13：30～16：30
静岡県藤枝市・焼津市合同企業ガイダンス2013 藤枝市文化センター（藤枝市）

参加方法：HPより事前エントリー
既卒者も対象。卒業後３年以内の者

9月13日
12：00～16：00

2014年卒学生を対象とした合同企業説明会 静岡労政会館（静岡市）

9月25日
13：30～15：30

2014年卒学生を対象としたミニ企業説明会（福祉・介護分野） 静岡県総合社会福祉会館（静岡市） 既卒者も対象。

10月2日
13：00～16：00

第２回大学生等就職フェア アクトシティ浜松　展示イベントホール（浜松市） 既卒者も対象。卒業後３年以内の者

10月10日
13：00～16：00

第２回大学生等就職フェア ふじさんめっせ　大展示場（富士市） 既卒者も対象。卒業後３年以内の者

10月12日
13：30～16：00

平成２５年第２回いわた就職面接会 静岡産業大学ＳＳＵ磐田駅前学舎（磐田市） 既卒者も対象。

10月18日
13：00～16：00

第２回大学生等就職フェア グランシップ　大ホール・海（静岡市） 既卒者も対象。卒業後３年以内の者

10月22日
12：00～16：00

2014年卒学生を対象とした合同企業説明会 静岡労政会館（静岡市）

10月23日
13：30～15：30

2014年卒学生を対象としたミニ企業説明会（福祉・介護分野） 静岡県総合社会福祉会館（静岡市） 既卒者も対象。

愛知
9月18.19日

11:00～17:00
2days！業界別秋の就職フェア2013

愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）
８階展示場(名古屋市）

既卒者も対象。

9月24日
14:00～16:00

大学生等就職応援ミニ面接会
愛知新卒応援ハローワーク　セミナールーム
（名古屋市）

既卒者も対象。

9月24日
13:00～17:00

平成26年3月新規大卒者等合同企業説明会 豊川市勤労福祉会館　大研修ホール（豊川市） 既卒者も対象。

9月27日
13:00～17:00

平成26年3月新規大卒者等合同企業説明会 明治安田生命名古屋ビル ホール（名古屋市） 既卒者も対象。

10月4日
10:00～16:00

若者就職サポートｉｎ豊橋 豊橋商工会議所（豊橋市） 既卒者も対象。

10月11日
11:00～16:00

就職フェアin春日井＆小牧 小牧コミュニティホール（小牧市）

既卒者も対象。
予約者は特典あり
新卒者対象就職支援セミナー10：00～10：50
https://navi14.shukatsu.jp/14/shushokufair2013/

10月18日
13:00～16:30

就職フェアＩＮ江南 江南市民文化会館（江南市） 既卒者も対象。

10月28日
14:00～16:00

大学生等就職応援ミニ面接会
愛知新卒応援ハローワーク　セミナールーム
（名古屋市）

既卒者も対象。

10月31日
13:00～17:00

平成26年3月新規大卒者等合同企業説明会
愛知県産業労働センター（ウィンクあいち）6階展示
場（名古屋市）

既卒者も対象。

11月20日
13:00～17:00

平成26年3月新規大卒者等合同企業説明会 名古屋栄ビルディング　大会議室（名古屋市） 既卒者も対象。

11月25日
14:00～16:00

大学生等就職応援ミニ面接会
愛知新卒応援ハローワーク　セミナールーム
（名古屋市）

既卒者も対象。

11月26日
13:00～17:00

平成26年3月新規大卒者等合同企業説明会
刈谷市産業振興センター　あいおいホール（刈谷
市）

既卒者も対象。

滋賀
9月18日

12:30～16:30
甲賀ＪＯＢフェア（合同就職面接会） 碧水ホール（甲賀市） 既卒者も対象。

10月8日
14:00～16:00

彦根地区学生就職支援面談会 彦根商工会議所（彦根市） 既卒者も対象。

10月15日
13:00～16:00

滋賀学生就職フェア２０１３ クサツエストピアホテル（草津市） 既卒者も対象。

11月8日
13:00～16:00

学生就職面接会
湖北就活ナビ

長浜バイオ大学（長浜市） 既卒者も対象。

京都
10月15日

13:00～17:00
平成２５年度　第二回　適職発見フェアｉｎ京都 京都産業会館　３F（京都市） 概ね３４歳以下の若年求職者。

11月19日
13:00～16:00

福祉人材就職デイ 京都産業会館　きらっ都プラザ(京都市） 既卒者、一般求職者も対象。

11月下旬
「就職先発見！大学生等就職面接会」（仮称） 未定 既卒者も対象。

大阪
11月18日

13:00～17:00
若者応援企業就職フェア２０１３

グランフロント大阪
（コングレコンベンションセンター）（大阪市）

既卒者、一般求職者も対象。

兵庫
10月10日

13:00～16:00
阪神地域大卒者等　就職面接会 都ホテルニューアルカイック（尼崎市） 既卒者も対象。

11月13日
13:30～16:00

合同就職面接会ｉｎ川西 アステホール（川西市）
概ね４０歳以下の方。正社員求人他、契約社員、
パート社員求人も可

11月20日
13:00～15:30

三田地域合同就職面接会
三田市まちづくり協働センター多目的ホール（三田
市）

概ね４５歳までの方。

11月22日
13:30～16:00

ふるさとＪＯＢフェアｉｎ淡路島 洲本市文化体育館（洲本市） 概ね４４歳以下の方。

奈良
10月4日

11:00～16:00
企業合同説明会 エルトピア奈良（奈良市） 概ね４５歳未満の一般求職者も対象。

11月22日
11:00～16:00

企業合同説明会 奈良県社会福祉総合センター（橿原市） 概ね４５歳未満の一般求職者も対象。

和歌山
10月8日

13:00～16:00
わかやま企業説明会 和歌山ビッグ愛（和歌山市） 既卒者、一般求職者も対象。

11月25日
13:00～16:00

わかやま就職フェア2013 ダイワロイネットホテル（和歌山市） 既卒者、一般求職者も対象。

鳥取
10月9日

13:30～16:30
鳥取短期大学就職面接会 鳥取短期大学（倉吉市）

島根
9月24日

16:00～17:45
労働関係法令講座 島根大学　教養１号館教室（松江市）

参加者は当日キャリアセンター受付に申し出るこ
と。

11月23日
12:00～16:00

トリプルＡ面接会 島根県民会館　多目的ホール（松江市）
事前登録要
既卒者も対象。

http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://shimane-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

広島
10月2日

13:00～17:00
ＲＵＮ2014合同企業説明会 福山ニューキャッスルホテル（福山市）

11月3日
庄原市合同就職面接会 未定 既卒者も対象。

山口
10月23日

13:00～16:00
ふるさと山口就職説明会（学生・一般の部） 山口グランドホテル（山口市） 既卒者も対象。

10月25日
13:00～16:00

ふるさと山口就職説明会（学生・一般の部）
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター（周南
市）

既卒者も対象。

徳島
10月21日

13：30～16：00
未定 ハローワーク徳島３階会議室（徳島市） 既卒者も対象。

香川
11月上旬

かがわーくフェア（秋の就職面接会）予定 未定

愛媛
10月5日

13:30～15:30
宇和島地域合同就職面接会 宇和島市役所　２Ｆ　大ホール（予定）（宇和島市） 既卒者、一般求職者も対象。

10月8日
13:30～16:00

就職面接会 今治地域地場産業振興センター（今治市） 既卒者、一般求職者も対象。

10月25日
13:00～16:00

合同就職面接会 ひめぎんホール（松山市） 既卒者も対象。

福岡
10月24日

11：30～16：30
大学等合同会社面接会 福岡市九電記念体育館（福岡市） 既卒者も対象。

11月26日
13：00～17：00

九州山口合同就職応援フェア 福岡国際会議場（福岡市） 既卒者も対象。

佐賀
9月19日

13：00～16：00
企業説明会 in SAGA　（鳥栖会場） ホテルビアントス（鳥栖市） 既卒者、一般求職者も対象。

9月25日
13：00～16：00

企業説明会 in SAGA　（佐賀会場） グランデはがくれ（佐賀市） 既卒者、一般求職者も対象。

長崎
11月11日

13：00～16：00
平成２６年３月大学等卒業予定者・若年求職者合同企業面談会（長崎
会場）

長崎県立総合体育館（長崎市）
既卒者も対象。
概ね４５歳未満の一般求職者も対象

11月15日
13：00～16：00

平成２６年３月大学等卒業予定者・若年求職者合同企業面談会（佐世
保会場）

佐世保市体育文化館（佐世保市）
既卒者も対象。
概ね４５歳未満の一般求職者も対象

熊本
9月25日

12：45～16：00
job navi 2013 学生等就職面接会 グランメッセ熊本（益城町） 既卒者も対象。

宮崎
9月中

13：00～16：30
新卒応援ハローワーク
ミニ面接会

ハローワークプラザ宮崎　大会議室（宮崎市）
事前登録要
既卒者も対象。

10月中
13：00～16：30

新卒応援ハローワーク
ミニ面接会

ハローワークプラザ宮崎　大会議室（宮崎市）
事前登録要
既卒者も対象。

11月11日
13：30～16：30

秋のみやざき就職フェア シーガイアコンベンションセンター（予定）（宮崎市） 既卒者も対象。

鹿児島
11月21日

13：00～17：00
若者応援就職フェア「企業合同就職面談会」 鹿児島サンロイヤルホテル（鹿児島市） 既卒者も対象。

沖縄
10月2日

13:00～16：00
新規学卒者パワフルサポートプログラム合同就職説明会・面接会 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市） 既卒者も対象。

11月6日
13:00～16：00

新規学卒者パワフルサポートプログラム合同就職説明会・面接会 沖縄コンベンションセンター（宜野湾市） 既卒者も対象。

http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/



