
※DOMO特集のほか、別冊版のご案内も記載しています。

大区画 新規 小区画

発行日 原稿 MAP 原稿

(通巻号) 締切 締切 締切

9/7 9/3 9/4 9/4

(848) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

9/14 9/10 9/11 9/11

(849) (木)

17：00

(金)

12：00

(金)

15：00

9/21 9/17 9/18 9/18

(850) (木)

17：00

(金)

12：00

(金)

15：00

9/28 9/24 9/25 9/25

(851) (木)

17：00

(金)

12：00

(金)

15：00

10/5 10/1 10/2 10/2

(852) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

10/12 10/8 10/9 10/9

(853) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

10/19 10/15 10/16 10/16

(854) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

10/26 10/22 10/23 10/23

(855) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

11/2 10/29 10/30 10/30

(856) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

11/9 11/5 11/6 11/6

(857) (木)

17：00

(金)

12：00

(金)

15：00

11/16 11/12 11/13 11/13

(858) (木)

17：00

(金)

12：00

(金)

15：00

11/23 11/19 11/20 11/20

(859) (木)

17：00

(金)

12：00

(金)

15：00

11/30 11/26 11/27 11/27

(860) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

２０２０年９月～２０２０年１１月求人特集のご案内 愛知・岐阜版 ver.2

       　                 ①　条件に当てはまる特集以外の同時募集は、特に指定がなければ原則可です。
　                        ②　参画条件にある明示必須内容は、特に指定がなければ、どの項目に入れても可です。（フリースペース含む）
　                        ③　アルコール主体の飲食業については掲載をご遠慮頂いております。ご了承ください。
　                        ④　巻頭特別企画、第１特集、第２特集は、ＤＯＭＯＮＥＴにも特集として掲載されます。
       　                 ⑤　ＤＯＭＯ・ＤＯＭＯＮＥＴでの「短期」の定義は、1日～２カ月以内を指し、期間の項目が必須になります。
　                        ⑥　特集名と内規の文字のバックがグレーになっている企画に入稿ご希望の場合は、担当営業までお問い合わせください。
　                        ★　既存のページを特集に移動する（ツメ移動）企画です。

巻頭特別企画 第１特集 第２特集 第３特集

 名古屋中心部エリア（名駅・栄も含む）に勤務地のある仕事の募集。
 【掲載必須】職場の雰囲気が分かる写真

 希望のシフトを申請できる募集。  清掃・ビルメンテナンスの仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

 正社員のシゴト
 週２日からＯＫ！
 Ｗワーク・かけもち歓迎のシゴト

 警備のシゴト  名古屋西エリアのシゴト

参画条件　（2区画かつBタイプ以上から参画） 参画条件　（2区画かつBタイプ以上から参画） 参画条件　（1区画Ｄタイプから参画） 参画条件　（1区画Ｄタイプから参画）

 職場の雰囲気が分かる
 名古屋中心部エリアのシゴト

 十人十色の働き方！
 シフト希望制のシゴト

 清掃・ビルメンテナンスのシゴト  尾張北東・北西エリアのシゴト

 ★　「医療・介護・福祉・教育ページ」を特集に移動
 【掲載必須】施設の特徴、担当者からのコメント、職場写真の内
 1項目をフリースペース、フリー項目、キャッチコピーのいずれかに表記

 紙とネットでよく分かる
 ネットで詳細が見れるシゴト

 フレッシュ！
 新登場＆ひさびさ登場のシゴト

 工場・軽作業・ドライバーのシゴト  三河エリアのシゴト

 ★　「営業・販売・サービス・飲食系の正社員ページ」
 「オフィスワーク・技術・その他の正社員ページ」を特集に移動

 週２日から勤務可能なＷワーク（かけもち）を
 希望する人を歓迎する募集。

 警備の仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

 【本企画は巻末に割付となります】
 特別版！医療・介護・福祉・教育のシゴト

 ★　「医療・介護・福祉・教育ページ」を特集に移動
 【掲載必須】施設の特徴、担当者からのコメント、職場写真の内
 1項目をフリースペース、フリー項目、キャッチコピーのいずれかに表記

 正社員のシゴト  商業施設・百貨店のシゴト
 接客が苦手でも歓迎！
 モクモクと働けるシゴト

 岐阜エリアのシゴト

 インターネットで募集の詳細が検索できる募集。
 【必須項目】ワガシャde-DOMOの同時利用、
 ワガシャde-DOMO求人ページに繋がるQRコードの掲載
 ※QRコードは㈱デンソーウェーブの商標登録です。

 この号からＤＯＭＯ・DOMO NETに初めて掲載する、
 または、３か月以上ぶりに掲載する企業の募集。
 ■【表記必須】 初マーク

 ★　既存のページを特集に移動   ★　「西三河ページ」「東三河ページ」を特集に移動

 【本企画は巻末に割付となります】
 特別版！医療・介護・福祉・教育のシゴト

 ★　「医療・介護・福祉・教育ページ」を特集に移動
 【掲載必須】施設の特徴、担当者からのコメント、職場写真の内
 1項目をフリースペース、フリー項目、キャッチコピーのいずれかに表記

 職場の雰囲気が分かる
 尾張エリアのシゴト

 50～60代活躍中のシゴト
 主婦・主夫活躍中！
 販売・サービス・フードのシゴト

 名駅・栄・名古屋中心部エリアのシゴト

 ★　「営業・販売・サービス・飲食系の正社員ページ」
 「オフィスワーク・技術・その他の正社員ページ」を特集に移動

 商業施設・百貨店での募集。
 ※派遣・請負会社は掲載不可
 ※施設以外の勤務地との同時募集は不可

 接客のない仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

 【本企画は巻末に割付となります】
 特別版！医療・介護・福祉・教育のシゴト

 ★　「営業・販売・サービス・飲食系の正社員ページ」
 「オフィスワーク・技術・その他の正社員ページ」を特集に移動

 1日3時間からの勤務が可能な募集。  ★　既存のページを特集に移動  ★　既存のページを特集に移動

 紙とネットでよく分かる
 ネットで詳細が見れるシゴト

 応募の前に不安解消！
 問い合わせ大歓迎のシゴト

 清掃・ビルメンテナンスのシゴト  岐阜エリアのシゴト

 尾張エリアに勤務地のある仕事の募集。
 【掲載必須】職場の雰囲気が分かる写真

 50～60代のスタッフが活躍している仕事の募集。
 主婦・主夫が活躍している、
 販売・サービス・フードのシゴトの募集。

 ★　既存のページを特集に移動

 正社員のシゴト
 学校生活や家庭と両立！
 1日3時間からＯＫのシゴト

 医療・介護・福祉・教育のシゴト  名古屋南・知多エリアのシゴト

 ★　「営業・販売・サービス・飲食系の正社員ページ」
 「オフィスワーク・技術・その他の正社員ページ」を特集に移動

 主婦・主夫からの応募を歓迎している募集。  警備の仕事の募集。   ★　「西三河ページ」「東三河ページ」を特集に移動

 職場の雰囲気が分かる
 名古屋中心部エリアのシゴト

 50～60代活躍中のシゴト  工場・軽作業・ドライバーのシゴト  名古屋東エリアのシゴト

 インターネットで募集の詳細が検索できる募集。
 【必須項目】ワガシャde-DOMOの同時利用、
 ワガシャde-DOMO求人ページに繋がるQRコードの掲載
 ※QRコードは㈱デンソーウェーブの商標登録です。

 求職者からの問い合わせを歓迎する募集。  清掃・ビルメンテナンスの仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

 正社員のシゴト  主婦・主夫を応援するシゴト  警備のシゴト  三河エリアのシゴト

 ★　「営業・販売・サービス・飲食系の正社員ページ」
 「オフィスワーク・技術・その他の正社員ページ」を特集に移動

 週２日から勤務可能なＷワーク（かけもち）を
 希望する人を歓迎する募集。

 接客のない仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

 【本企画は巻末に割付となります】
 特別版！現場系・ドライバーのシゴト

 名古屋中心部エリア（名駅・栄も含む）に勤務地のある仕事の募集。
 【掲載必須】職場の雰囲気が分かる写真

 50～60代のスタッフが活躍している仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動  ★　既存のページを特集に移動

 正社員のシゴト
 週２日からＯＫ！
 Ｗワーク・かけもち歓迎のシゴト

 接客が苦手でも歓迎！
 モクモクと働けるシゴト

 名駅・栄・名古屋中心部エリアのシゴト

 インターネットで募集の詳細が検索できる募集。
 【必須項目】ワガシャde-DOMOの同時利用、
 ワガシャde-DOMO求人ページに繋がるQRコードの掲載
 ※QRコードは㈱デンソーウェーブの商標登録です。

 短期の募集。短期の雇用期間終了後、
 意向があれば長期勤務できる場合はその旨を明記。
 就業形態は問いません。　　　 ■【表記必須】期間

 主婦・主夫が活躍している、
 販売・サービス・フードのシゴトの募集。

 ★　既存のページを特集に移動

 【本企画は巻末に割付となります】
 特別版！現場系・ドライバーのシゴト

 ★　「警備・清掃・ビルメンテナンスページ」
 「工場・軽作業・ドライバーページ」を特集に移動

 紙とネットでよく分かる
 ネットで詳細が見れるシゴト

 年末年始に向けて！
 短期＆短期から始めるシゴト

 主婦・主夫活躍中！
 販売・サービス・フードのシゴト

 名古屋西エリアのシゴト

 ★　「営業・販売・サービス・飲食系の正社員ページ」
 「オフィスワーク・技術・その他の正社員ページ」を特集に移動

 年間を通して土日が休日の仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動   ★　「西三河ページ」「東三河ページ」を特集に移動

 【本企画は巻末に割付となります】
 特別版！現場系・ドライバーのシゴト

 ★　「警備・清掃・ビルメンテナンスページ」
 「工場・軽作業・ドライバーページ」を特集に移動

 正社員のシゴト  土日休みのシゴト  医療・介護・福祉・教育のシゴト  三河エリアのシゴト

 名古屋南エリアに勤務地のある仕事の募集。
 【掲載必須】職場の雰囲気が分かる写真

 扶養控除内で働ける仕事の募集。  清掃・ビルメンテナンスの仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

 ★　「警備・清掃・ビルメンテナンスページ」
 「工場・軽作業・ドライバーページ」を特集に移動

 職場の雰囲気が分かる
 名古屋南エリアのシゴト

 扶養控除内で働けるシゴト  清掃・ビルメンテナンスのシゴト  岐阜エリアのシゴト

共通

ルール


