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求人情報ＣＳＶ方式利用手順書

はじめに
本マニュアルは、ハローワーク求人情報提供サービスが提供する求人情報デ
ータに係る説明および、ダウンロードの操作方法について記載しています。
本マニュアルは、
「ハローワーク求人情報提供サービスの説明」
「データのダ
ウンロード操作方法」の２つから構成されています。

ご注意
(1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
(2) 本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
(3) Adobe Reader は、米国 AdobeSystem 社の米国およびその他の国における登録
商標または商標です。
(4) 求人情報を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与え
た損害については責任を負いません。
(5) 本書の内容で、ご不明な点や誤りなどお気づきの点がありましたら、
hs-online_hd@mhlw.go.jp までご連絡ください。
(6) 求人条件に係わる問い合わせは、管轄労働局にお問い合わせください。
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第１章

ハローワーク求人情報提供サービスの説明

1.1 概要
（１）ハローワーク求人情報提供サービスとは
ハローワーク求人情報提供サービスを利用することにより、全国のハローワ
ークの有効な求人の内、求人事業主が提供に同意した求人情報を、加工可能な
形式（ＣＳＶ形式）でダウンロードすることができます。ダウンロードしたＣ
ＳＶファイルを任意に編集1した上で求人情報の提供が可能となります。
この章では、提供対象となる求人情報の説明と、利用上の注意を説明します。

1

求人情報の項目の並び替えや特定の項目を強調するなどの編集は可能ですが、求人内容は
正確に引用し、内容を改変しないでください。
詳細はハローワークインターネットサービスのコンテンツ に掲載している導入マニュア
ルの利用規約を参照ください。
求人情報オンライン提供 地方自治体・職業能力開発施設等ご担当者様へ
→https://www.hellowork.go.jp/info/online01.html
求人情報オンライン提供 職業紹介事業者ご担当者様へ
→https://www.hellowork.go.jp/info/online02.html
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第１章

ハローワーク求人情報提供サービスの説明

1.2 求人情報データの説明
（１）求人情報データの種類
求人情報データは以下の種類で CSV ファイルを作成し、ダウンロード時の
サーバ負荷を軽減するため ZIP 形式に圧縮して提供しています。
①一般求人（フルタイム、パート、季節、出稼ぎ）
(ア) 各都道府県を就業地とする求人情報毎に
47 分割したファイル（※１）
(イ)全国一括ファイル（1 ファイル）（※２）
②障害者求人
(ウ)全国一括ファイル（1 ファイル）（※２）
③大卒等求人
(エ)全国一括ファイル（1 ファイル）（※２）
求人情報データの各ＺＩＰファイル・ＣＳＶファイルは、システムでは常に
同一の名称にて提供します。ダウンロードするフォルダに、同じ名称のファイ
ルが存在する場合は、上書きされます。過去のファイルを残しておきたい場合
は、予め、別のフォルダに移動するか、ファイルの名称を変更のうえ保存して
ください。
※１ 各都道府県の求人件数の合計は就業場所ごとに計上するため、全国一
括ファイルの求人件数とは一致しないことがあります。
※２ 全国一括ファイルには就業場所が国内の求人情報のほか、就業場所が
海外の求人情報も含まれています。海外の求人情報は就業場所の住所
コード（都道府県・市区町村コード 5 桁）が「59000」となってい
ます。
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（２）求人情報データの項目
求人情報データの各項目に関しては、ハローワークインターネットサービス
のコンテンツ2に掲載している導入マニュアルの別添 1「求人情報項目一覧（一
般・障害者／大卒等）」および、別添 2「求人オンライン提供データの項目説
明書」をご確認ください。

（３）求人情報データの更新タイミング
求人情報データの更新タイミングは、毎日午後 9 時 30 分時点のハローワ
ークの求人情報を、翌日午前 6 時頃に更新しています。

（４）求人情報データの並び順
CSV ファイル内の求人情報データは、新しく受理された順に、都道府県（求
人受理地）順で出力しています。
システムで求人情報データを更新する際に、求人情報データの項目の「(２)
受付年月日（西暦）」の降順、「(１) 求人番号」の昇順で出力されます。

（５）求人情報データの文字コード
求人情報データの CSV ファイルの文字コードは「Windows-31J」です。

（６）求人情報データの改行コード
求人情報データの CSV ファイルの改行コードは「LF」です。

2

求人情報オンライン提供 地方自治体・職業能力開発施設等ご担当者様へ
→https://www.hellowork.go.jp/info/online01.html
求人情報オンライン提供 職業紹介事業者ご担当者様へ
→https://www.hellowork.go.jp/info/online02.html
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（７）求人情報データのファイル名
求人情報データの CSV ファイルの名称を以下の表に示します。
表 1.2.1 CSV ファイル名の一覧
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ファイル名

概要

REXAB192010_C100.csv
REXAB192010_C200.csv
REXAB192010_C300.csv
REXAB192010_C101.csv
REXAB192010_C102.csv
REXAB192010_C103.csv
REXAB192010_C104.csv
REXAB192010_C105.csv
REXAB192010_C106.csv
REXAB192010_C107.csv
REXAB192010_C108.csv
REXAB192010_C109.csv
REXAB192010_C110.csv
REXAB192010_C111.csv
REXAB192010_C112.csv
REXAB192010_C113.csv
REXAB192010_C114.csv
REXAB192010_C115.csv
REXAB192010_C116.csv
REXAB192010_C117.csv
REXAB192010_C118.csv
REXAB192010_C119.csv
REXAB192010_C120.csv
REXAB192010_C121.csv
REXAB192010_C122.csv
REXAB192010_C123.csv
REXAB192010_C124.csv
REXAB192010_C125.csv
REXAB192010_C126.csv
REXAB192010_C127.csv
REXAB192010_C128.csv
REXAB192010_C129.csv
REXAB192010_C130.csv
REXAB192010_C131.csv
REXAB192010_C132.csv
REXAB192010_C133.csv
REXAB192010_C134.csv
REXAB192010_C135.csv
REXAB192010_C136.csv
REXAB192010_C137.csv
REXAB192010_C138.csv
REXAB192010_C139.csv

公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の全国
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（障害者）の全国
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（大卒等）の全国
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の北海道
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の青森県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の岩手県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の宮城県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の秋田県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の山形県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の福島県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の茨城県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の栃木県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の群馬県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の埼玉県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の千葉県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の東京都
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の神奈川県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の新潟県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の富山県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の石川県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の福井県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の山梨県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の長野県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の岐阜県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の静岡県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の愛知県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の三重県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の滋賀県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の京都府
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の大阪府
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の兵庫県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の奈良県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の和歌山県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の鳥取県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の島根県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の岡山県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の広島県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の山口県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の徳島県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の香川県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の愛媛県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の高知県
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No
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

ファイル名

概要

REXAB192010_C140.csv
REXAB192010_C141.csv
REXAB192010_C142.csv
REXAB192010_C143.csv
REXAB192010_C144.csv
REXAB192010_C145.csv
REXAB192010_C146.csv
REXAB192010_C147.csv
REXAB192010_M100.csv
REXAB192010_M200.csv
REXAB192010_M300.csv
REXAB192010_M101.csv
REXAB192010_M102.csv
REXAB192010_M103.csv
REXAB192010_M104.csv
REXAB192010_M105.csv
REXAB192010_M106.csv
REXAB192010_M107.csv
REXAB192010_M108.csv
REXAB192010_M109.csv
REXAB192010_M110.csv
REXAB192010_M111.csv
REXAB192010_M112.csv
REXAB192010_M113.csv
REXAB192010_M114.csv
REXAB192010_M115.csv
REXAB192010_M116.csv
REXAB192010_M117.csv
REXAB192010_M118.csv
REXAB192010_M119.csv
REXAB192010_M120.csv
REXAB192010_M121.csv
REXAB192010_M122.csv
REXAB192010_M123.csv
REXAB192010_M124.csv
REXAB192010_M125.csv
REXAB192010_M126.csv
REXAB192010_M127.csv
REXAB192010_M128.csv
REXAB192010_M129.csv
REXAB192010_M130.csv
REXAB192010_M131.csv
REXAB192010_M132.csv
REXAB192010_M133.csv
REXAB192010_M134.csv
REXAB192010_M135.csv
REXAB192010_M136.csv

公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の福岡県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の佐賀県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の長崎県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の熊本県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の大分県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の宮崎県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の鹿児島県
公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用の求人情報（一般）の沖縄県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の全国
民間職業紹介事業者用の求人情報（障害者）の全国
民間職業紹介事業者用の求人情報（大卒等）の全国
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の北海道
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の青森県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の岩手県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の宮城県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の秋田県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の山形県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の福島県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の茨城県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の栃木県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の群馬県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の埼玉県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の千葉県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の東京都
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の神奈川県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の新潟県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の富山県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の石川県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の福井県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の山梨県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の長野県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の岐阜県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の静岡県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の愛知県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の三重県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の滋賀県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の京都府
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の大阪府
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の兵庫県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の奈良県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の和歌山県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の鳥取県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の島根県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の岡山県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の広島県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の山口県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の徳島県
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No

ファイル名

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REXAB192010_M137.csv
REXAB192010_M138.csv
REXAB192010_M139.csv
REXAB192010_M140.csv
REXAB192010_M141.csv
REXAB192010_M142.csv
REXAB192010_M143.csv
REXAB192010_M144.csv
REXAB192010_M145.csv
REXAB192010_M146.csv
REXAB192010_M147.csv

概要
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の香川県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の愛媛県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の高知県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の福岡県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の佐賀県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の長崎県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の熊本県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の大分県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の宮崎県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の鹿児島県
民間職業紹介事業者用の求人情報（一般）の沖縄県

参考情報

求人情報データの CSV ファイルを ZIP 形式に圧縮した際のファイル名は、表 1.2.1
のファイル名と同じで拡張子が「zip」です。
なお、複数の求人情報データを選択してダウンロードをすると、選択したデータを１
つのファイルに圧縮します。複数ファイルを圧縮した際のファイル名は常に以下の名
称で提供します。
・公共機関（地方自治体・職業能力開発施設等）用
REXAB192010_C999.zip
・民間職業紹介事業者用
REXAB192010_M999.zip

上記の圧縮ファイルには、複数選択した求人情報データを ZIP 形式で圧縮して格納
していますので、ひとつずつ解凍してご利用ください。
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第１章

ハローワーク求人情報提供サービスの説明

1.3 利用上の注意
（１）ダウンロードの制限について
求人情報データのダウンロードに関して、サーバ及び回線に負荷がかかるた
め、ダウンロードの希望が集中する時間帯（6 時～13 時）に限り、ダウンロ
ード時間を指定する場合があります。
ダウンロードの制限に関して、運用管理組織から連絡責任者へ連絡をするこ
とがありますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。

（２）データ提供方式の希望内容の変更について
「ハローワーク求人情報のオンライン提供利用申請書」の提出時に記載した
「データ提供方式の希望内容」に変更が生じた場合は、ハローワークインター
ネットサービスのコンテンツに掲載している導入マニュアルの「第５ ４ 各種
変更手続きの方法」に記載のとおり、変更手続きをお願いします。
なお、ダウンロードの指定時間帯又はダウンロード対象データの変更が必要
となった場合に限り、ハローワーク求人情報提供サービスのコンテンツに掲載
されている「ダウンロード時間帯・データの種類 変更申請票」を記載いただ
き、同申請票に記載されているアドレスあてに送付してください。
あわせて、本申請票については、利用申請を行った都道府県労働局に写しを
送付してください。
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（３）メンテナンス作業の実施について
メンテナンス作業のため、毎日 21 時 30 分～翌日 6 時までシステムを停
止します。メンテナンス作業中はハローワーク求人情報提供サービスをご利用
になれません。メンテナンス作業開始時に取得中の求人情報データは、アクセ
スの切断により破損するおそれがありますので、ご注意ください。
また、緊急のシステム障害等のため、この時間以外にメンテナンス作業を実
施する場合がありますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いします。緊急の
メンテナンスに係るお知らせは、ハローワークインターネットサービスのコン
テンツをご確認ください。

9
Copyright © 2016 厚生労働省職業安定局 (28.11.30)

第２章

データのダウンロード

操作方法

2.1 ダウンロード手順
（１）求人情報データをダウンロードする
手順 1

求人情報データをダウンロードしたい場合、『求人情報データ提
供ダウンロード画面』（図 2.1.1）から希望する求人情報のチェ
ックボックスを選択し、ダウンロードボタンをクリックします。
複数のチェックボックスを選択した場合、＜手順２＞へ
また、求人情報（フルタイム・パート・季節・出稼ぎ）の全国
の求人情報データをダウンロードする場合は、全国の件数リン
クをクリックします。

注

意

ダウンロードにかかる時間は、ファイルサイズと、ご利用の回線速度により異なりま
す。
求人情報データは、提供対象となる求人件数によってファイルサイズが異なります。
『求人情報データ提供ダウンロード画面』にファイルサイズ（MB 単位）を表示して
いますので、ご利用のパソコンに保存可能な空き領域が確保されていることをご確認
ください。
ネットワークエラー等が発生しダウンロードができない場合は、しばらく時間をおい
てから再度ダウンロードを実行していただくようお願いします。
または、ご利用のセキュリティ対策ソフト等による通信遮断や動作抑止の影響がない
かご確認ください。
求人情報データの各ＺＩＰファイル・ＣＳＶファイルは、システムでは常に同一の名
称にて提供します。ダウンロードするフォルダに、同じ名称のファイルが存在する場
合は、上書きされます。
ダウンロードの希望が集中する時間帯（6 時～13 時）の利用に関して、
『求人情報デ
ータ提供ダウンロード画面』の利用上の注意にダウンロードが可能な時間帯を表示し
ていますので、ご確認ください。
指定された時間帯にダウンロードできなかった場合は、13 時以降にダウンロードす
ることが可能です。
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参考情報

求人情報（フルタイム・パート・季節・出稼ぎ）の全国の件数リンクについて、提供
対象データが存在しない場合は " - " を表示します。
求人情報（フルタイム・パート・季節・出稼ぎ）の各都道府県、求人情報（大卒等）
の全国、求人情報（障害者）の全国のチェックボックスについて、提供対象データが
存在しない場合は、チェックボックスは表示せず、" - " を表示します。
求人情報（フルタイム・パート・季節・出稼ぎ）の全国の件数リンクをクリックする
と、ダウンロードの確認ダイアログが表示されますので、ご利用のパソコンの任意の
フォルダを指定して保存（ファイル名の変更可）することが可能です。
求人情報（フルタイム・パート・季節・出稼ぎ）の各都道府県、求人情報（大卒等）
の全国、求人情報（障害者）の全国の希望する求人情報が１つの場合、ダウンロード
ボタンをクリックすると、ダウンロードの確認ダイアログが表示されますので、ご利
用のパソコンの任意のフォルダを指定して保存（ファイル名の変更可）することが可
能です。
複数の求人情報データをダウンロードする場合は、希望する求人情報のチェックボッ
クスを複数選択し、ダウンロードボタンをクリックします。
＜手順２＞へ
ダウンロードした求人情報データは、ZIP 形式で圧縮されていますので、ご利用のパ
ソコンにインストールされている圧縮・解凍ソフトを使用して解凍してください。
ダウンロードした求人情報データを残しておきたい場合は、予め、別のフォルダに移
動するか、ファイルの名称を変更のうえ保存してください。
「ハローワーク求人情報のオンライン提供利用申請書」に記載いただいたデータ提供
方式の希望内容のデータの種類のみ、リンク、チェックボックスを表示しています。
また、チェックボックスはすべて選択状態にて表示します。
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図 2.1.1 求人情報データ提供ダウンロード画面
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表 2.1.1 求人情報データ提供ダウンロード画面の各部の説明
番号

ボタン名

説明

（１）

ダウンロード

希望する求人情報（フルタイム・パート・季節・出稼ぎ）
の各都道府県、求人情報（大卒等）の全国、求人情報（障
害者）の全国の求人情報データをダウンロードします。
複数のチェックボックスを選択した場合、
『求人情報デー
タ提供ファイル圧縮画面』へ遷移します。

（２）

求人情報（フル

求人情報（フルタイム・パート・季節・出稼ぎ）全国の

タイム・パー

求人情報データをダウンロードします。利用申請書に記

ト・季節・出稼

載いただいた希望内容のデータの種類が、都道府県別の

ぎ）の全国の件

場合は件数リンクが表示されず、" - " が表示されます。

数リンク
（３）

全て選択

画面に表示しているチェックボックスを全て選択状態に
します。ただし、求人情報（フルタイム・パート・季節・
出稼ぎ）全国の求人情報データは、チェックボックスで
はないため「全て選択」をクリックしても選択されませ
ん。
（２）のとおり、件数リンクを押してダウンロードし
てください。

（４）

全て解除

画面に表示しているチェックボックスの選択状態を全て
解除します。

表 2.1.2 求人情報データ提供ダウンロード画面のメッセージの説明
番号

出力契機

メッセージ

対処方法

（１）

【求人情報（フ

指定されたダウンロード

利用上の注意に表示してい

ルタイム・パー

時間帯以外のため、ダウ

るダウンロードが可能な時

ト・季節・出稼

ンロードできません。

間帯、または 13 時以降に再

ぎ）の全国の件

度ダウンロードを行ってく

数リンク】を押

ださい。

す
（２）

【ダウンロー

指定されたダウンロード

利用上の注意に表示してい

ド】ボタンを押

時間帯以外のため、ダウ

るダウンロードが可能な時

す

ンロードできません。

間帯、または 13 時以降に再
度ダウンロードを行ってく
ださい。

（３）

【ダウンロー

ダウンロードするデータ

希望する求人情報のチェッ

ド】ボタンを押

の種類を選択してくださ

クボックスを選択してくだ

す

い。

さい。
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手順２

『求人情報データ提供ファイル圧縮画面』（図 2.1.2）が表示さ
れ、希望する求人情報の圧縮が自動で行われます。
ダウンロードの確認ダイアログが表示されるまで、そのままし
ばらくお待ちください。

注

意

ダウンロードにかかる時間は、ファイルサイズと、ご利用の回線速度により異なりま
す。
ネットワークエラー等が発生しダウンロードができない場合は、しばらく時間をおい
てから再度ダウンロードを実行していただくようお願いします。
または、ご利用のセキュリティ対策ソフト等による通信遮断や動作抑止の影響がない
かご確認ください。
求人情報データの各ＺＩＰファイル・ＣＳＶファイルは、システムでは常に同一の名
称にて提供します。ダウンロードするフォルダに、同じ名称のファイルが存在する場
合は、上書きされます。
ダウンロードの確認ダイアログが表示されず、
『求人情報データ提供ダウンロードエ
ラー画面』が表示された場合は、＜手順３＞へ

参考情報

希望する求人情報の圧縮が完了すると、ダウンロードの確認ダイアログが表示されま
すので、ご利用のパソコンの任意のフォルダを指定して保存（ファイル名の変更可）
することが可能です。
ダウンロードした求人情報データは、ZIP 形式で圧縮されていますので、ご利用のパ
ソコンにインストールされている圧縮・解凍ソフトを使用して解凍してください。
ダウンロードした求人情報データを残しておきたい場合は、予め、別のフォルダに移
動するか、ファイルの名称を変更のうえ保存してください。
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図 2.1.2 求人情報データ提供ファイル圧縮画面

表 2.1.3 求人情報データ提供ファイル圧縮画面の各部の説明
番号

ボタン名

説明

（１）

トップメニュー

『メニュー画面』へ遷移します。
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手順３

『求人情報データ提供ダウンロードエラー画面』（図 2.1.3 また
は図 2.1.4）が表示された場合、エラー内容をご確認の上、再度
ダウンロードを行ってください。

参考情報

ダウンロードが混み合っている場合は、しばらく時間をおいてから、または 13 時以
降に＜手順１＞より再度ダウンロードを行ってください。
ダウンロードのリクエスト有効期限が切れている場合は、＜手順１＞より再度ダウン
ロードを行ってください。
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図 2.1.3 求人情報データ提供ダウンロードエラー画面（タイムアウト）

図 2.1.4 求人情報データ提供ダウンロードエラー画面（有効期限切れ）

表 2.1.4 求人情報データ提供ダウンロードエラー画面の各部の説明
番号

ボタン名

説明

（１）

戻る

『求人情報データ提供ダウンロード画面』へ遷移します。
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