
※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

6/1 5/28 5/29 5/29

(836) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

6/8 6/4 6/5 6/5

(837) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

6/15 6/11 6/12 6/12

(838) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

6/22 6/18 6/19 6/19

(839) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

6/29 6/25 6/26 6/26

(840) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

7/6 7/2 7/3 7/3

(841)
(木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

7/9 7/10 7/10

7/13 (木) (金) (金)

(842) 17:00 12:00 15:00

7/13

7/20

7/21 7/22 7/22

7/27 (火) (水) (水)

(843) 17:00 12:00 15:00

7/30 7/31 7/31

8/3 (木) (金) (金)

(844) 17:00 12:00 15:00

8/10

8/6 8/7 8/7

8/17 (木) (金) (金)

(845) 17:00 12:00 15:00

8/24 8/20 8/21 8/21

(846) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

8/31 8/27 8/28 8/28

(847) (木) (金) (金)

17:00 12:00 15:00

※「60才以上を歓迎するシゴト」
特集は締切が異なります。

 岐阜エリアのシゴト

 ★　既存のページを特集に移動

 60才以上を歓迎する募集。他属性等との同時募集不可。
 ※広告サイズが通常の4倍サイズとなります。
 ※締め切りが左記と異なります。       　　※ページ限定。
 ※参画区画・締切など詳細は別途ツールを参照ください。

 未経験者やブランクのある人からの応募を
 受け付ける募集。

 ★　既存のページを特集に移動  ★　既存のページを特集に移動

 ★　「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

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

 三河エリアのシゴト  主婦・主夫を応援するシゴト  工場・軽作業・ドライバーのシゴト  名古屋南・知多エリアのシゴト

 ★　「西三河ページ」「東三河ページ」を特集に移動  主婦・主夫からの応募を歓迎している募集。  ★　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  50～60代活躍中のシゴト
 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

 60才以上を歓迎する募集。他属性等との同時募集不可。
 ※広告サイズが通常の4倍サイズとなります。
 ※締め切りが左記と異なります。       　　※ページ限定。
 ※参画区画・締切など詳細は別途ツールを参照ください。

 夏休み中からの勤務開始も可能かつ、
 週2日からの勤務が可能な募集。

 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

8/10号は「休刊」です。8/3号は「合併号」となり「2週間発行」します。

 正社員のシゴト

 ★　「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

※「60才以上を歓迎するシゴト」
特集は締切が異なります。

 ★　「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

 60才以上を歓迎するシゴト
 夏休み中のスタートも歓迎！
 週2日からＯＫのシゴト

 主婦・主夫活躍中！
 販売・サービス・フードのシゴト

 名古屋東エリアのシゴト

 指定代理店による買取企画です。
 ※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
 ※販売代行、応募受付・採用代行は可

 週1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。  ★　「西三河ページ」「東三河ページ」を特集に移動

 正社員のシゴト

7/20号は「休刊」です。7/13号は「合併号」となり「2週間発行」します。

 2020年9月オープン！ (予定)
 ららぽーと愛知東郷のシゴト

 週1日からＯＫ！
 Ｗワーク・かけもち歓迎のシゴト

 警備のシゴト  三河エリアのシゴト

 ★　既存のページを特集に移動

7/2（木）申込締切   【別冊版DOMO】 　  ドライバー・現場のシゴト版   　　※参画条件等は、別途ツールを参照ください。

 指定代理店による買取企画です。
 ※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
 ※販売代行、応募受付・採用代行は可

 年間を通して土日が休日の仕事の募集。  接客のない仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

 岐阜エリアのシゴト

 ★　「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

 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

 ★　既存のページを特集に移動  ★　既存のページを特集に移動

 2020年9月オープン！ (予定)
 ららぽーと愛知東郷のシゴト

 土日休みのシゴト
 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

 指定代理店による買取企画です。
 ※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
 ※販売代行、応募受付・採用代行は可

 寮完備の仕事であること。
 (募集職種全てであることを推奨するが寮の無い募集との
 同時募集可)

 ★　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
 夏バイトStart！
 短期＆短期から始めるシゴト

 工場・軽作業・ドライバーのシゴト  名古屋南・知多エリアのシゴト

 ★　「西三河ページ」「東三河ページ」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

 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

 2020年9月オープン！ (予定)
 ららぽーと愛知東郷のシゴト

 寮あり！のシゴト  医療・介護・福祉・教育のシゴト  尾張北東・北西エリアのシゴト

 フレッシュ！
 新登場＆ひさびさ登場のシゴト

 接客が苦手でも歓迎！
 モクモクと働けるシゴト

 尾張北東・北西エリアのシゴト

 ★　既存のページを特集に移動  扶養控除内で働ける仕事の募集。  警備の仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

 三河エリアのシゴト  商業施設・百貨店のシゴト
 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

 車通勤が可能な募集。
 駐車場完備、ガソリン代支給など車通勤に関する
 補助の記載を推奨。

 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

 岐阜エリアのシゴト  扶養控除内で働けるシゴト  警備のシゴト
 名駅・栄・名古屋中心部エリアの
 シゴト

２０２０年６月～２０２０年８月求人特集のご案内 愛知・岐阜版 ver.4

       　                    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

 60才以上を歓迎するシゴト
 ひさびさお仕事歓迎！
 未経験＆ブランクありOKのシゴト

 医療・介護・福祉・教育のシゴト  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

 この号からＤＯＭＯ・DOMONET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

 接客のない仕事の募集。  ★　既存のページを特集に移動

 正社員のシゴト  車通勤ＯＫのシゴト  清掃・ビルメンテナンスのシゴト  名古屋東エリアのシゴト

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）

 正社員のシゴト

共通

ルール


