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マイナビ農林水産ジョブアス 

　会員向けマニュアル 

この一冊でジョブアスの基本的な機能・操作方法がわかる 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 ▶ 会員登録の方法  

スカウト機能について  

　　ポイント 

求人お知らせ・メルマガを受け取る  
新たな求人が出たタイミングでお知らせが届くように  
なります。※登録後変更可能です。  
 
スカウトを利用する  
求人先からスカウトメッセージが届くようになります。  
※登録後変更可能です。  
 

会員情報入力を行う １ 

  0１.会員登録・ログインについて 
 

会員登録の方法やパスワードの設定・変更の方法をご説明いたします。また、会員登録は下記から行えます。 

https://jobearth.mynavi.jp/applicant/register/new 

お名前の箇所に名前（漢字・カナ）を入力してくだ
さい。生年月日は登録後、変更する事が出来な
いため、正確にご入力ください。
メールアドレスに関しては普段使用されているも
のを登録する事をオススメします。 
 
上段にパスワードを入力されましたら、下段にも
同じパスワードを再度入力ください。 
 
「利用規約及びプライバシーポリシーに同意す
る。」にチェックマークを入れ、 
内容に間違いがなければ、「登録する」をクリック
してください。 

user 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URL 

会員登録・ログインについて  

「登録する」ボタンをクリックすると、
左の画面が表示されます。

ジョブアス事務局（jobearth.support@mynavi.jp）から
メールが送られるため、先ほど登録した
メールアドレス内の受信ボックスを確認して
ください。 

左画面のメール（件名：【マイナビ農林水産ジョブ
アス】会員登録手続きのお願い）が届くため、メー
ル内のURLをクリックしてメール認証を行ってくだ
さい。

上記流れで会員登録は完了です。

URL 

スカウト機能について  

メールアドレスが届かないケースとして、  
・メールアドレスが間違っている  
・迷惑メールフォルダに振り分けられている  
が考えられます。  
 
迷惑メール防止設定やPCメール拒否設定をされている  

場合は、 jobearth.support@mynavi.jpからのメールを

受け付ける設定にご変更ください。  
 

　　補足 

user 

仮登録が完了 2 

メール認証を行う 3 

mailto:jobearth.support@mynavi.jp
mailto:jobearth.support@mynavi.jp
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スカウト機能について  

　　ポイント 

しっかりと情報入力する事が大切です！  
 
求人側は応募してくれた方に、「この方はどんな方なのだろう
か」と興味関心を持っています。  
裏を返せば、ここに情報がなければいくら応募をしても、求人
側へは伝わりにくい状態です。  
 
求人側からスカウトが来たり、会ってみたいと思って貰えるよう
に情報をしっかり記入し、「私はこんな人です！」とアピールし
てみましょう。  

メール認証が完了すると基本情報の追加項目やプ
ロフィール情報などの入力画面が表示されます。
・基本情報
・プロフィール情報
・履歴書情報
を記入いただくことで求人に応募する際、毎回入力
いただく手間がなくなります。

また、プロフィール情報の登録を行うことであなた
を求める求人先からスカウト情報が届くようになり
ますので、登録を推奨します。
※登録後、マイページから情報変更が可能です。

登録が終わり次第、さっそく求人を見つけてみま
しょう。

user 

プロフィール情報を入力 4 

会員登録・ログインについて  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user 

会員登録・ログインについて  

 ▶サイトへログインする  

画面右上の「ログイン」をクリックしてください。

ログインする １ 

必要項目を入力する 2 

登録したメールアドレスとパスワードを入力し、
「私はロボットではありません」にチェックを入れ
て、ログインをクリックします。
チェックをいれた際、画像が表示されることがあり
ますので、指示に従い選択を行ってください。

ログイン成功 3 

ログインに成功すると、トップページに移行して、
引き続き、求人への応募や会員機能であるメッ
セージ機能や求人お気に入り登録などが行える
ようになります。

＜各メニュー＞
■求人を探す…様々な条件で求人を探すことが
できます

■お気に入り…求人画面に表示されている「♡お
気に入り」をクリックするとお気に入り登録した求
人が一覧表示します。

■閲覧履歴…過去に閲覧した求人が一覧表示し
ます。

■スカウト…求人先から届いたスカウトを確認す
ることができます。

■メッセージ...応募した求人先とメッセージでやり
とりすることが可能です。
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 ▶ パスワードを忘れた・変更する 

マイナビ農林水産ジョブアスのトップページ上にある
「ログイン」をクリックします。

その後、「パスワードをお忘れの方はこちら」をクリッ
クすると、『会員登録時のメールアドレスを教えてくだ
さい』と表記された画面が出てくるため、登録したア
ドレスをこちらに入力して「再設定メールを送信する」
をクリックしてください。

パスワード変更画面へ １ 

user 

会員登録・ログインについて  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パスワード再設定メールが届きますので、メール
内に記載のあるURLをクリックします。

URLクリック後、パスワードの再設定画面に遷移
するため、新しいパスワードを入力ください。

入力後、「設定する」をクリックし「新しいパスワー
ドが設定されました」という画面が表示されました
ら、以上で変更は完了です。

パスワードを再設定する 2 

スカウト機能について  

パスワード再設定URLの有効期限は24時間となりますの
で、有効期限切れとなった場合には、  
再度、①から変更リクエストを行ってください。  

　　補足 

user 

URL

会員登録・ログインについて  

スカウト機能について  

どうしてもうまく再設定が出来ない、ログインが出来ない等
があれば、下記よりサポート宛てにお問い合わせください。  
https://jobearth.mynavi.jp/applicant_contacts/new  

　　補足 

https://jobearth.mynavi.jp/applicant_contacts/new
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 ▶ 求人への応募方法  

スカウト機能について  

　　ポイント 

応募する案件によって表現を変える事も効果的です  
 
求人側はあなたがどんな方なのだろうか、うちに合う人だ
ろうか、と応募を楽しみにしています。  
そのため、求人情報や求めている人材像を理解し、履歴
書情報などを、相手に合わせて表現を変え、私は御社で
活かせる人材ですよ、とPRする事も大切です。  
 
もちろん、全ての欄を埋め、相手に安心感を与える事は一
番大切な事です。  

内容を記入したら、「応募内容を確認」をクリック
し、問題がなければ「この内容で応募」をクリック
して応募完了です。

応募が完了すると応募先にメール通知が届きま
すので、ご連絡をお待ちください。

気になった求人を見つけたら、求人ページ上の画
面下部に表示される「求人に応募する」をクリック
します。

会員登録が完了していてログイン済みの方は、
応募フォームの情報が自動反映されます。会員
登録されていない場合には、
応募フォームからご入力ください。
※入力情報は求人側に届きます

「求人に応募する」をクリックする １ 

  02.応募方法について 
 

マイナビ農林水産ジョブアス上に掲載している案件への応募の仕方を説明します。 

気になった求人があれば応募してみましょう。 

user 

応募先からの連絡を待つ 2 

スカウト機能について  

　　補足 

1週間以上経って、もし応募先から連絡がない場合には、
ジョブアス内「メッセージ」から応募者様から応募先へメッ
セージを送ることが出来ます。  
また、ご連絡がしづらい場合にはサポート
（jobearth.support@mynavi.jp）宛てにご連絡ください。  

スカウト機能について  

　　補足 

メッセージ機能を利用するには会員登録（本登録）が必要
となりますので、応募時に会員登録を行っていない方は仮
登録扱いとなり、メール認証を行うことで本登録完了となり
ますので、会員登録はお忘れずに！  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 ▶求人先からのメッセージを確認・返信する  

画面右上の「ログイン」をクリックしてください。
もし既にログインされている状態であれば、3⃣に進
んでください。

ログイン画面へ １ 

ログイン後、ページ上部のメニューバー
右側にある「メッセージ」をクリックします。

user 

応募方法について  

ログイン情報を入力 2 

メールアドレスとパスワードを入力し、「私はロ
ボットではありません」にチェックを入れて、ログイ
ンをクリックします。
チェックをいれた際、画像が表示されることがあり
ますので、指示に従い選択を行ってください。

「メッセージ」メニューをクリック 3 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メッセージ画面に自身が応募した求人が
表示されますので、クリックします。

メッセージ詳細画面で応募した求人先からのメッ
セージを確認できます。
また、「メッセージを入力してください」に返信内容
を記入して「送信する」をクリックしますと、メッセー
ジ送信完了です。
メッセージを送信すると求人先に通知が送られま
す。

user 

対象の応募した求人を選択 4 

メッセージを確認・返信する 5 

応募方法について  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 ▶会員登録情報を更新する  

画面右上の「ログイン」をクリックしてください。
もし既にログインされている状態であれば、3⃣に進
んでください。

マイページにログインする １ 

メールアドレスとパスワードを入力し、「私はロ
ボットではありません」にチェックを入れて、ログイ
ンをクリックします。
チェックをいれた際、画像が表示されることがあり
ますので、指示に従い選択を行ってください。

必要項目を入力する 2 

ログインに成功したらトップページ右上の人型の
マークをクリックします。

マイページに遷移する 3 

右上の人型のマークをクリックすると、マイページ
が表示され、「入力画面へ」ボタンをクリックしま
す。

情報入力画面に遷移する 4 

  03.登録情報について 
 

登録した情報を更新したい場合の操作方法を説明します。 

応募時には最新情報にしてアピールしましょう。 

user 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現在登録している内容にて、更新したい項目を入
力します。

上から
「基本情報の入力」
「プロフィール情報」
「履歴書情報」
という並び順となっているため、画面を下へスク
ロールし、該当箇所にて更新してください。

登録情報を入力する 5 

登録情報について  

更新したい項目の入力が完了したら、画面上に
出てくる「変更内容を確認する」のボタンをクリッ
クします。

user 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登録情報について  

確認画面が表示されるため、画面の内容で問題
ないか確認し、画面最下部の「この内容に変更す
る」をクリックします。

これで登録情報の更新は完了です。

登録情報の反映を確定する 6 

user 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 ▶サービス利用設定する（メルマガ・求人お知らせメール・スカウト設定を変更する）  

画面右上の「ログイン」をクリックしてください。
もし既にログインされている状態であれば、3⃣に進
んでください。

マイページにログインする １ 

必要項目を入力する 2 

マイページに遷移する 3 

タブの一番右側に表示されている「サービス設
定」をクリック。または「サービス設定」箇所までス
クロールします。

サービス設定をクリックする 4 

user 

登録情報について  

メールアドレスとパスワードを入力し、「私はロ
ボットではありません」にチェックを入れて、ログイ
ンをクリックします。
チェックをいれた際、画像が表示されることがあり
ますので、指示に従い選択を行ってください。

ログインに成功したらトップページ右上の人型の
マークをクリックします。



スカウト機能について  

　　補足 

16

■求人お知らせメール
プロフィール情報で登録した内容を基にオス
スメの求人情報を定期的にお知らせします。

■メルマガ
月に2～3回程度、求人特集などのトピックス
やお役立ち情報をお伝えします。

■スカウト
企業からあなたにオファーが届きます。

■SMS通知設定
求人側からメッセージやスカウトが届いた際
に、登録頂いた電話番号宛にショートメッ
セージでお知らせします。

変更したい箇所を反映後、「保存する」をクリック
すると、変更反映完了です。

「サービス利用設定変更」を 
クリック 

5 

変更したい箇所をクリック 6 

登録情報について  

user 

スカウト機能について  

　　補足 

▷スカウト非公開設定とは

スカウトを受け付けたいが、特定の企業や団体
からのスカウトを受けたくない場合には、スカウ
ト対象者から個別で除外することが出来ます。

「編集する」から、求人先を入力して「検索する」
をクリックし、求人先が表示されますので、「設
定する」で非公開設定完了です。
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ログインしてマイページへ 1 

登録情報について  

user 

 ▶メールアドレスを変更する  

ログイン後、トップページ右上の人型のマークを
クリックします。

「メールアドレス変更」クリック 2 

マイページを下部へスクロールしますと、「メールアド
レス変更」項目がありますので、
クリックしてください。

新しいメールアドレスを入力 3 

現在のメールアドレスと新しいメールアドレスを入力
して「認証へ」ボタンクリックします。

メール認証を行う 4 

「認証へ」ボタンをクリックすると、新しいメールアドレ
スに認証メールが送信されます。
メール内URLをクリックしますと、認証済となり変更完
了です。次回からのログインメールアドレスは、新し
いメールアドレスとなります。

URL 
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ログインしてマイページへ 1 

登録情報について  

user 

 ▶会員を退会する  

ログイン後、トップページ右上の人型のマークを
クリックします。

「退会手続きへ」クリック 2 

マイページを下部へスクロールしますと、
「退会手続きへ」項目がありますので、
クリックしてください。

退会理由を選択 3 

退会理由を記入して、ご意見や感想もあればご記
入をお願いします。入力後、「確認する」をクリック
します。

退会する 4 

確認画面が表示されて、「退会する」をクリックします
と、退会済みとなりログインが出来なくなります。

スカウト機能について  

　　補足 

退会手続きを完了しますと、これまでに登録い
ただいた全ての情報が削除されます。
登録情報を復活することはできませんので、ご
注意ください。
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ジョブアスにログインした上で、右上のアイコンを
クリックするとマイページ画面へ遷移します。マイ
ページ画面で【サービス設定】をクリックし、【サー
ビスに利用設定変更】をクリックします。 

スカウトの受信設定を確認する １ 

スカウト機能について  

　　補足 

▷スカウトの受信設定はいつでも変更が可能です。スカウ
トの中には「書類通過」「一次面接スキップ」などスカウトに
しかない特典もあるので、受信できる状態にしておくことを
おすすめいたします  
▷スカウトを受け取らないに設定をしても、スカウト受信設
定を変更する前に、企業側が送信設定をしていたスカウト
に関しては、送られる場合もございますのでご了承くださ
い 

マイページの履歴書情報から職務経歴の記入欄
へ行くと、それぞれの企業名の下に【企業名を非
公開にする】というチェックボックスがあります。こ
のチェックボックスにチェックを入れると、スカウト
送信をする企業側へ当該の企業名は表示されな
くなります。 

 04.スカウト機能について  

 

あなたが登録した情報を見た企業の採用担当者から、直接メッセージを受け取るのがスカウトメールです。 

自分で検索している条件とは異なる企業からのスカウトは、新しい出会いにつながるはずです！ 

 ▶スカウト受信に関連する設定について 

スカウトする企業側に、 
過去に勤務していた企業名を 
見えないように設定する 

2 

user 

スカウト機能について  

　　補足 

▷履歴書情報が記入されている方がスカウトの受信率が
高くなるので、社名は可能なだけ表示しておくことをおすす
めしています  
▷特定の企業には、あなたの履歴書情報を丸ごと表示をし
ないという設定も可能です（→非公開企業設定）  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スカウトを送信する企業側は、あなたの氏名や住
所・生年月日などの個人情報は閲覧できませ
ん。しかしながら、現在在籍中の企業や、過去に
在籍経験がある企業に、職務経歴などから推測
されないか心配な場合は、「特定の企業にのみ」
あなたの登録情報を表示させないようにすること
が可能です。非公開企業の設定は、マイページ
＞サービス設定＞サービス利用設定＞非公開設
定　から設定が可能です。 

非公開企業の設定を行う ３ 

スカウト機能について  

　　補足 

▷検索時点での登録がなくても、新たにジョブアスに登録し
求人掲載を開始する企業もありますので、一か月に一回
程度の間隔で非公開設定の企業情報のアップデートを行
うことをおすすめしています  

スカウト非公開設定の画面で、非公開にしたい企
業名を検索してください。 
過去に掲載実績がある企業、現在掲載中の企業
の中から、検索条件に合致する企業一覧が表示
されます。 
費用時設定したい企業にチェックをつけて  
【設定する】をクリックしてください。 
 
マイページ画面で、非公開設定の箇所に設定し
た企業名が表示されていれば、設定完了です。 

user 

スカウト機能について  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スカウトを受信したお知らせは、登録いただいて
いるメールアドレスと、登録いただいた電話番号
宛にSMSで通知しています。 
受信したスカウトメッセージの本文は、管理画面
にログインすることで確認が可能です。 
 
TOPページのメニューバーより【スカウト】をクリッ
ク。 
スカウト一覧ページ内の求人タイトルをクリックす
ると、スカウト詳細を確認できます。 

スカウトの確認方法 １ 

user 

スカウト機能について  

 ▶受信したスカウトを確認する／応募する 

スカウト詳細画面に遷移したのち、ページ下部の
求人原稿を確認する場合、原稿のPR文字をク
リックすることで求人原稿へリンクされます。ま
た、スカウトされた求人へ応募する場合は、ペー
ジ下部の【応募する】ボタンからすぐに応募が可
能です。 

スカウトされた求人へ応募する ２ 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スカウト詳細画面内で、受信したスカウトに対す
るアクションを登録することができます。 
多くのスカウトを受信した場合は、設定しておくこ
とで後日該当するスカウトを探しやすくなります。 
 
■ブロックする　…この企業からのスカウトを今
後は受けたくない場合に設定ください 
■検討する　…応募する前に少し検討したい場
合に設定してください 

受信したスカウトに関しての 
アクション登録を行う 

３ 

user 

スカウト機能について  

設定したアクションは、スカウト一覧画面のTOP
で絞り込みすることが可能です。 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会員登録画面で登録いただいている電話番号宛
にSMSが送信されます。 
携帯電話の番号のみに送信され、固定電話には
送信されません。 

会員登録いただいている電話番号
宛に送信します 

１ 

スカウト機能について  

　　補足 

▷SMS送信元の電話番号は、050-5369-2996からお送りし
ます 
▷メッセージ内のURLをクリックすることで企業からのメッ
セージやスカウト詳細画面に遷移できます  

マイページ画面でサービス設定を選択し、【サー
ビス利用設定変更】をクリックします。 

 05.SMS受信設定について 
 

応募した企業からメッセージが届いた場合や、新しいスカウトを受け取った際にSMSで通知をお送りいたします。 

従来のメールでの通知よりも発見性が高くなるため、企業側との応募後のやり取りがスムーズになります。 

 ▶SMS通知を設定する 

マイページのサービス設定から受
信設定が可能です 

2 

user 

応募メッセージとスカウトそれぞれで、受信設定
が可能です。 
▷応募メッセージ：応募した企業からのメッセージ
を受信した際にSMS送信 
▷スカウト通知：新しいスカウトを受信した際に
SMS送信 

お好みの設定に変更する 3 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【インターンシップお申し込み】のボタンから応募
します。 
基本情報を入力したのち、応募が完了します。 

各インターンシップ募集ページにあ
る「申し込み」から応募 

１ 

応募画面を進んでいくとパスワードを設定する項
目があります。インターンシップ応募後に企業側
とメッセージをやり取りする際は、マイページにロ
グインが必要となり、マイページにログインするた
めには応募時に設定したパスワードが必要にな
るので、パスワードは忘れないようにしてくださ
い。 

 06.ジョブアスインターンシップについて 
 

ジョブアスインターンシップに応募するためには『マイナビ農林水産ジョブアス』へ会員登録いただくと便利です。 

次回応募する際の情報入力の手間が省けるほか、応募管理やメッセージのやり取りも簡単にできます。 

 ▶インターンシップに応募する  

パスワードはログイン時に必要に
なるので、忘れないものを 

2 

user 

マイナビ農林水産ジョブアスにアクセスし、右上
にある「ログイン」から、インターンシップ応募時に
仕様したメールアドレスとパスワードを使ってログ
インしてください。ログイン後にメッセージ機能を
ご利用いただけます。 

ジョブアスTOPのメッセージ欄から
メッセージを送信する 

4 

スカウト機能について  

　　補足 

▷パスワードが分からなくてログインできなくなった場合は、
ログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」か
ら、パスワードを再設定してください。  

応募完了後に自動送信される応募完了メール内
のURLをクリックすることでメールアドレスの認証
が完了します。 

メールアドレスの認証 3 

 ▶インターンシップに応募した企業へメッセージを送る  


