
求人施設用

施設情報の新規登録（求人施設ID申請）
求職者検索

ｅナースセンターつかい方ガイド

＊メールアドレスをお持ちでない場合は、施設情報の新規登録
（求人施設ID申請）はできません。ナースセンターサテライトへお
問い合わせください。
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施設情
報登録

求人情
報登録

求職者
検索

求職者
とのコ
ンタクト

面接 採用

ｅナースセンターご利用の流れ
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①福岡県ナースセン
ターのHPを開く

②求職登録サイト
「eナースセンター」
をクリック
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③「求人施設の方」を
クリック
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求人施設の方

施設ID申請



④「ご登録・ログイン」を
クリック

5施設ID申請

〉ご登録・ログイン



⑤「求人施設のご登録（無料）はこちらから」を
クリック

6施設ID申請

求人施設のご登録（無料）は
こちらから 〉



⑦必須項目をすべて入力

⑧「確認」をクリック

7施設ID申請

確認 〉

⑥［求人施設ID申請］画面が表示される



⑪入力内容よければ
「送信」をクリック

⑩修正がある場合、
「戻る」をクリックし入力修正

⑨「求人施設ID申請確認」
入力内容確認

8施設ID申請

送信 〉



⑫［求人施設ID申請完了]画面表示
⇒申請の完了

⑬登録メールアドレスへ
「eナースセンター：ID申
請受領通知」が届く

＊30分以上メールが届かない場合

再度申請手続きを行ってください。
再申請後にもメールが届かない場合は、[求
人施設ID申請完了]画面に表示されている

ナースセンターまでご連絡ください。

ログイン画面に戻る時は
こちらから

9施設ID申請



⑭届いたメールの求人施設登録ページURLをクリック

⑮[求人施設登録利用基本条件]画面が
表示される
ℯナースセンターご利用基本条件に同意
される場合は「基本条件に同意」をクリック
＊同意いただけない場合は、次の手続きに進む
ことが出来ません

10施設情報登録

基本条件に同意 〉



⑯[施設情報登録]画面が表示される

⑰必要項目をすべて
入力

⑱「確認」をクリック

11施設情報登録

確認 〉



⑲[施設情報登録確認]が表示される

12施設情報登録

更新 〉＜ 戻る

⑳修正がある場合、
「戻る」をクリックし入力修正

㉑入力内容がよければ
「更新」をクリック



㉒[施設情報登録完了]画面が表示される

「求人施設ポータルサイト」をクリックすると
トップ画面が表示される

㉓「求人票」を
クリック

13施設情報登録



㉔[求人票一覧]画面が表示される

㉕「新規常勤・非常勤求人票」を
クリック

㉖[求人票（常勤・非常勤）編集]
画面が表示される

14求人票編集

新規常勤・非常勤求人票 〉



㉗必要項目を
すべて入力

Ⅱ 求人情報
基本情報
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求人票編集



求人票（常勤・非常勤）編集
Ⅱ 求人情報
基本情報

㉘タイトルバーをクリックすると
入力項目の表示、非表示を切り替えができる

16求人票編集



Ⅱ 求人情報
基本情報

㉙「確認」を
クリック

17求人票編集
確認 〉



㉚[求人票（常勤・非常勤）編集確認]画面が
表示される

㉜入力内容よければ
「登録」をクリック

㉛修正がある場合、
「戻る」をクリックし入力修正

18求人票編集

登録 〉＜ 戻る



㉝[求人票編集完了]画面が表示される

「一覧を戻る」をクリックすると［求人票一覧］画面へ戻る

＊新規登録求人票は、
ナースセンターで確認後に
求職者公開となります

19求人票編集



「求人票」データ複写
入力済みデータを新規求人票に反映する方法

②複写したい求人票の
「求人票番号」をクリック

①[求人票一覧]画面

求人票データ複写 20



③[求人票参照（常勤・非常勤）]画面
が表示される
⇒内容を確認

④「複写新規」をクリック

求人票データ複写 21

複写新規 〉



求人票データ複写

⑤[求人票（常勤・非常勤）編集]画面が表示される

⑥編集したい内容を
修正する

⑦「確認」をクリック

22

確認 〉



「求人票」データ複写

⑧[求人票編集完了]画面が表示され終了

「一覧へ戻る」をクリックすると
［求人一覧票］に戻る
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＊複写新規登録求人票は、ナースセンターで確認後に
求職者公開となります

「求人票」データ複写 24



有効期限更新

求人有効期限 更新方法
＊6か月延長できます

②当月に有効期限が終了する求人票が存在する場合、
「求人票」に マークが表示される

③「求人票」をクリック

①求人施設ポータルトップ画面を開く

！

＊すでに有効期限が切れている場合は、更新できません。
求人票データ複写を行ってください。
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④「求人票一覧」が表示される

⑤「状態」が『有効』であることを確認

⑥有効期限を延長したい求人の「修正」をクリック

有効期限更新 26



⑦「求人票（常勤・非常勤）編集」画面が表示される

⑧「有効期限の延長」をクリック

有効期限更新 27

有効期限の延長 〉



⑨「求人票（常勤・非常勤）編集確認・
有効期限延長確認」画面が表示される

⑩内容の確認をする

⑪「更新」をクリック

有効期限更新 28

更新 〉



有効期限更新

⑫「求人票編集完了・有効期限延長完了」画面が表示される

「一覧へ戻る」をクリックすると
［求人一覧票］に戻る
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［求人票一覧」画面の有効期限が
6か月更新がされている

有効期限更新 30



求人情報検索

求人情報検索 31

①［求人票参照］画面

②「求職者（看護職）検索へ」をクリック

求職者（看護職）
検索へ 〉
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③［求職者（看護職）検索一覧］画面が
表示される

④必要項目を入力

⑤「検索」をクリック
タイトルバーをクリックし、検索項目の

表示、非常時を切り替える

項目別に検索条件をクリアする場合は、
タイトルバーの「クリア」をクリック 求人情報検索
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⑥検索結果が表示される

［求人票参照］画面に戻る

⑦「詳細」をクリック
すると求職者詳細が

確認できる

求人情報検索

＜ 戻る
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⑧［求職者（看護職）詳細］画面が
表示される

この求職者（看護職）へメッセージを送る 〉

⑨「この求職者（看護職）へメッセージ
を送る」をクリックする

求人情報検索
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⑩［メッセージ入力］画面が
表示される

⑪必要項目を入力

⑫「確認」をクリック

確認 〉

求人情報検索
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⑬［メッセージ確認］画面が
表示される

⑭内容を確認

送信 〉

⑯入力内容よければ
「送信」をクリック

⑮修正がある場合、
「戻る」をクリックし入力修正 求人情報検索
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⑰［メッセージ完了］画面が
表示される

⑱この後のやり取りは、［コンタクト］画面より行う

求人情報検索



コンタクト
＊求人希望者からの問い合わせ内容の確認ができます

②求人希望者からのコンタクト
がある場合、

マークが表示されている

③「コンタクト」をクリック

！

①求人施設ポータルトップ画面を開く

④「コンタクト一覧」画面が
表示される

コンタクト 38



⑤「状態」を確認

⑥タイトルのタグをクリックする
コンタクト 39



⑧メッセージを返信する場合は、返信
内容を入力し、「確認」をクリック

⑦返信を保留したい場合は、「メッセー
ジの返信を保留する」をクリック

コンタクト 40

確認 〉

メッセージの返信を保留する 〉



コンタクト

⑨メッセージを完了する時は、
「メッセージを完了する」をクリック

⑩[コンタクト状態変更確認]画面の
「確定する」をクリック

⑪［コンタクト状態変更完了］画面表示
で手続き終了
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メッセージを完了する 〉

確定する 〉



※NCCSシステム操作等でご不明な点は福岡ナースセンター及び
各サテライトへお問い合わせください

【当システムを利用し常勤勤務者を採用された施設へのお願い】

・職業安定法改正の施行に伴い、平成30年度より職業紹介事業者の紹介によ
る、無期雇用就業者の早期離職状況の報告が義務化されました。

・就業後6ヵ月を経過した対象者について、[コンタクト］画面より速やかに就業ま
たは離職の入力をお願いいたします。

・採用日から6ヵ月が経過した場合、コンタクト一覧の状態が「状況登録待ち」とし
て表示されます。
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看護職のための無料就職サポート

福岡県ナースセンター

北九州市立看護専門学校内

TEL．093-383-9414
〒802-0077 北九州市小倉北区馬借2丁目1-1

福岡大学病院内
TEL．092-407-8709

〒814-0180 福岡市城南区七隈7丁目45-1

総合せき損センター内

TEL．0948-43-8753
〒820-8508 飯塚市伊岐須550-4

久留米大学病院内

TEL．0942-27-8964
〒830-0011 久留米市旭町67番地

福岡サテライト 北九州サテライト

〒812-0054 福岡市東区馬出4-10-1 ナースプラザ福岡
月～金曜日（土・日・祝日休み）
9：30～：30～16：30

公益社団法人福岡県看護協会

TEL092-631-1221
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相談日

相談時間

相談日 月～金曜日（土・日・祝日休み）
10：00～12：00、13：00～16：00
火・木曜日（用電話予約）＊月・水・金曜日の来所相談に
ついてはお問い合わせください。

相談時間

筑豊サテライト 筑後サテライト

来所
相談日


