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＜企業管理画面＞認証手続き～ログイン手順

認証手続きの流れ

初めて企業管理画面をご利用いただく際は、リクナビNEXTからお送りしたメールの内容に沿って

以下の順番で認証手続き、初期設定を行ってください。

手順1

管理者としてご指定いただいたメール

アドレスに、リクナビNEXT（※）から

2通メールをお送りします。内容を

ご確認ください。

1通目：

【 重要】リクナビNEXT企業管理画面

ID発行のお知らせ【リクナビNEXT】

2通目：

【 重要】リクナビNEXT企業管理画面

初回パスワード発行のお知らせ【リク

ナビNEXT】

※以下のメールアドレスからメールを

お送りします。

support@next.rikunabi.com

※メール内容全文を最終ページに

掲載しています。ご確認ください。

手順2

「ID発行のお知らせ」メール内に

記載されている認証用URL（※）を

クリックし、企業利用者認証ページへ

アクセスしてください。

※認証用URLはこの手順に限り

使用します。認証後のログインに

使用するURLとは異なりますので

ご注意ください。

認証ページに
アクセスする

氏・名を
設定する

約款を確認し
認証する

新パスワードを
設定する

初期設定完了

ID・初回パスワードを使用し、認証手続きを行う

企業管理画面の
利用開始
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手順4

「2.認証手続き」の画面が

開きましたら、「氏」・「名」を

入力してください。

※ 氏、名はそれぞれ全角20文字以内で

入力してください。

※ ここで入力された氏名は、ID・

パスワード再発行時に必要となります。

お忘れのないようご注意ください。

手順5

利用約款をご確認の上、

ご同意いただける場合は

「約款に同意して認証する」を

クリックしてください。

手順3

企業利用者認証ページにて、2通の

メールに記載されているリクナビ

NEXT ID・リクナビNEXT 初回パス

ワードを入力し、「ログインする」を

クリックしてください。

※メールに記載のパスワードをパスワード

欄にコピーして貼り付ける際は、

パスワードの末尾にスペースが1文字

入ることがございます。

ログインできない場合は、メールに記載

されているパスワードの文字数より、

貼り付け後のパスワード欄の「●」の

数が1文字多くないかご確認ください。
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手順7

「4.初期設定」の画面が開きましたら、

新たに、今後ご利用になるパスワード

を設定します。任意のパスワードを

ご入力いただきましたら「パスワード

を変更する」をクリックしてください。

※ パスワードの文字数は8桁以上、

30桁以下で入力してください。

※ パスワードの文字は、すべて半角で

英字・数字・記号の3種類を必ず

組み合わせてください。

1．英字（a ～ z、A ～ Z）

2．数字（0 ～ 9）

3．記号（# $ % & * + - . / ? @ _ { ¦ } 

~）

※パスワードは、次回以降のログインで

使用しますので、お忘れの無いよう

管理ください。

手順6

「3.認証完了」の画面が開きましたら、

認証の手続き完了です。

続いて「初期設定へ」をクリックして

ください。

手順8

「初期設定が完了しました。」と

表示されましたら、

パスワード設定完了です。

「企業管理画面へ」をクリックしてく

ださい。企業管理画面が表示されます。
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手順2

ログインID・パスワードを入力し

「ログインする」を

クリックしてください。

ログインすると企業管理画面が

表示されます。

※作業を終了する場合は、必ず

「ログアウト」をクリックしてください。

手順1

企業管理画面の「ログイン」画面へ

アクセスします。

https://saiyo.rikunabi.com/

次回以降のログインを簡易化するため、

URLをブックマーク（お気に入り）に

追加されることをお勧めします。

パスワードは定期的にご変更ください。

パスワードの有効期限（１年間）が切れると、ログイン時にパスワードの変更画面が表示されます。

その際はパスワードをご変更いただかないと企業管理画面をご利用いただけません。ご了承ください。

認証手続き完了後のログイン方法

パスワードの管理について

リクナビNEXTでは一定の回数以上ログインに失敗されると、それ以降のログインができなくなる
(ロックがかかる)仕組みになっています。
ログインにロックがかかってしまった場合は、「ログイン情報発行手続き」画面よりお手続きいただくことで
「リクナビNEXT ID」と「リクナビNEXT 仮パスワード」が発行され、ロックが自動的に解除されます。
手続きは次ページの「ID・パスワードをお忘れになった場合」をご覧ください。

ログイン時「一定回数ログインに失敗しています。」というエラーが表示された時は

ログイン画面を開いた時、パスワード欄へ「●●●●●」といった形で、パスワードが自動入力されている
場合がございます。こちらは、ご利用のブラウザの「オートコンプリート機能」が有効になっている場合に
発生する事象です。このまま利用されていると、パスワードを変更した場合に古いパスワードが自動入力され
ログインできない可能性がございます。

「オートコンプリート機能」は、セキュリティの観点から無効とされることをお勧めします。
無効にする方法につきましては社内のシステム・PCのご担当者様へご確認ください。
（「オートコンプリート機能」は、リクナビNEXTでご用意している機能ではございません。）

ログイン時パスワードが自動的に入力される時は
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手順1

「ログイン」画面で「ID・パスワード

をお忘れの方はこちら」をクリックし

てください。

手順2

「ログイン情報発行手続き」画面で、

「ご登録メールアドレス」

「ご登録の氏・名」、

「会員番号」を入力し、「発行する」

ボタンをクリックしてください。

ご登録のメールアドレスに、IDと

仮パスワードを別々のメールにて

お送りします。メール内の手順に

沿って、パスワードの再設定を

してください。

※会員番号は、「未読件数レポート」等、

リクナビNEXTから送られるメールに

記載がございます。

※ご登録情報が不一致で仮パスワード発行

ができなかった場合、「仮パスワードを

発行することができません。」と画面に

表示されます。

※10分程度たってもID・仮パスワードが

届かない場合は、迷惑メールとして

振り分けられてないかご確認ください。

※ID・仮パスワードを複数回発行した際は、

最後に発行した仮パスワードが有効と

なります。

ID・パスワードをお忘れになった場合

※認証手続きが完了されている方は

以下の手順でID・パスワードを再発行

することができます。

認証状況がご不明な方はサポート

センターへご連絡ください。

＜入力が必要な情報の確認方法＞

■「リクナビNEXTにご登録のメールアドレス」

リクナビNEXTからのお知らせが届くメールアドレスです。

（例）件名： 「未読件数レポート」をお届けします【リクナビNEXT】

■「会員番号」

「未読件数レポート」等、リクナビNEXTから送られるメールに記載が

ございます。

■「リクナビNEXTにご登録の氏名」

・「企業管理者」権限をお持ちの場合…初回の認証手続きの際に、

「氏名（漢字）」欄に入力したものです。

・その他の権限をお持ちの場合…ご担当者様の登録を作成した、

「企業管理者」権限の方が企業管理画面内で登録したものです。

登録されている氏名は「企業管理者」権限の方にお問い合わせください。
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＜参考＞ID発行のお知らせ、初回パスワード発行のお知らせメール文面サンプル

会員番号 XXXXXXXX 様

リクナビNEXTをご利用いただきありがとうございます。

リクナビNEXT企業管理画面の「リクナビNEXT ID」が発行されましたので

お知らせいたします。

以下の「リクナビNEXT ID」と、別途お送りしております

「リクナビNEXT 初回パスワード」で認証手続きをお願いいたします。

■リクナビNEXT ID

------------------------------------------------------------------------

XXXXXXXXXX

※上記「リクナビNEXT ID」は、今回の認証手続き以降、企業管理画面ログイン時

に必要となりますので、保管いただくようお願いいたします。

■認証手続きについて

------------------------------------------------------------------------

以下のURLにアクセスし、画面の案内に従い認証手続きを行ってください。

https://saiyo.rikunabi.com/rnc/docs/cp_s07500.jsp?aid=sys4

※手続きにあたっては、以下のメールに記載しております、

「リクナビNEXT 初回パスワード」が必要です。

件名：

【重要】リクナビNEXT企業管理画面 初回パスワード発行のお知らせ【リクナビNEXT】

■次回以降のログインについて

------------------------------------------------------------------------

次回以降のログインは以下のURLよりお願いいたします。

リクナビNEXT IDと、認証手続き画面で新たに設定したパスワードで

ログインしてください。

https://saiyo.rikunabi.com/

※基本操作や採用成功のヒント等がわかる「ファーストステップガイド」は

以下のURLよりダウンロードできます。

閲覧・保存・印刷するには、アドビ システムズ社のAdobe Readerが必要です。

http://saiyo.rikunabi.com/rnc/contents/cmpny/topics/guide_download.html

【企業管理画面ご利用にあたってのお願い】

・応募者等の個人情報を扱いますので、

リクナビNEXT ID、リクナビNEXT パスワードは厳重な管理をお願いいたします。

・リクナビNEXT パスワードに関しては、定期的に変更されることをお勧めいたします。

・HOME画面の「リクナビNEXTサポートセンターからのお知らせ」には

重要なお知らせを掲載しています。ログインした際にはご一読ください。

………………………………………………………………………………………………

※このメールの内容に覚えがない場合や、送信元への返信ができない場合は、

その旨をお書き添えの上、以下のメールアドレス宛てにご連絡ください。

なお、原稿内容の修正依頼については、以下のメールアドレス宛てに

ご連絡いただいてもお答えすることはできません。ご注意ください。

お問い合わせ先／ mailto:support@next.rikunabi.com

お問い合わせ受付時間／9:00～18:00（土・日曜日、祝日を除く）

お問い合わせ電話番号／0120-005-202

※掲載原稿についてのお問い合わせは、営業担当までお問い合わせください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

リクナビNEXT

■ 編 集 リクナビNEXT サポートセンター https://next.rikunabi.com/

■ 著 作 株式会社リクルートキャリア http://www.recruitcareer.co.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━RECRUIT

【 重要】リクナビNEXT企業管理画面 ID発行の

お知らせ【リクナビNEXT】
【 重要】リクナビNEXT企業管理画面 初回パスワード

発行のお知らせ【リクナビNEXT】

会員番号 XXXXXXXX 様

リクナビNEXTをご利用いただきありがとうございます。

リクナビNEXT企業管理画面の「リクナビNEXT 初回パスワード」が発行されましたので

お知らせいたします。

以下の「リクナビNEXT 初回パスワード」と、別途お送りしております、

「リクナビNEXT ID」で認証手続きをお願いいたします。

■リクナビNEXT 初回パスワード

------------------------------------------------------------------------

XXXXXXXXXX

※大文字・小文字を区別しております。

※「リクナビNEXT 初回パスワード」は認証手続きでのみ有効です。

次回以降ログインされる際は、認証手続き画面で新たに設定したパスワードを

ご利用ください。

------------------------------------------------------------------------

※このメールの内容に覚えがない場合や、送信元への返信ができない場合は、

その旨をお書き添えの上、以下のメールアドレス宛てにご連絡ください。

なお、原稿内容の修正依頼については、以下のメールアドレス宛てに

ご連絡いただいてもお答えすることはできません。ご注意ください。

お問い合わせ先／ mailto:support@next.rikunabi.com

お問い合わせ受付時間／9:00～18:00（土・日曜日、祝日を除く）

お問い合わせ電話番号／0120-005-202

※掲載原稿についてのお問い合わせは、営業担当までお問い合わせください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

リクナビNEXT

■ 編 集 リクナビNEXT サポートセンター https://next.rikunabi.com/

■ 著 作 株式会社リクルートキャリア http://www.recruitcareer.co.jp/
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