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■本メディアガイドは2016年6月１日時点の情報です。予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。■本メディアガイドで使用している画像はイメージです。色、デザイン、大きさ等実際
のものとは異なる場合がございます。 ■『はたらいく』に掲載された求人情報はプロモーションの一環として、他サイトへ転載する場合がございます。■弊社は、事前の通知なく本サイトの保守・仕様変更、及
び天災地変などのやむを得ない事情により、本サイトの運営の一時的な停止を行うことがあります。このような一時的な停止により発生する損害について弊社は一切の責任を負いません。■『はたらいく』は、
掲載開始の朝７：00更新ですが、システム上必ずしも同時刻より広告掲載が開始されることを保証できません。予めご了承ください。 ■『はたらいく』に掲載された求人原稿は、掲載が終了した後も90日間
ユーザーからの閲覧が可能です。これは、応募した求人情報の内容を応募者自身（カスタマー）が確認可能とするためです。このため、各種検索サイトにて検索結果に表示される場合がございます。予めご了
承ください（但し、Web応募することはできません）。■『はたらいく』にご掲載の求人原稿は、Webサービスを利用した他社または個人が運営する他サイトに掲載効果を高めるため、情報提供を行う場合がご
ざいます。掲載先の他サイトにより若干表示形式や更新日時が異なりますのでご了承ください。また、他サイトの事情により予告なく変更・停止が行われることがございます。なお、ご掲載の求人原稿が、㈱
リクルートホールディングスの許可なく他サイトに掲載される場合がございます。その場合に弊社は、他サイトへの掲載内容の削除・修正依頼を行う義務までは負わないことにつきご了承ください。
■本サイト掲載期間中においても、写真、募集情報、応募ボタンなどのサイズやレイアウトなどが変更される場合があります。また、ユーザーの利便性向上・その他目的・状況により、事前の通知無く画面や
検索メニュー内容などサイト仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

プラン 対象商品
※フロム・エーをFA、タウンワークをTWと略します

ポイント ／ 割引率 ／ 料金（税別）
100万P 200万P 500万P

東名阪共通
つど割プラン

ＴＷ首都圏（北関東4版・東京都心版含む）・関西（大阪市内版含む）・東海（ナゴヤ版・静岡3版含む）／
ＴＷ社員首都圏・関西・東海／ＴＷ枠得プラン全版／ＴＷi+全版／FAナビ関東・関西・東海・リゾート・社員版／
FAナビi+関東・関西・東海版／はたらいく（関東・北関東・関西・東海ブロック内の都道府県版、ブロック版）／
とらばーゆ関東・北関東・関西・東海版／モバイルセット全版

10%
（90万円）

15%
（170万円）

20%
（400万円）

プラン 対象商品
※フロム・エーをFA、タウンワークをTWと略します

ポイント ／ 割引率 ／ 料金（税別）
10万P 30万P 50万P 100万P 200万P 500万P

全国共通
割引券

ＴＷ全版／ＴＷ社員全版／ＴＷ枠得プラン全版／ＴＷi+全版／ＦＡナビ全版／
ＦＡナビi+全版／はたらいく全版／とらばーゆ全版／モバイルセット全版

5%
（9.5万円）

7%
（27.9万円）

10%
（45万円）

15%
（85万円）

20%
（160万円）

25%
（375万円）

つど割プランは、リクルートの発行する求人メディアの過去1年間のご利用実績に応じて
割引をご提供するプランです。ご掲載ごとに割引料金でお支払いいただくことが可能です。

全国共通割引券は、ご購入いただく金額（ポイント）に応じてお得な割引をご提供するプランです。
しかも一括でご購入いただきますので、ご掲載ごとの面倒なお支払いもありません。

＜全国共通割引券について＞①全国共通割引券の1ポイントは１円に相当するものとし、原則1広告単位毎でのご利用とさせていただきます。ポイントの不足分を現金でお支払いいただ
くことは可能ですが、現金部分は割引の対象外となります。②弊社より毎月ご利用分のご利用明細書を保有者にお送りします。（但し、明細書送付はご利用月に限ります。）また、有効期限
（掲載日より1年以内の発行号）が終了間近の全国共通割引券につきましては、「利用期限切れのご案内」を保有者にお送りします。③ご利用可能期間終了時点で未利用ポイントがあった場
合でも、ご利用可能期間の延長・未利用ポイント相当の金額の払い戻しは致しかねます。④1原稿の掲載正価がご購入頂いた全国共通割引券のポイントと同じ、もしくは超える場合のご利用
はできません。例）10万Pの全国共通割引券は、正価15万円の商品に利用することができません。

＜つど割プランについて＞①東名阪共通つど割プランは東名阪商品のみにご利用いただけます。東西エリア商品は対象外となります。②過去のご利用実績とは掲載開始日前日から遡って
1年間にご掲載いただいた対象商品の実績です。各プランをお申し込みいただくために必要な実績額は次の通りです。【100万P→90万円、200万P→170万円、500万P→400万円】③つど
割プラン1ポイントにつき、掲載料金1円に対して、お申し込みいただいたつど割プランで定める割引率を適用いたします。原則1広告単位毎でのご利用とさせていただきます。掲載料金に対
してつど割プランのポイントが不足する場合は、不足分の料金が割引の対象外となります。なお、つど割プランのポイント不足分に対して、回数券等（全国共通割引券など、弊社の提供する
別の割引プラン）を使用することはできません。④つど割プランはお申し込みをいただいた後に、当社にて実績査定をさせていただきます。査定結果によって、お申し込みをお断りすることが
ございますので、ご了承ください。⑤利用可能期間中に全てのポイントを消費いただけなかった場合、特に差額支払いなどの制約はありませんが、次回契約時に実績額が満たないので同割引
率が適用されないことになります。

＜共通割引券・つど割プランについて＞①共通割引券・つど割プランは、お申し込みいただいたプランの対象の弊社広告商品へのお申し込みにご利用いただけます。対象と
なる弊社広告商品は上記の通りです。②ご利用可能期間は、お申込書で指定する掲載期間（掲載開始日より1年以内の発行号）です。③共通割引券・つど割プランの保有者は請求
先会社とさせていただきます。④共通割引券・つど割プランを第三者へ譲渡、転売、貸与し、又は担保に供することはできません。⑤共通割引券・つど割プランは、請求会社と同
一法人、又は法人が異なる場合は以下のいずれかの条件に当てはまる掲載会社でご利用いただけます。弊社は、共通割引券・つど割プランの保有先と異なる掲載会社から共通割
引券・つど割プランを利用した掲載依頼を受けた場合も、掲載会社が保有先の共通割引券・つど割プランを利用することの承諾を得ているものとし、掲載会社からの指示のみを
もって共通割引券・つど割プランを利用することがございますので、あらかじめご了承ください。a．請求先会社の経営者（代表者・役員・監査役等）もしくは従業員が掲載先の経
営者（代表者・役員・監査役等）の兼務がある。 b．請求先会社と掲載先との間で資本の出資関係がある。c．請求先会社と掲載先が同一FC加盟店である。⑥共通割引券・つど割
プランは併用することができません。

全国共通割引券

東名阪共通つど割プラン

「共通割引券」・「つど割プラン」
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た
ら
い
く
の
商
品
概
要

求人原稿が発見されやすい！

▶企業規模・認知度・予算にとらわれず求人が発見されやすい

特徴

地元志向の求職者に支持されています！
だから地元に根付いた企業様にベストマッチ！

中堅・中小企業様の採用成功を応援する商品設計

地元、中堅･中小企業志望の
求職者が多数！

従業員50名以下の企業が
約7割！

は
た
ら
い
く

Ａ
社
42%

Ｂ
社
45%

は
た　　
ら
い
く

Ａ
社
14%

Ｂ
社
14%

サイト利用者の志向

従業員50名以下の
企業で働きたい！

地元で働きたい！

出典元：2015 年転職者意識調査

ご掲載企業の特徴
出典元：はたらいく 2014 年実績

51～100名

100名以上

20名以下

21～50名

49％

29％

67％

10代
4％

正社員
50％

契約社員
11％

派遣社員
7％

その他
13％

アルバイト・
パート
19％

20～24歳
18％

25～29歳
17％

30～34歳
13％

35～39歳
14％

40～44歳
13％

45～49歳
10％

50代以上
11％

年齢

ユーザープロフィール

その他のポイント

現在・直近の雇用形態 会員の経験職種

20～30代の転職積極層が約60％、現在就業中の利用者は約90％
これからの日本を担う若手層や現在仕事につきながら転職を狙う潜在層が多数存在します。

※らいくサービスに関する詳細は次のページをご覧ください

IT・エンジニア・
クリエイティブ  8％

営業
16％

販売・サービス・
接客  19％飲食・フード  8％

運輸・製造・
建築など  25％

事務・総務・
企画  19％

医療・介護・
福祉  3％

その他  2％

年齢 /現在・直近の雇用形態：2015 年 10月～ 12月「はたらいく応募者データ」　　会員の経験職種： 2015 年 10月～ 12月「会員データ」

調査時期：2014 年 11月 /全体のサンプル数：200/ 対象サイト：主要 4サイトその他多数サイトと提携！

■ 毎週月・木の週2回更新
■ PC・スマホ・携帯の3媒体にて掲載
■ 外部有力サイトとの提携やリスティング広告で、
 更なるユーザーを獲得します！ 求人の　　　

見つけやすさNo.1 御社の原稿が見られる！
操作の　　　
分かりやすさNo.1 御社の応募につながる！
再度訪れて
見たいサイトNo.1 アクティブ層が多い！

スマホ時代の求人は、
使い心地No.1のはたらいくで！

1

ベーシックフリー

ベーシック

ライト

シンプル

ベーシックフリー

ベーシック

ライト

シンプル

最
新
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前
号

ス
ペ
ー
ス
順
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ー
ス
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ン
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ム
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ン
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ベーシックフリー

ベーシック

ライト

シンプル

ベーシックフリー

ベーシック

ライト

シンプル

最
新
号

前
号

絞り込み後初回表示

掲載順は

ランダム×新着順
※条件絞込み時

検索軸数は

全商品一律

メッセージも送れます

一般的な転職サイトは…

予算の多い大手
企業は上位に表
示され検索軸数
が多いため、大
手企業ほど発見
されやすい

一般的な転職サイトは…

大手企業を意識
した全国/エリ
ア内で同一の料
金体系のため、
地元企業が掲載
する場合も高額
となりやすい

求職者へのアプローチが無料！

▶無料で求職者にアプローチでき、御社原稿を発見してもらえる

特徴 3
価格は

無料・無制限で
送信が可能

リーズナブルに掲載できる！特徴 2
料金体系は

都道府県別/
エリアごとの
掲載価格

一般的な転職サイトは…

有料サービスと
して送信数に合
わせて課金され
る仕組み

「らいく
サービス」で

▶募集エリアが限られる企業様はリーズナブルな価格で掲載可能

北海道・東北ブロック

北
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

関東ブロック

東海ブロック

北陸・甲信越ブロック

関西ブロック

中国・四国ブロック

九州・沖縄ブロック

求人＆転職

全広告スペース一律

最大3

最大3

最大3

最大4

1

1

検索軸数

職種

勤務地

沿線駅

こだわり条件

仕事観検索

特集
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希望職種や勤務地、経験職種やフリーワードなどの条件でレジュメ
を絞り込むことができます。

会員の人となりがわかる「らいくレジュメ」を検索・閲覧

気になる会員にらいくを送信

❶ 条件から探す

「オススメの会員から探す」タブを押すと自動的に応募につながりや
すい会員のレジュメが表示されます。

❷ オススメから探す

※らいく！・メッセージは自己紹介箇所にのみ送れます。

◆ らいくレジュメ画面

◆ おうぼうける君　オススメ会員一覧画面

◆ おうぼうける君　応募者一覧画面

クリックすると
詳細が開きます

サッカーを小学生のころから続けているんですね。
目標を持って、継続されているところに魅力を感じました。

※メッセージ文字数は140文字となります。
※ユーザーからメッセージを送ることはできません。

おうぼうける君とは、パソコンで求人案件の管理から応募者の面接
管理までおこなえる一括応募管理システムです。
タウンワーク、フロム・エー ナビ、とらばーゆと共通でお使いいただ
けます。
※おうぼうける君の使い方等、詳細は営業担当より専用のマニュアルをお受け取りくだ
さい。

おうぼうける君をひらく

⇨応募につながる確率が2.2倍！
…会員のアクションを元に、求人の勤務地に対する関心
度合いを示します。★印の数は関心の強さを表します。

（2013年7月はたらいく実績）

「エリア関心度」

⇨応募につながる確率が4.9倍！
…会員が御社の求人詳細を見ていた場合に表示されます。「御社原稿を見ました」

「会員を探す」タブを押し、応募者管理画面から会員を探す画面に
切り替えます。

● 会員を探す

以下のアイコンがついたレジュメにアプ
ローチすると、応募確率が更にアップ！

らいく！と同時にメッセージも送れます。

※らいくレジュメの検索・閲覧期間は、原稿掲載期間中と掲載終了後90日間。
　らいくの送受信は、原稿掲載期間中にのみご利用いただけます。

らいく経由で応募から採用に至る確率は、
通常応募の4.3倍 !!
らいくを送ることで、採用確率の高い人材との出会いを
生み出すことができます。

（2014年2月はたらいく実績）

らいくの送り方

1

2

3

※求職者からお客様の求人にらいくを送ることも可能です

ら
い
く
サ
ー
ビ
ス

無料

御社の雰囲気や求人条
件が合えば応募します

ネットで求人を探し
応募します

攻めの求人
はたらいくならではの

一般求人サイトはこの応募の流れのみ

採用に至る確率
通常応募の

無料

お客様求職者

らいく送信

応 募

応 募

御社の求人情報が
求職者に届きます

気になる求職者に
らいく送信します

データベースで
求職者を探します

お客様 求職者

送信数
無制限

らいく経由応募

通常応募

4.3倍

はたらいくは、通常応募に加えて
らいく経由応募を生み出せます。
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サ
イ
ト
構
成

それぞれの求職者によって異
なる、転職活動において大切
にしている視点を検索軸とし
て提示します。

❷ 職種・エリアなど
　 さまざまな検索手段

求職者の興味を引く求人特集
で、御社原稿の発見性をUP
します。

❶ 「今週の求人特集」
御社原稿の一番のアピールポ
イントをテキストバナーにし
て、求職者にアピールしま
す。求職者はワンクリックで
御社原稿に遷移します。

❺ 「TOPテキストバナー」
職種検索一覧ページにバナーを
設置することにより、ピンポイ
ントでターゲットの人材に訴求
します。

❾ 「職種別テキストバナー」

全エリアのTOP画面にバナー
を設置。全国の求職者に訴求
できるので、採用の可能性を
全国に広げることができます。

❻ 「UIターンバナー」

求職者が気になる求人を見つ
けたら「検討中の求人」リス
トに追加することができま
す。再度見たい時にすぐ開く
ことができます。

❼ 「検討中の求人リスト」

求職者が気になって開いた求
人の詳細ページを記憶し、再
度見たい時にすぐ開ける状態
にします。

❽ 「最近見た求人情報」

採用ミスマッチを防ぐために
ユーザーに事前に知っておい
てほしい正直な情報を届ける
企画のバナーです。覚悟を
持って面接にのぞむので、採
用率が高まります。

❸ 「せきらら求人」

職種や業種にこだわらず働き
方の志向を基準に仕事を探す
ことができます。通常の検索
では探せない企業と出会うこ
とができる、はたらいくなら
ではの機能です。

❹ 「仕事観検索」

PCでのながれ

スマートフォンでのながれ

❻

❼

❽

❶

❷

❸

❹

はたらいく
オリジナル

はたらいく
オリジナル

様々な切り口で発見してもらう工夫があります

はたらいく　エリアTOP画面 検索結果一覧画面 詳細画面

大県エリアTOP画面 検索結果一覧画面 詳細画面

■本サイト掲載期間中においても、写真、募集情報、応募ボタンなどのサイズやレイアウトなどが変更される場合があります。また、ユーザーの利便性向上・その他目的・状況により、事前の通知無く画面や検索
メニュー内容などサイト仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

❺ ❾

勤務地と職種を詳細に掛け合わせて検索が可能

職種×勤務地 掛け合わせ画面

スマートフォンアプリ モバイルサイト

職種×勤務地で掛け合わせ検索
が可能です
※小県エリアは掛け合わせ検索はありません

一覧画面では再検索パネルにて
職種や勤務地の詳細検索が可能
です

求人詳細が表示されます

再検索パネル

◆スマートフォンアプリ・モバイルサイトもご用意
調査時期：2014年11月/全体のサンプル数：200　対象サイト：主要4転職サイト　
リクルートジョブズ調べ

はたらいくは
スマホユーザー
使い心地 No.1!!

●求人の見つけやすさ
●操作のわかりやすさ
●再度訪れてみたいサイト
の項目において一番の評価をいただきました！
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広
告
ス
ペ
ー
ス

目的とご予算に合わせた広告スペースをご用意して います

【原稿情報】

ライト シンプルベーシックベーシックフリー

メッセージスペース

ＰＲ画面
文章で語る

写真で語る

フリー画像

職種

勤務地

沿線駅

メリット
（こだわり条件検索）

仕事観検索

特集

1

1

せきららカセット 1

最大3（1勤務地に対して1つ）※
最大3（1職種に対して1つ）

最大9（1勤務地に対して3つ）

1

1（掲載開始後1週間）

1～3

4～6

ー ー

ー

ー

ー

ー

ー

【以下項目より4つ選択】  未経験OK ／資格取得支援／正社員登用あり／新卒・第二新
卒歓迎／車・バイク通勤OK ／産休・育休取得実績あり／子育てママ在籍中／土日祝
休み／残業月10時間以下／フレックスタイム制／ 18時までに退社できる／駅徒歩5
分以内／服装自由／髪形自由

画
像
点
数

検
索
軸
数

❶ 

❷ 

❹ 

❺ 

❸ 

ベーシックフリー
▼求人情報画面

▼PR画面 ❻

❶ フリー画像
文字や写真、イラストで貴社の雰囲気や魅
力などを自由に表現できるスペースです。

❷ メインカセット
メインキャッチと写真でユーザーへ訴求。

❸ サブカセット
最大3つまで設定が可能。豊富な情報量を
表示できます。

❹ 求人のポイント
はたらいくTOPページにランダムに表示さ
れるコメント。メリットや、ユーザーへの
メッセージを表現できます。

❺ データスペース
ユーザーの知りたい、基本的な項目を設置。
＊募集情報　＊応募情報　＊企業情報

❻ PRテーマ
PR画面テーマは、11種類からお選びいただ
けます。
・当社が大切にしていること
・あなたが扱う商品・サービス
・仕事のやりがい・面白さ
・１日の流れ
・写真で職場見学
・経営者より
・上司からのメッセージ
・先輩社員インタビュー
・同僚社員インタビュー
・みなさんに求めること
・安心して働ける理由

❼ 掲載社名・職種・雇用形態

❽画像・キャッチ・本文・
　こだわり条件

❾ アクセス・勤務地※・
　給与・対象となる方
※検索結果の勤務地には、検索軸設定の勤務地
1～3のうちユーザーが閲覧している県版の勤
務地が表示され、それ以外に設定した勤務地
は、「その他複数」で省略されます。ブロック版
を閲覧している場合は、検索軸設定の勤務地1
が表示されます。

ベーシック ライト シンプル

❷ 

❹ 

❺ 

❸ 

▼求人情報画面

▼PR画面

文章で
語る

写真で
語る

❻

❸ 

❷ 

❹ 

❺ 

❷ 

❹ 

❺ 

▼求人情報画面 ▼求人情報画面

一覧画面（通常）
❼ 
❽ 
❾ 

PR
画面付き

PR
画面付き

フリー
画像
付き

２種類から選択できます

◆一覧画面の表示ルールについて
検索結果の初回表示では、原稿は新着順の中で広告
スペースが大きい順に表示されます。
さらに条件設定で絞り込むと新着順の中でランダムに
表示されます。

ベーシックフリー

ベーシック

ライト

シンプル

ベーシックフリー

ベーシック

ライト

シンプル

最
新
号

前
号

ス
ペ
ー
ス
順

ス
ペ
ー
ス
順

ラ
ン
ダ
ム

ラ
ン
ダ
ム

ベーシックフリー

ベーシック

ライト

シンプル

ベーシックフリー

ベーシック

ライト

シンプル

最
新
号

前
号

絞り込み後初回表示

※最大10個勤務地を設定できるオプション商品もございます。詳細はP12をご覧ください。

オプション商品がオススメ！
※詳細はP12をご覧ください

せきらら
求人

アプリ
オファー

勤務地
プラス

UIターン
バナー

オプション
バナー

流入を
増やす
なら
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オ
プ
シ
ョ
ン
企
画 スピーディかつお得に、同一商品を繰り返し

ご掲載できる商品です。（原稿見直しも可能）
基本企画の掲載開始日から3ヶ月以内※2であれば、
何度でも基本企画料金の半額で同一商品をご掲載できます。

まとめてお申し込みいただくと、
同原稿で長期間のご掲載がさらにお得になる商品です。
12週（3号分）連続のご掲載をまとめてお申し込みいただく場合、
同原稿をさらにお得な特別料金で掲載できます。

「予定人数を取りきれなかった」「採用者を選びきれなかった」

「じっくり採用活動をしたい」「多人数を採用したい」

「12週おまとめパック」
■3号分連続での掲載をまとめてお申し込みいただく場合、
「12週おまとめパック」をご利用いただけます。
■但し、以下の条件を予めご承諾いただける場合に限り
ます。
・掲載する3号を通して同一の窓口からお申し込みをいただ
ける場合
・掲載する3号を通して、募集職種（※5）の追加・変更がな
い場合（削除対応のみ可能です）
・原稿変更箇所が募集職種欄、データスペース（※6）のみの
場合（※7）
■同一ブロック内であれば、お申し込み時の掲載版を変更
することができます。但しその場合、お申し込み時の企画参
画料に対して、変更後の掲載版の企画参画料が、同一もし
くは下回る場合のみ変更が可能です。但し、下回る場合で
あっても差額は返金いたしませんので予めご了承ください。
■職種コードの追加・変更、および仕事観、PRテーマの変
更はできません。
■途中で掲載を停止される場合も、返金はできませんので
予めご了承ください。
■「12週おまとめパック」に「リピ割1/2」を組み合わせて
利用することはできません。

【注意事項】

ご利用シーン

ご利用シーン

変更不可

変更可
募集情報
企業情報
応募情報

1

2

お得な掲載プランがあります

（対象：2週間商品／4週間商品）

（対象：4週間商品のみ）

基本企画（4週間）

有 効 期 限：3 ヶ 月※2

期間内なら何度でもご利用できます！

50%
OFF

さらに
お得!

リピ割よりも更にお得になります!!

（4週間）

基本企画
（2週間）

50%
OFF

（2週間）

❶  設定は項目により異なります。
　＜共通設定項目＞ ■…必須入力　□…任意入力
　＜選択設定項目＞ ○…「設定なし」「設定あり・任意入力」 「設定あり・必須入力」から選択が可能
❷  「ひとがらアピール」はタイトル・本文・写真を使った自己PR項目です。

カスタム応募シート

おうぼうける君（応募者情報管理
画面）の特徴

◆Web応募情報の受付・管理

●リクルートメディア共通の応募情報管理システム
はたらいく／フロム・エーブランド／タウンワークブラ
ンド／とらばーゆ共通の応募情報管理システムです。
上記メディアのWeb応募者情報の一括管理が可能です。

●応募受付作業を効率化
Web応募者情報の一括管理（閲覧・検索・絞込み）、
メール返信、採用進捗管理が可能です。インターネッ
トに接続できれば、いつでもどこからでもアクセスが
可能です。

※利用環境について
PC端末： Windows Vista SP2 / Internet Explorer9
 Windows 7 SP1 / Internet Explorer11
 Windows 8.1 update / Internet Explorer11
 Windows 10 / Internet Explorer11
タブレット端末：iOSのみ
スマートフォン端末：iOS、Android
（スマートフォンは一部利用できない機能があります。
詳細はマニュアルをご参照ください。）
WindowsVista、Windows7、Windows8.1、Windows10
は米国Microsoft Corporation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。
Androidは、Google Inc. の登録商標です。
iOS は、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米
国およびその他の国における登録商標または商標です。

❷ 

カスタム応募シート項目一覧

ユーザーからのWeb応募情報を受けるための応募シートは企業側でカスタマイズが可能です。

Web応募受付シートはカスタマイズも可能です

項目 設定 最大入力文字数

氏名

ふりがな

生年月日

電話番号

メールアドレス

性別

郵便番号

都道府県

市区町村・番地・建物

最終学歴

学校名

学部学科名

現在または直前の雇用形態

希望連絡日・時間

勤務開始可能日

希望条件

ひとがらアピール

職務経歴

資格

志望動機・自己PR

自由質問項目１

自由質問項目２

自由質問項目３

自由質問項目４

■ -

■ -

■ -

-■
-■
-□
-□
-

□

□

-

□ -

□ -

□ -

□ -

□ -

□ -

□

□

○

○

○

○

○

○

○

❶ 

❷ 

Webからの応募情報は「パソコン（おうぼうける
君）」または「FAX」で受付・管理が可能です。

500

300

1000

500

1000

1000

1000

1000

1000

氏名・生年月日・現在の
職業などの基本情報に
加え、職務経歴・資格・
スキル・希望条件などを
ユーザーが入力できる
シートです。

掲
載
プ
ラ
ン
・
We
b
応
募
機
能

「リピ割1/2」
■基本企画（※1）のご掲載翌号より有効期限内（※2）であれば何度でも、同一商品（※3）を「リピ割
1/2」で掲載いただけます。

■但し、以下の条件を予めご承諾いただける場合に限ります。
　・「基本企画」と「リピ割1/2」を同一の営業担当法人（※4）から購入する場合
　・募集職種（※5）の追加・変更がない場合（削除対応のみ可能です）
■職種コードの追加・変更はできません。

※1 基本企画とは正価でご購入いただいた場合を指します（回数券、共通割引券、施策利用を含みます）
※2「有効期限内」とは基本企画ご掲載開始日の3ヶ月後の同日より前の掲載開始号までです。（期限
　　が月末で3ヶ月後の同日が存在しない場合は月の最終日より前の掲載開始号まで）
例）2016/6/30掲載開始号で基本企画をご掲載の場合、2016/9/29までの掲載開始号を有効
期限とします。有効期限を過ぎた場合は、新たに基本企画でのご掲載となります。基本企画で
のご掲載後、新たに「リピ割1/2」がご利用いただけます。その場合の条件は上記の通りです。

※3「同一商品」とは、同一ブロック内のブロック版・都道府県版であり、同一原稿サイズの商品をい
　　います（2週商品と4週商品の組み合わせも可能）
※4「営業担当法人」とは、（株）リクルートホールディングス、（株）リクルートジョブズ、その他リクル
ートと代理店契約を締結した代理店のいずれかをいいます

※5「雇用形態＋職種」をひとつの募集職種とみなします
※6「データスペース」とは、原稿内の「募集情報」「企業情報」「応募情報」部分です（右図参照）
※7 但し原稿修正料を頂く場合は修正可能となります（原稿修正料は1号ごとに発生、P14参照）

【12週おまとめパック】原稿変更可能箇所

便利なオプション商品があります
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基本企画

エリア 期間 シンプル ライト ベーシック ベーシック
フリー シンプル ライト ベーシック ベーシック

フリー シンプル ライト ベーシック ベーシック
フリー

原稿
修正料★

ブ
ロ
ッ
ク
版

関東ブロック
2週間 ¥150,000 ¥220,000 ¥330,000 ¥550,000 ¥75,000 ¥110,000 ¥165,000 ¥275,000 － － － － －

4週間 ¥200,000 ¥300,000 ¥450,000 ¥750,000 ¥100,000 ¥150,000 ¥225,000 ¥375,000 ¥360,000 ¥540,000 ¥810,000 ¥1,350,000 ¥10,000

関西ブロック、
東海ブロック

2週間 ¥120,000 ¥180,000 ¥270,000 ¥440,000 ¥60,000 ¥90,000 ¥135,000 ¥220,000 － － － － －

4週間 ¥160,000 ¥240,000 ¥360,000 ¥600,000 ¥80,000 ¥120,000 ¥180,000 ¥300,000 ¥290,000 ¥430,000 ¥650,000 ¥1,080,000 ¥10,000

北海道・東北ブロック、
北陸・甲信越ブロック、
北関東ブロック、
中国・四国ブロック、
九州・沖縄ブロック

4週間 ¥90,000 ¥130,000 ¥190,000 ¥310,000 ¥45,000 ¥65,000 ¥95,000 ¥155,000 ¥160,000 ¥230,000 ¥340,000 ¥560,000 ¥4,000

都
道
府
県
版

東京
2週間 ¥150,000 ¥220,000 ¥330,000 ¥550,000 ¥75,000 ¥110,000 ¥165,000 ¥275,000 － － － － －

4週間 ¥200,000 ¥300,000 ¥450,000 ¥750,000 ¥100,000 ¥150,000 ¥225,000 ¥375,000 ¥360,000 ¥540,000 ¥810,000 ¥1,350,000 ¥10,000

東京（23区外）、
神奈川、千葉、埼玉※1

2週間 ¥110,000 ¥170,000 ¥280,000 ¥500,000 ¥55,000 ¥85,000 ¥140,000 ¥250,000 － － － － －

4週間 ¥150,000 ¥220,000 ¥370,000 ¥670,000 ¥75,000 ¥110,000 ¥185,000 ¥335,000 ¥270,000 ¥400,000 ¥670,000 ¥1,210,000 ¥7,000

大阪、愛知
2週間 ¥120,000 ¥180,000 ¥270,000 ¥440,000 ¥60,000 ¥90,000 ¥135,000 ¥220,000 － － － － －

4週間 ¥160,000 ¥240,000 ¥360,000 ¥600,000 ¥80,000 ¥120,000 ¥180,000 ¥300,000 ¥290,000 ¥430,000 ¥650,000 ¥1,080,000 ¥10,000

大阪（大阪市外）、
京都、滋賀、奈良、
兵庫、和歌山、
愛知（名古屋市外）、
岐阜、三重

2週間 ¥90,000 ¥140,000 ¥220,000 ¥400,000 ¥45,000 ¥70,000 ¥110,000 ¥200,000 － － － － －

4週間 ¥120,000 ¥180,000 ¥300,000 ¥540,000 ¥60,000 ¥90,000 ¥150,000 ¥270,000 ¥220,000 ¥320,000 ¥540,000 ¥980,000 ¥7,000

宮城、岡山、広島、
福岡※2 4週間 ¥90,000 ¥130,000 ¥190,000 ¥310,000 ¥45,000 ¥65,000 ¥95,000 ¥155,000 ¥160,000 ¥230,000 ¥340,000 ¥560,000 ¥4,000

北海道、石川、新潟、
埼玉北※1、茨城、群馬、
栃木、香川、静岡

4週間 ¥60,000 ¥90,000 ¥150,000 ¥270,000 ¥30,000 ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 ¥110,000 ¥160,000 ¥270,000 ¥490,000 ¥4,000

青森、岩手、秋田、
山形、福島、福井、
富山、長野、山梨、
鳥取、島根、山口、
高知、徳島、愛媛、
福岡（久留米・筑後）※2、
佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、
沖縄

4週間 ¥40,000 ¥60,000 ¥100,000 ¥180,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥50,000 ¥90,000 ¥70,000 ¥110,000 ¥180,000 ¥320,000 ¥4,000

せきらら求人 勤務地プラス
UIターン
バナー

TOPテキストバナー 職種別一覧テキストバナー
アプリ
オファー

エリア 2週商品
全サイズ共通

4週商品
全サイズ共通

2週商品
全サイズ共通

4週商品
全サイズ共通

12週おまとめパック
全サイズ共通（3号分） PC スマホ PC スマホ

ブ
ロ
ッ
ク
版

関東ブロック ¥37,000 ¥50,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥145,000 
¥20,000 

¥80,000 ¥50,000 ¥20,000 ¥15,000 ¥40,000 

関西ブロック、
東海ブロック ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥65,000 ¥120,000 ¥65,000 ¥40,000 ¥16,000 ¥12,000 ¥30,000 

北海道・東北ブロック、
北陸・甲信越ブロック、
北関東ブロック、
中国・四国ブロック、
九州・沖縄ブロック

－ ¥20,000 － ¥35,000 ¥65,000 ¥10,000 ¥35,000 ¥25,000 

都
道
府
県
版

東京 ¥37,000 ¥50,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥145,000 ★ 都道府県版のUIターンバナーの参画料は、該当するブロック版と同一
の価格となります。ただし、埼玉北版・静岡県版については¥10,000
となります。東京（23区外）、

神奈川、千葉、埼玉※1 ¥27,500 ¥37,500 ¥45,000 ¥60,000 ¥110,000 

大阪、愛知 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥65,000 ¥120,000 

大阪（大阪市外）、
京都、滋賀、奈良、
兵庫、和歌山、
愛知（名古屋市外）、
岐阜、三重

¥22,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥90,000 

宮城、岡山、広島、
福岡※2 － ¥20,000 

北海道、石川、新潟、
埼玉北※1、茨城、群馬、
栃木、香川、静岡

－ ¥15,000 

青森、岩手、秋田、
山形、福島、福井、
富山、長野、山梨、
鳥取、島根、山口、
高知、徳島、愛媛、
福岡（久留米・筑後）※2、
佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、
沖縄

－ ¥15,000 

★

掲
載
料
金

掲
載
料
金
・
割
引
プ
ラ
ン

ご掲載料金はこちらです 北海道・東北ブロック

北
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

関東ブロック

東海ブロック

北陸・甲信越ブロック

関西ブロック

中国・四国ブロック

九州・沖縄ブロック

＊ 勤務地が単一都道府県内にある場合は「都道府県版」にご参画ください。

＊ 勤務地が東京都23区内・大阪市内・名古屋市内を含む単一都府県の場合、
それぞれ東京版・大阪版・愛知版にご参画ください。

＊ 「都道府県版」に該当しない都道府県の勤務地を募集する事はできません。

＊ 勤務地が複数の都道府県にまたがる場合は「ブロック版」へのご参画がお
すすめです。

＊ 勤務地が存在しないエリアでの募集は「ブロック版」にご参画ください。
募集先の勤務地が存在しない「都道府県版」へのご参画はできません。

＊ 「都道府県版」に参画された場合は、参画した都道府県を含む「ブロック
版」にも掲載されます。

　 「ブロック版」に参画された場合は、参画ブロック内の勤務地設定をした
「都道府県版」にも掲載されます。

■ご掲載料金の他に、原稿作成に関わる写真撮影料金・イラスト作成料金が発生する場合がございます。　■上記ご掲載料金に消費税は含まれておりません。　■上記ご掲載料金には制作進行料が含まれております。
■『はたらいく』では、読者に正確な情報を提供するために、広告掲載にあたり事前に資料を提供していただく場合がございます。　■募集・採用時の年齢制限は、原則、雇用対策違反です。求める人材を採用いただくた
めにも、求人広告内で、具体的な業務内容、必要な適性や能力、経験、技能の程度などをできる限りご提示ください。※詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。　■（株）リクルートホールディングスが設ける基
準により掲載をお断りする場合がございます。　■（株）リクルートホールディングスが設ける基準により原稿の内容を変更させていただく場合がございます。　■掲載途中の原稿内容を修正することは原則行えませ
ん。ご了承ください。　■『はたらいく』に掲載される求人広告の著作権は（株）リクルートホールディングスに帰属します。

◆基本料金・リピ割1/2・12週おまとめパック

★原稿修正料は12週おまとめパックご利用時に適用されます。原稿修正料は1号ごとに発生します。
※1： 埼玉北版は、本庄市、深谷市、熊谷市、東松山市、鴻巣市、行田市、羽生市、加須市、比企郡小川町・嵐山町・ときがわ町・鳩山町・滑川町・吉見町、児玉郡神川町・上里町・美里町、大里郡寄

居町を含み、埼玉版は埼玉県全域を含みます。勤務地が埼玉北版が含むエリア内のみの場合、埼玉北版の価格でご利用いただけます。埼玉北版は関東ブロックに含まれます。
※2： 福岡（久留米・筑後）版は、久留米市、筑後市、大牟田市、柳川市、八女市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡東峰村・筑前町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川

町を含み、福岡版は福岡県全域を含みます。勤務地が福岡（久留米・筑後）版が含むエリア内のみの場合、福岡（久留米・筑後）版の価格でご利用いただけます。福岡（久留米・筑後）版は、
九州・沖縄ブロックに含まれます。

※1： 埼玉北版は、本庄市、深谷市、熊谷市、東松山市、鴻巣市、行田市、羽生市、加須市、比企郡小川町・嵐山町・ときがわ町・鳩山町・
滑川町・吉見町、児玉郡神川町・上里町・美里町、大里郡寄居町を含み、埼玉版は埼玉県全域を含みます。勤務地が埼玉北版が
含むエリア内のみの場合、埼玉北版の価格でご利用いただけます。埼玉北版は関東ブロックに含まれます。

※2： 福岡（久留米・筑後）版は、久留米市、筑後市、大牟田市、柳川市、八女市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、みやま市、朝倉郡
東峰村・筑前町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町を含み、福岡版は福岡県全域を含みます。勤務地が福岡（久留米
・筑後）版が含むエリア内のみの場合、福岡（久留米・筑後）版の価格でご利用いただけます。福岡（久留米・筑後）版は、九州・
沖縄ブロックに含まれます。

◆SP企画　※SP企画はブロック単位での掲載となります。

SP企画は、就業支援事業のPR広告やイベント
告知広告など求人以外の広告を、サイト内に
ご掲載いただく企画です。

※PCとケータイはセットです。単体での掲載はできません。

SP SPハーフ

単版掲載
（4週掲載）

関東ブロック版 ¥1,000,000 ¥650,000

関東以外ブロック版 ¥800,000 ¥520,000

2版セット
（4週掲載）

関東ブロック版を含む場合 ¥1,160,000 ¥810,000

関東ブロック版を含まない場合 ¥960,000 ¥680,000

◆せきらら求人・勤務地プラス・アプリオファー・UIターンバナー・オプションバナー
せきらら求人・勤務地プラス・アプリオファー・UIターンバナー・オプションバナーは、基本企画・リピ割1/2・12週おまとめパックに追加してお使い
いただくセット企画です。下記は追加料金を示します。

せきらら求人  ※ せきらら求人を12週おまとめパックに追加する場合は、1号分につき下記料金が発生します。

勤務地プラス  ※ 関東ブロック版・関西ブロック版・東海ブロック版およびその配下の都道府県版（埼玉北・静岡除く）、東西ブロック版が対象と
なります。設定可能勤務地は、同一ブロック内に限られます。

 ※ 勤務地プラスを12週おまとめパックに追加する場合は、下記料金で3号分すべてに勤務地が追加されます。（1号単位での参画は
不可）

アプリオファー  ※ 関東ブロック版、関西ブロック版、東海ブロック版、およびその配下の都道府県版（埼玉北・静岡を含む）が対象となります。
 ※ 掲載期間は1週間、ブロック単位の設置となります。
 ※ メッセージ配信はご指定いただいた月曜日または木曜日となります。
 ※ 1原稿につき1度までしか購入できません。
 ※ アプリオファーを12週おまとめパックに追加する場合は、1号分につき下記料金が発生します。
 ※ 求人掲載途中からの掲載が可能です。

UIターンバナー  ※ 設置対象は4週間商品のみ、設置期間は4週間です。
 ※ バナー設置開始は求人掲載開始と同じです。
 ※ バナーは全エリアにございます。
 ※ UIターンバナーを12週おまとめパックに追加する場合は、1号分につき下記料金が発生します。

オプションバナー  ※ 設置期間は1週間、ブロック単位での設置となります。
 ※ バナー設置開始は毎週月曜日・木曜日となります。
 ※ オプションバナーは枠数に上限がございます。
 ※ 職種別一覧バナーは関東ブロック版、関西ブロック版、東海ブロック版のみ対象です。
 ※ 求人掲載途中からの設置が可能です。

ご掲載のお申込み・原稿確認書の承認が
オンラインで可能になりました。

※詳細については営業担当より専用のおうぼうける君マニュアル
　をお受け取りください。

さらに
便利!
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■本メディアガイドは2016年6月１日時点の情報です。予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。■本メディアガイドで使用している画像はイメージです。色、デザイン、大きさ等実際
のものとは異なる場合がございます。 ■『はたらいく』に掲載された求人情報はプロモーションの一環として、他サイトへ転載する場合がございます。■弊社は、事前の通知なく本サイトの保守・仕様変更、及
び天災地変などのやむを得ない事情により、本サイトの運営の一時的な停止を行うことがあります。このような一時的な停止により発生する損害について弊社は一切の責任を負いません。■『はたらいく』は、
掲載開始の朝７：00更新ですが、システム上必ずしも同時刻より広告掲載が開始されることを保証できません。予めご了承ください。 ■『はたらいく』に掲載された求人原稿は、掲載が終了した後も90日間
ユーザーからの閲覧が可能です。これは、応募した求人情報の内容を応募者自身（カスタマー）が確認可能とするためです。このため、各種検索サイトにて検索結果に表示される場合がございます。予めご了
承ください（但し、Web応募することはできません）。■『はたらいく』にご掲載の求人原稿は、Webサービスを利用した他社または個人が運営する他サイトに掲載効果を高めるため、情報提供を行う場合がご
ざいます。掲載先の他サイトにより若干表示形式や更新日時が異なりますのでご了承ください。また、他サイトの事情により予告なく変更・停止が行われることがございます。なお、ご掲載の求人原稿が、㈱
リクルートホールディングスの許可なく他サイトに掲載される場合がございます。その場合に弊社は、他サイトへの掲載内容の削除・修正依頼を行う義務までは負わないことにつきご了承ください。
■本サイト掲載期間中においても、写真、募集情報、応募ボタンなどのサイズやレイアウトなどが変更される場合があります。また、ユーザーの利便性向上・その他目的・状況により、事前の通知無く画面や
検索メニュー内容などサイト仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

プラン 対象商品
※フロム・エーをFA、タウンワークをTWと略します

ポイント ／ 割引率 ／ 料金（税別）
100万P 200万P 500万P

東名阪共通
つど割プラン

ＴＷ首都圏（北関東4版・東京都心版含む）・関西（大阪市内版含む）・東海（ナゴヤ版・静岡3版含む）／
ＴＷ社員首都圏・関西・東海／ＴＷ枠得プラン全版／ＴＷi+全版／FAナビ関東・関西・東海・リゾート・社員版／
FAナビi+関東・関西・東海版／はたらいく（関東・北関東・関西・東海ブロック内の都道府県版、ブロック版）／
とらばーゆ関東・北関東・関西・東海版／モバイルセット全版

10%
（90万円）

15%
（170万円）

20%
（400万円）

プラン 対象商品
※フロム・エーをFA、タウンワークをTWと略します

ポイント ／ 割引率 ／ 料金（税別）
10万P 30万P 50万P 100万P 200万P 500万P

全国共通
割引券

ＴＷ全版／ＴＷ社員全版／ＴＷ枠得プラン全版／ＴＷi+全版／ＦＡナビ全版／
ＦＡナビi+全版／はたらいく全版／とらばーゆ全版／モバイルセット全版

5%
（9.5万円）

7%
（27.9万円）

10%
（45万円）

15%
（85万円）

20%
（160万円）

25%
（375万円）

つど割プランは、リクルートの発行する求人メディアの過去1年間のご利用実績に応じて
割引をご提供するプランです。ご掲載ごとに割引料金でお支払いいただくことが可能です。

全国共通割引券は、ご購入いただく金額（ポイント）に応じてお得な割引をご提供するプランです。
しかも一括でご購入いただきますので、ご掲載ごとの面倒なお支払いもありません。

＜全国共通割引券について＞①全国共通割引券の1ポイントは１円に相当するものとし、原則1広告単位毎でのご利用とさせていただきます。ポイントの不足分を現金でお支払いいただ
くことは可能ですが、現金部分は割引の対象外となります。②弊社より毎月ご利用分のご利用明細書を保有者にお送りします。（但し、明細書送付はご利用月に限ります。）また、有効期限
（掲載日より1年以内の発行号）が終了間近の全国共通割引券につきましては、「利用期限切れのご案内」を保有者にお送りします。③ご利用可能期間終了時点で未利用ポイントがあった場
合でも、ご利用可能期間の延長・未利用ポイント相当の金額の払い戻しは致しかねます。④1原稿の掲載正価がご購入頂いた全国共通割引券のポイントと同じ、もしくは超える場合のご利用
はできません。例）10万Pの全国共通割引券は、正価15万円の商品に利用することができません。

＜つど割プランについて＞①東名阪共通つど割プランは東名阪商品のみにご利用いただけます。東西エリア商品は対象外となります。②過去のご利用実績とは掲載開始日前日から遡って
1年間にご掲載いただいた対象商品の実績です。各プランをお申し込みいただくために必要な実績額は次の通りです。【100万P→90万円、200万P→170万円、500万P→400万円】③つど
割プラン1ポイントにつき、掲載料金1円に対して、お申し込みいただいたつど割プランで定める割引率を適用いたします。原則1広告単位毎でのご利用とさせていただきます。掲載料金に対
してつど割プランのポイントが不足する場合は、不足分の料金が割引の対象外となります。なお、つど割プランのポイント不足分に対して、回数券等（全国共通割引券など、弊社の提供する
別の割引プラン）を使用することはできません。④つど割プランはお申し込みをいただいた後に、当社にて実績査定をさせていただきます。査定結果によって、お申し込みをお断りすることが
ございますので、ご了承ください。⑤利用可能期間中に全てのポイントを消費いただけなかった場合、特に差額支払いなどの制約はありませんが、次回契約時に実績額が満たないので同割引
率が適用されないことになります。

＜共通割引券・つど割プランについて＞①共通割引券・つど割プランは、お申し込みいただいたプランの対象の弊社広告商品へのお申し込みにご利用いただけます。対象と
なる弊社広告商品は上記の通りです。②ご利用可能期間は、お申込書で指定する掲載期間（掲載開始日より1年以内の発行号）です。③共通割引券・つど割プランの保有者は請求
先会社とさせていただきます。④共通割引券・つど割プランを第三者へ譲渡、転売、貸与し、又は担保に供することはできません。⑤共通割引券・つど割プランは、請求会社と同
一法人、又は法人が異なる場合は以下のいずれかの条件に当てはまる掲載会社でご利用いただけます。弊社は、共通割引券・つど割プランの保有先と異なる掲載会社から共通割
引券・つど割プランを利用した掲載依頼を受けた場合も、掲載会社が保有先の共通割引券・つど割プランを利用することの承諾を得ているものとし、掲載会社からの指示のみを
もって共通割引券・つど割プランを利用することがございますので、あらかじめご了承ください。a．請求先会社の経営者（代表者・役員・監査役等）もしくは従業員が掲載先の経
営者（代表者・役員・監査役等）の兼務がある。 b．請求先会社と掲載先との間で資本の出資関係がある。c．請求先会社と掲載先が同一FC加盟店である。⑥共通割引券・つど割
プランは併用することができません。

全国共通割引券

東名阪共通つど割プラン

「共通割引券」・「つど割プラン」



更新スケジュール・特集ラインナップ 2016年
7・8・9月

◎特集の表示期間は掲載開始から1週間となります。

毎週
月・木曜日
更新

商品の詳細、料金などについてはメディアガイ
ド本編をご覧ください。その他ご不明な点に関
しては営業担当までお問い合わせください。

関西ブロック関東ブロック

■特集の名称は変更になることがあります。予めご了承ください。　■原稿の締め切り曜日・時間は祝日等の関係で変更になる場合がございます。
■「締切日」とは、原稿の最終入稿を終える時間です。原稿作成に要する時間等、詳しいスケジュールは担当営業にお問い合わせください。

大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山関西ブロック

東京、神奈川、千葉、埼玉、埼玉北関東ブロック

掲載開始日 締切日 特集 1 特集２ 特集 1 特集２

6/30（木） 6/29（水）
第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する
会社特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する
会社特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

7/4（月） 7/1（金）
新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事
特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事
特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

7/7（木） 7/6（水） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

7/11（月） 7/8（金）
一緒に頑張れる仲間がいる！
採用予定人数２名以上の会社
特集

事務・企画・WEB・IT関連職！
オフィスワーク特集

一緒に頑張れる仲間がいる！
採用予定人数２名以上の会社
特集

事務・企画・WEB・IT関連職！
オフィスワーク特集

7/14（木） 7/13（水） 給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集

7/18（月） 7/15（金） 社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事
特集

社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事
特集

7/21（木） 7/20（水） どこでも通用する技術が学べる！
専門性が身につく会社特集

少しずつステップアップしたい！
リーダー・店長候補特集

どこでも通用する技術が学べる！
専門性が身につく会社特集

少しずつステップアップしたい！
リーダー・店長候補特集

7/25（月） 7/22（金） 今がチャンス！
初登場・久々登場の会社特集

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

今がチャンス！
初登場・久々登場の会社特集

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

7/28（木） 7/27（水）
一緒に頑張れる仲間がいる！
採用予定人数２名以上の会社
特集

不動産・住宅・リフォーム・建築！
住まいに関わる仕事特集

一緒に頑張れる仲間がいる！
採用予定人数２名以上の会社
特集

不動産・住宅・リフォーム・建築！
住まいに関わる仕事特集

8/1（月） 7/29（金） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

コミュニケーションスキルを活かす！
営業職特集

8/4（木） 8/3（水） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事
特集

未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

8/8（月） 8/5（金）
第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する
会社特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する
会社特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

8/11（木）
合併号 8/9（火） 今が狙い目！

積極採用中の企業特集
やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

今が狙い目！
積極採用中の企業特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事
特集

8/15（月）
合併号 8/9（火）

初めての転職でも安心！
中途社員が活躍している会社で
働く

運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

初めての転職でも安心！
中途社員が活躍している会社で
働く

運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

8/18（木） 8/17（水） 経験者大歓迎！
経験を活かせる仕事特集

コミュニケーションスキルを活かす！
営業職特集

経験者大歓迎！
経験を活かせる仕事特集

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集

8/22（月） 8/19（金） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事
特集

未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

8/25（木） 8/24（水） 働きやすさが自慢！
少人数の職場・会社特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

働きやすさが自慢！
少人数の職場・会社特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

8/29（月） 8/26（金）
第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する
会社特集

運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する
会社特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

9/1（木） 8/31（水） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

不動産・住宅・リフォーム・建築！
住まいに関わる仕事特集

ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

不動産・住宅・リフォーム・建築！
住まいに関わる仕事特集

9/5（月） 9/2（金） 給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

コミュニケーションスキルを活かす！
営業職特集

給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集

9/8（木） 9/7（水）
初めての転職でも安心！
中途社員が活躍している会社で
働く

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

初めての転職でも安心！
中途社員が活躍している会社で
働く

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

9/12（月） 9/9（金） この人のもとで働きたい！
社長たちの声で選ぶ仕事特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

この人のもとで働きたい！
社長たちの声で選ぶ仕事特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

9/15（木） 9/14（水） 社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集

社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

コミュニケーションスキルを活かす！
営業職特集

9/19（月） 9/16（金） 経験者大歓迎！
経験を活かせる仕事特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

経験者大歓迎！
経験を活かせる仕事特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

9/22（木） 9/21（水）
新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事
特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事
特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

9/26（月） 9/23（金） 給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

9/29（木） 9/28（水） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事
特集

未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事
特集

10/3（月） 9/30（金） 今が狙い目！
積極採用中の企業特集

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集

今が狙い目！
積極採用中の企業特集

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集



更新スケジュール・特集ラインナップ 2016年
7・8・9月

商品の詳細、料金などについてはメディアガイ
ド本編をご覧ください。その他ご不明な点に関
しては営業担当までお問い合わせください。

毎週
月・木曜日
更新

◎特集の表示期間は掲載開始から1週間となります。

■特集の名称は変更になることがあります。予めご了承ください。　■原稿の締め切り曜日・時間は祝日等の関係で変更になる場合がございます。
■「締切日」とは、原稿の最終入稿を終える時間です。原稿作成に要する時間等、詳しいスケジュールは担当営業にお問い合わせください。

北海道・東北ブロック／北関東ブロック
北陸・甲信越ブロック／中国・四国ブロック

九州・沖縄ブロック
東海ブロック

福岡、久留米・筑後、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄九州・沖縄ブロック

愛知、岐阜、三重、静岡東海ブロック

岡山、鳥取、島根、山口、広島、高知、香川、徳島、愛媛中国・四国ブロック
福井、石川、富山、新潟、長野、山梨北陸・甲信越ブロック

北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島北海道・東北ブロック
栃木、茨城、群馬北関東ブロック

掲載開始日 締切日 特集 1 特集２ 特集 

6/30（木） 6/29（水） 第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する会社特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

7/4（月） 7/1（金） 新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

7/7（木） 7/6（水） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事特集

新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

7/11（月） 7/8（金） 一緒に頑張れる仲間がいる！
採用予定人数２名以上の会社特集

事務・企画・WEB・IT関連職！
オフィスワーク特集

運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

7/14（木） 7/13（水） 給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

コミュニケーションスキルを活かす！
営業職特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

7/18（月） 7/15（金） 社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

今がチャンス！
初登場・久々登場の会社特集

7/21（木） 7/20（水） どこでも通用する技術が学べる！
専門性が身につく会社特集

少しずつステップアップしたい！
リーダー・店長候補特集

一緒に頑張れる仲間がいる！
採用予定人数２名以上の会社特集

7/25（月） 7/22（金） 今がチャンス！
初登場・久々登場の会社特集

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事特集

7/28（木） 7/27（水） 一緒に頑張れる仲間がいる！
採用予定人数２名以上の会社特集

不動産・住宅・リフォーム・建築！
住まいに関わる仕事特集

やりがい実感！
地元を支える会社特集

8/1（月） 7/29（金） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集

未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

8/4（木） 8/3（水） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

8/8（月） 8/5（金） 第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する会社特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事特集

第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する会社特集

8/11（木）
合併号 8/9（火） 今が狙い目！

積極採用中の企業特集
「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

8/15（月）
合併号 8/9（火） 初めての転職でも安心！

中途社員が活躍している会社で働く
運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

初めての転職でも安心！
中途社員が活躍している会社で働く

8/18（木） 8/17（水） 経験者大歓迎！
経験を活かせる仕事特集

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集

経験者大歓迎！
経験を活かせる仕事特集

8/22（月） 8/19（金） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

今が狙い目！
積極採用中の企業特集

8/25（木） 8/24（水） 働きやすさが自慢！
少人数の職場・会社特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

働きやすさが自慢！
少人数の職場・会社特集

8/29（月） 8/26（金） 第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する会社特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

好きな土地でずっと働ける！
県外転勤なしの会社特集

9/1（木） 8/31（水） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

不動産・住宅・リフォーム・建築！
住まいに関わる仕事特集

未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

9/5（月） 9/2（金） 給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

コミュニケーションスキルを活かす！
営業職特集

ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

9/8（木） 9/7（水） 初めての転職でも安心！
中途社員が活躍している会社で働く

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

9/12（月） 9/9（金） この人のもとで働きたい！
社長たちの声で選ぶ仕事特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事特集

この人のもとで働きたい！
社長たちの声で選ぶ仕事特集

9/15（木） 9/14（水） 社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集

社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

9/19（月） 9/16（金） 経験者大歓迎！
経験を活かせる仕事特集

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

どこでも通用する技術が学べる！
専門性が身につく会社特集

9/22（木） 9/21（水） 新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

営業の楽しさを極めたい！
経験を活かせる営業職特集

今が狙い目！
積極採用中の企業特集

9/26（月） 9/23（金） 給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

運送・配達・倉庫内作業・警備！
ドライバー・物流・警備関連職特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

9/29（木） 9/28（水） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

第二新卒・フリーターも必見！
初めての就職・転職を歓迎する会社特集

10/3（月） 9/30（金） 今が狙い目！
積極採用中の企業特集

「初めて」のスタートを応援！
未経験ＯＫの営業職特集

未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集


