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サイト構成

フリー画像

選べる「PR画面」

基本情報 メリット（4つまで） 仕事観検索（1つ）

メインカセット

239文字
＋

写真1枚

サブカセット

810文字

データスペース

1450文字

求人のポイント

OR

スペース 内容
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
❻PR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� ◦写真で職場見学� ◦同僚社員インタビュー
◦ あなたが扱う商品・サービス� ◦経営者より� ◦ みなさんに求めること
◦仕事のやりがい・面白さ� ◦上司からのメッセージ� ◦安心して働ける理由
◦１日の流れ� ◦先輩社員インタビュー

※サイトデザイン、レイアウトは予告なく変更する場合があります。
※文字数はキャッチと本文を含んでいます。

◦お客様の笑顔が見れる仕事
◦自分のペースで出来る仕事
◦安定して働ける仕事
◦職場の環境から選ぶ仕事
◦働きがいのある仕事

項目 設定可能数
職種 最大3（1職種に対して1つまで）
雇用形態 最大3（1職種に対して1つまで）
勤務地※ 最大3（1勤務地に対して1つ）
沿線駅 最大9（1勤務地に対して3つまで）
特集 1（掲載開始後1週間）
※勤務地を最大10個設定できるオプション商品もあります。

※�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、事前の通知なく画面や検索メ
ニュー内容などサイト仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
※�検索結果の一覧画面上の勤務地には、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。

◦未経験OK
◦ボーナス・賞与あり
◦寮・社宅・住宅手当あり
◦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
◦学歴不問
◦40代以上活躍中
◦60代以上応援
◦産休・育休取得実績あり
◦子育てママ在籍中

◦土日祝休み
◦転勤なし
◦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
◦髪型自由
◦無期雇用派遣
◦短時間制度
◦無期雇用契約
◦職種変更なし

❻

❻

❶

❷

❸

❺

❹

検索軸

採用ニーズに合わせて4つの原稿タイプをご用意

原稿の発見性を高めるための多様な検索軸を設定可能。設置できる検索軸数は全プラン一律！

●TOP画面にバナー設置

●せきらら求人メール　火・金送信

応募者に対して正直な情報を伝える「せきらら求人」カセットで、本気度・理解度の高い応募を生み出し、採用ミスマッチの解消
につなげます。ローテーション表示で、露出度もUP！

A約束せきらら…�応募の動機づけになる、採用者に約束でき
る事柄を記載

B覚悟せきらら…�応募者に知っておいてもらいたい覚悟を必
要とする事柄を記載

豊富な文章量と写真で求職者の理解度を高めます！

プラン 原稿内容 特徴

ベーシックフリー ❶❷❸❹❺❻ フリー画像が求人原稿のトップに挿入され、最も多くの
情報が入るプラン

ベーシック ❷❸❹❺❻ 写真（最大6枚）・文字（最大1050文字）で職場の雰囲気を
より詳細に伝えられる「PR画面」が挿入されるプラン

ライト ❷❸❹❺ シンプルプランにサブカセット（810文字）を追加したプラン

シンプル ❷❹❺ 情報を絞り、予算を抑えてご掲載いただけるプラン

原
稿
の
情
報
量

文章カセット
1050文字

＋
写真3枚

写真6枚

A

B

アクセス数の多い
「検索一覧画面」・
「TOP画面」に
ローテーション枠を
表示！

検索エンジン

ローテーション枠

ローテーション枠

求人原稿

求人原稿

求人原稿

求人原稿

ローテーション枠

ファーストビューで
注目を浴びる

（1枠）
最上部

ページ移動時に
目にとまる

（最大5枠）
最下部

●●市 ドライバー 転職 検索

▼はたらいくTOP

●ローテーション表示

360文字
＋

写真1枚

関東ブロック版・東京版

3.7万円〜
東京（23区外）版・神奈川版・

千葉版・埼玉版

2.75万円〜



※「共通割引券」または「つど割プラン」の利用可能です。ただし「共通割引券」と「つど割プラン」の併用はできません。
※Indeedの掲載に関してはIndeedの掲載規約に準じます。※Indeedでの表記は、はたらいくの掲載時と項目・内容が一部異なる・削除される場合がございます。※Indeedの「こだわり条件」において、
すべての条件に紐づくとは限らず、一部紐づかない場合もあります。

「はたらいく」と、求人検索エンジン「Indeed」にご掲載できます！

■「はたらいく アイプラス」料金のご案内

はたらいくユーザーは6割が社員経験者なので特に、
地元の社員経験者へリーチします。はたらいく

独自の「らいく」サービスで攻めの採用活動。
気になる求職者へは掲載後も

アプローチ可能！

はたらいく
本体掲載料金

2週間 ４週間

関東・関西・東海

上記以外

￥30,000
ー

￥60,000
￥30,000

+

スマート
フォン

スマート
フォン

アプリ

アプリ

※埼玉北版、静岡版、北関東ブロック版およびその配下の都道府県版は、関東・関西・東海エリアには含みません。

PC P C

グローバル展開している求人検索エンジンIｎｄｅｅｄ。
毎日何千件もの新求人情報がアップされるこの
巨大求人検索エンジンにお客様の求人広告を
表示させて新たなユーザーに
リーチします！

Indeedは毎月2億5千万人以上のユーザー※が利用する求人検索エンジンで、リクルートグ
ループの企業です。インターネット上にある、一般企業の採用ページや、求人媒体サイト、人
材派遣・紹介会社のサイトに掲載されている求人情報を収集しており、Indeed上で包括的に
表示されます（はたらいくi+では、Indeedの「スポンサー求人※※」に掲載いただけます）。
※ Google Analytics 2020年2月ユニークビジター数
※※ スポンサー求人：ユーザーの検索条件に近い場合、表示される「有料オプション」です。検索画面に表示されやすく、かつ求職者

の目に留まりやすくなります。（「スポンサー求人」の表示位置はデバイスにより異なります。また「スポンサー求人」はオーク
ション制のため、掲載期間中常に掲載されるわけではなく、表示がされない場合もあります。）
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TOP画面

ＰＣ ※　　　スマートフォン版もございます

検索結果一覧画面

詳細画面

掛け合わせ検索画面

スマートフォンアプリ

TOP画面 検索結果一覧画面 詳細画面

画面詳細

※�サイトデザインやレイアウトは予告なく変更になる場合があります。

❶ユーザー機能
❷TOPページテキストバナー
❸号変わり特集
❹UIターンバナー
❺職種・エリアなど検索軸

❻求人特設ページ
❼せきらら求人
❽仕事観検索
❾職種別テキストバナー

❶

❶

❷

❹

❼

❸

❺

❽

❻

❾
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

掲載料金・割引プラン

＊� �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。

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

関西ブロック

関東ブロック

東海ブロック

北海道

青森
岩手
宮城

福島

秋田
山形

山梨 東京

長野 埼玉

新潟

静岡 神奈川

鹿児島
香川愛媛
徳島高知

福井
石川

茨
城

千
葉

栃
木

群
馬富

山

岐
阜

愛
知

滋
賀

京
都

奈
良

大
阪

三
重

和
歌
山

兵
庫大

分
福
岡

宮
崎

熊
本

鳥
取

島
根

山
口 岡

山
広
島

沖
縄

佐
賀
長
崎

※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できます。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）版の価格でご利用できます。福岡（久留米・筑後）版は、九州・沖縄ブロッ
クに含まれます。

基本料金・リピ割1/2・12週おまとめパック

せきらら求人 勤務地プラス
UIターン
バナー

TOPページ
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 スマート

フォン PC スマート
フォン

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�

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�

SP企画 SP企画ハーフ

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

■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あります。　■上記ご掲載料金に消費税は含まれません。　■上記ご掲載料金には制作進行料金が含まれます。　
■『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ご提供いただく場合があります。　■募集・採用時の年齢制限は、原則、雇用対策法違反です。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、担当営業までお問い合わせください。　■㈱リクルート
が設ける基準により掲載をお断りする場合があります。　■㈱リクルートが設ける基準により原稿内容の変更を要する場合があります。　■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㈱リクルートに帰属します。

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。

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。

オプション商品

SP企画

※SP企画はブロック単位での掲載となります。
※PCのみが対象となります。

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号分につき上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、上記料金で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。
◦�都道府県版（埼玉北・静岡を含む）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。
◦�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号分につき上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。
◦�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号分につき上記料金が発生します。
◦��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。

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あります。
◦�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。
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オプション商品 お得な掲載プラン

Web応募受付シート

本音で伝える
せきらら求人

最大10勤務地まで検索軸を設定できる
勤務地プラス

全国の求職者に訴求できる
UIターンバナー

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。
カスタム応募シート

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。
カスタム応募シート項目一覧
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 □ 500
ひとがらアピール □ 300
職務経歴 ○ 1000
資格 ○ 500
志望動機・自己PR ○ 1000
自由質問項目１ ○ 1000
自由質問項目２ ○ 1000
自由質問項目３ ○ 1000
自由質問項目４ ○ 1000

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。

Web応募情報の受付・管理
Webからの応募情報は「PC（おうぼうける君）」
または「FAX」で受付・管理が可能です。

おうぼうける君（応募者情報管理画面）の特徴

●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。
※推奨環境について
PC：�Windows�7�SP1�/�Internet�Explorer11、Google�Chrome�

Windows�8.1�/�Internet�Explorer11�
Windows�10�/�Internet�Explorer11、Microsoft�Edge、
Google�Chrome

タブレット：iPadOS13�/�Safari、iPadOS14�/�Safari
スマートフォン：�iOS12�/�Safari�

iOS13�/�Safari、Google�Chrome�
iOS14�/�Safari�
Android9�/�Google�Chrome�
Android10�/�Google�Chrome

（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。）
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。

2

2

1

通常3個まで設定可能な勤務地検索軸を10個まで増やせるオ
プションです。

※設定できる勤務地検索軸は同一ブロック内にある勤務地が対象です。

すべてのTOP画面にバナーを設置し、地元が好きでUターン
を希望する人や、逆に都会に憧れIターン転職したい全国の求
職者に訴求できる企画です。

発見性を上げる
オプションバナー

求職者にダイレクトにリーチできる
アプリオファー

TOPページテキストバナー
TOP画面上部にバナーが入り、求人の発見性を大きく高めます。

今まさに募集しているエリア・職種で
仕事を探している若者へメッセージを表示！

求人が掲載されているエリア×職種条件で、今、アプリで仕事
を探している求職者に対して直接メッセージを表示できます。
アプリは20～30代の利用が75％以上を占め、若者へダイレク
トにリーチできることが魅力。かつ、掲載途中からも購入が可
能です。

※アプリオファーは関東・関西・東海ブロック版およびその配下の都道府県版が対象です。

職種別一覧テキストバナー
募集中の職種にて仕事を探しているターゲットユーザーに対し
求人をアピールする機会を増やせます。

※テキストリンクのみとなります　※PC版・スマートフォン版があります

PCテキストバナー

ホーム画面で
メッセージ受信告知

メッセージ一覧に
メッセージを表示

求人への
誘導

スマートフォンテキストバナー

あえて大変なことも伝える「せきららカセット」を追加すること
で、本気度・理解度の高い応募を生み出します！

●TOP画面にバナーを設置
●せきらら求人メールを火・金に配信

約束せきらら
応募の動機づけになる、採用者に
約束できる事柄を記載

覚悟せきらら
応募者に知っておいてもらいたい
覚悟を必要とする事柄を記載

せきららカセット画面
企業の良いところも悪いところも正直に記載する
「せきららカセット」を原稿内に追加！

有効期限：3か月※2

さらに
お得！

基本企画
（4週間） （4週間）

基本企画
（2週間） （2週間）

50%
OFF （2週間）

50%
OFF

50%
OFF

12週間

4週間

2週間

掲載期間

おすすめ

期間内なら何度でもご利用できます！

リピ割よりもさらにお得になります!!
【注意事項】
「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。　■ただし、以下の条件を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。
「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。�
■ただし、以下の条件を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）　■同一ブロック内であれば、お申し込み時の掲載版を変更できます。ただしその場合、お申し込み時の原稿管理料に対して、変更後の掲載版の原稿管理料が、同一もしくは下回る場
合のみ変更が可能です。　■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。　■｢12週おまとめパック」に「リピ割1/2」を組み合わせての利用はできません。
※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か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か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）。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週間商品と4週間商品の組み合わせも可能）。�
※4｢営業担当法人」とは、㈱リクルート、㈱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。

（対象：2週間商品／4週間商品）

スピーディーかつお得に、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）

まとめてお申し込みで、長期間のご掲載がお得になる	
商品です。（1号ごとに原稿見直しも可能）

基本企画の掲載開始日から3か月以内※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。

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ご掲載できます。

「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」ご利用シーン ご利用シーン

（対象：4週間商品のみ）



更新スケジュール・特集ラインナップ 2021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
しては担当営業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。ご了承ください。　■原稿の締切曜日・時間は祝日などの関係で変更になる場合があります。
■締切日は、原稿の最終入稿日と同日です。原稿作成に要する時間など、詳しいスケジュールは担当営業まで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

7/1（木） 6/30（水） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

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

ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

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

7/5（月） 7/2（金）
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

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

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

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

7/8（木） 7/7（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

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

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

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

7/12（月） 7/9（金） 社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの
仕事特集

社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの
仕事特集

7/15（木） 7/14（水） 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

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

7/19（月） 7/16（金） 新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事
特集

新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事
特集

7/22（木） 7/21（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

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

7/26（月） 7/21（水） 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

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

7/29（木） 7/28（水） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

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

ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

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

8/2（月） 7/30（金）
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

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

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

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

8/5（木） 8/4（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

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

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

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

8/9（月）
合併号 8/6（金） 社員の定着が自慢！

長く働ける会社特集
だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事
特集

社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事
特集

8/12（木）
合併号 8/6（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

8/16（月） 8/6（金） 新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

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

新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

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

8/19（木） 8/18（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

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

8/23（月） 8/20（金） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事
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

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事
特集

8/26（木） 8/25（水） 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

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

8/30（月） 8/27（金）
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

9/2（木） 9/1（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

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

9/6（月） 9/3（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

9/9（木） 9/8（水） 今が狙い目！
積極採用中の企業特集

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

今が狙い目！
積極採用中の企業特集

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

9/13（月） 9/10（金） 新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

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

新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

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

9/16（木） 9/15（水） 給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

9/20（月） 9/17（金） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事
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

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事
特集

9/23（木） 9/22（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

9/27（月） 9/24（金）
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



更新スケジュール・特集ラインナップ 2021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
しては担当営業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。
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

■特集の名称は変更になることがあります。ご了承ください。　■原稿の締切曜日・時間は祝日などの関係で変更になる場合があります。
■締切日は、原稿の最終入稿日と同日です。原稿作成に要する時間など、詳しいスケジュールは担当営業までお問い合わせください。

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 

7/1（木） 6/30（水） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

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

今が狙い目！
積極採用中の企業特集

7/5（月） 7/2（金） 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

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

7/8（木） 7/7（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

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

7/12（月） 7/9（金） 社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事特集

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事特集

7/15（木） 7/14（水） 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

社員の定着が自慢！
長く働ける会社特集

7/19（月） 7/16（金） 新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

7/22（木） 7/21（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

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

7/26（月） 7/21（水） 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

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

7/29（木） 7/28（水） ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

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

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

8/2（月） 7/30（金） 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

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

8/5（木） 8/4（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

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

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

8/9（月）
合併号 8/6（金） 社員の定着が自慢！

長く働ける会社特集
だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

8/12（木）
合併号 8/6（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

ずっと同じ会社で働きたい！
安定して働ける仕事特集

8/16（月） 8/6（金） 新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

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

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

8/19（木） 8/18（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

給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

8/23（月） 8/20（金） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

8/26（木） 8/25（水） 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

新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

8/30（月） 8/27（金） 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

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集

9/2（木） 9/1（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

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事特集

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

9/6（月） 9/3（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

「ありがとう」がうれしい！
販売・サービス・フードの仕事特集

9/9（木） 9/8（水） 今が狙い目！
積極採用中の企業特集

事務・企画・Web・IT関連職！
オフィスワーク特集

未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

9/13（月） 9/10（金） 新しい分野に挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

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

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

9/16（木） 9/15（水） 給与・制度・福利厚生！
社員を大切にする会社で働く

やっぱり「人」が好き！
人と接する仕事特集

コミュニケーションスキルを活かす！
営業職特集

9/20（月） 9/17（金） 未経験でも大丈夫！
しっかり教えてもらえる仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

だれかの役に立ちたい！
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

9/23（木） 9/22（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

暮らしを支える！
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事特集

9/27（月） 9/24（金） 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

喜ばれる仕事がしたい！
接客経験を活かせる仕事特集


