
08 09

ベーシックフリー ベーシック ライト シンプル
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＋ ＋２種類から選択できます

PR画面付き

写真で
語る

文章で
語る

「ベーシックフリー」は最も多くの情報が入り、フリー画像が求人原稿のトップ
に挿入されるタイプ。会社の魅力や職場の雰囲気を自由に表現することが可能
です。
また、「ベーシックフリー」と「ベーシック」は2パターンから選べるPR画面が
付きます。
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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。

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。

❹ 求人のポイント
メリットや、ユーザーへのメッセージを表現可能。

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
［本体・ビューティー・ファッション］
◦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

［看護］
◦看護師長・院長の人柄がわかる ◦一緒に働く仲間がわかる
◦子育てママが活躍中 ◦経験3年未満でも安心の職場
◦経験・専門スキルを活かす ◦写真で職場見学

●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。

広告タイプ

美 容 系 職 種
ビューティー特別企画
美容師特別企画
メリット

（こだわり条件検索）

［項目］資格取得支援／子育てママ在籍中／服装自由／髪型自由／駅徒歩5分以内／車・バイク通勤OK／ノルマ無／イ
ンセン有／オープニング／研修制度有／多店舗展開／ブランクあってもOK／通信生歓迎／パートタイム勤務歓迎／ス
タッフ10名以下

ビューティー特別企画
メリット

（こだわり条件検索）

［項目］フェイス・ボディエステ／脱毛エステ／ジェルネイル／スカルプチュア／ボディマッサージ／リフレクソロ
ジー

ファッション 系 職 種
取扱商品 ［項目］洋服／シューズ・バック／ジュエリー・アクセサリー／コスメ・美容／その他

ファッション特別企画
メリット

（こだわり条件検索)

［項目］駅徒歩5分以内／ノルマ無／インセン有／オープニング／社割有／路面店／ファッションビル／百貨店／アウト
レット／商業施設・その他／ラグジュアリー系／キレイ系／カジュアル系／かわいい系／クール系／ナチュラル系

看 護 師 系 職 種

メリット
（こだわり条件検索）

［項目］資格取得支援／車・バイク通勤OK／産休・育休取得実績あり／土日祝休み／ボーナス・賞与あり／寮・社宅・住
宅手当あり／残業月10時間以下／18時までに退社できる／日勤のみ／2交替制／3交替制／看護体制7対1／ブランクあ
ってもOK／短時間正職員制度／院内保育施設あり／平均勤続年数5年以上／40代以上活躍中／事前見学OK／寮あり／
クリニック・診療所／病院／訪問看護／介護関連施設／透析／健診・検診／無期雇用契約／短時間制度／職種変更なし

基本の原稿情報

各領域ごとのこだわり条件

全 職 種 　 　 　 　 　 　  ( 基 本 企 画 、販 売 サービ ス・営 業 特 別 企 画 、医 療 特 別 企 画 ) 　
メリット

（こだわり条件検索）
［項目］資格取得支援／車・バイク通勤OK／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／髪型自由／紹介予定派遣

全 商 品 共 通（とらば ーゆ 看 護 以 外 ）
メリット

（こだわり条件検索）
［項目］未経験OK／正社員登用あり／新卒・第二新卒歓迎／40代以上活躍中／上場企業／産休・育休取得実績あり／年間
休日120日以上／ボーナス・賞与あり／寮・社宅・住宅手当あり／転勤なし／無期雇用契約／短時間制度／職種変更なし

広告スペースが大きければ、一覧画面での表示順位が上がり、ユーザーの興味を引くことにつながります
原稿表示順位上 下

※関東・関西・東海版のみとなります
※とらばーゆBeauty、とらばーゆFashionの特集は、とらばーゆへの参画となります

ベーシック 
フリー ベーシック ライト シンプル

全商品

画像点数

メインカセット 1

PR 
画面

文章で語る 1～3 ― ―
写真で語る 4～6 ― ―

フリー画像 1 ― ― ―

求人情報画面
メインカセット 1
サブカセット 最大3 ―

検索軸数
職種 最大3(1職種に対して1つ)
勤務地 最大3(1勤務地に対して1つ)

とらばーゆ

検索軸数

メリット 最大4
特集 1※

とらばーゆ
Beauty

ビューティー特別企画メリット 最大6
美容師特別企画メリット 最大6
特集 1※

とらばーゆ
Fashion

取扱商品 複数選択可
メリット 最大6
特集 1※

とらばーゆ
看護

メリット 最大6
特集 1※
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画面詳細

PC

TOP画面

スマートフォン アプリ

TOP画面 TOP画面詳細画面 詳細画面一覧画面 一覧画面

職種×勤務地で掛け合わせ
検索が可能です

●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。

一覧画面 詳細画面

ベーシック・
ライト
原稿

ベーシック
フリー
原稿

シンプル
原稿

応募強化機能1 応募強化機能２

＋＋
スマート
フォン

スマート
フォン

集客強化＆
閲覧数UP!
集客強化＆
閲覧数UP!

発見性UP！
ターゲットに
アプローチ！

発見性UP!
ターゲットに
アプローチ！

とらばーゆPC検索結果画面▶

●ユーザーの検索条件に　
　合致した原稿を画面最上部と
　最下部の表示枠に、特別に
　ローテーション表示します！

●もちろんローテーション
　表示枠以外の通常原稿枠　
　にも掲載されます！

お 得 に 集 客 強 化 で き る オ プ シ ョ ン 商 品 が 新 登 場！

とらばーゆ アイプラスローテーション

newnew

とらばーゆ
本体掲載料金

2週間 ４週間

関東・関西・東海

1週間

+ ￥50,000￥30,000 ￥70,000

　「Indeed」の「スポンサー求人※※」に
貴社の原稿を掲載！

アクセス数の多い検索一覧画面最上部と最下部に
ユーザー検索に合わせて貴社の原稿を特別表示！

ＰＣ

世界No.1
求人検索エンジン
※Comscore総訪問数

2020年3月

求人検索エンジン「Indeed」と「とらばーゆの一覧画面最上部・最下部」への追加掲載で、
求めるターゲットユーザーからの応募をしっかり強化！

アクセス数の多い画面上の最上部と
ページ移動時に目にとまる最下部(5枠)に

掲載できます！

毎月２億５千万人以上のユーザー※が
利用する巨大求人検索エンジン

「Indeed」の「スポンサー求人※※」に
掲載できます！

ＰＣ

ローテーション枠

ローテーション枠

通常原稿

通常原稿

通常原稿

通常原稿

通常原稿

ファースト
ビューで
注目を浴びる

最上部

最下部
（５枠）

ページ移動時に
目にとまる

※東西(北海道東北版・北関東版・甲信越北陸版・中国四国版・九州沖縄版)は、関東・関西・東海エリアには含みません。※「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での表記は、とらばーゆの掲載時と項目・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。

■「とらばーゆi+ ローテーション」料金のご案内

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（とら
ばーゆi+ローテーションでは、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。（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。）

一覧画面の表示ルールについて

検索結果の一覧画面では、原稿は広告スペースが大きい順に表示されま
す。広告スペースが大きければ、一覧画面での情報量が増え、ユーザー
の興味を引くことにつながります。
※表示順は予告なく変更する場合があります。

\ Check! /
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掲載料金

●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。●ご掲載料金に消費税は含まれておりません。
●ご掲載料金には制作進行料金が含まれております。●オプション商品には事前エントリールールがあります。●オプション商品には参画枠数に制限
があります。●ベーシックフリーとオプション商品を別々にご購入の場合、割引の対象外となりますのでご注意ください。●オプション商品は、スマー
トフォン・とらばーゆ（本体）へは転載されません。●再チャレ企画は、基本企画掲載開始日の３か月後の同日より前の掲載開始号までが対象となり
ます。●再チャレ企画は、有効期限内であれば何度でも、同一版かつ同一原稿サイズで掲載できます。

とらばーゆは採用難易度に応じた職種別価格となっています。

看 護 師 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 シンプル ライト ベーシック ベーシックフリー ベーシックフリー＋

TOPページテキスト
ベーシックフリー＋
TOPページバナー

看護
看護師／准看護師／看護助手／助産師
／保健師
※上記看護職をメインとした医療系職種
の募集が可能です

基本企画
関東版

2週間

−

¥90,000 ¥160,000 ¥300,000 ¥440,000 ¥580,000

再チャレ企画 ¥45,000 ¥80,000 ¥150,000 ¥220,000 ¥290,000

基本企画
関西版

¥70,000 ¥130,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥490,000

再チャレ企画 ¥35,000 ¥65,000 ¥125,000 ¥185,000 ¥245,000

基本企画
東海版

¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥310,000 ¥410,000

再チャレ企画 ¥30,000 ¥55,000 ¥105,000 ¥155,000 ¥205,000

基本企画
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、九州・沖縄版
¥27,000 ¥39,000 ¥68,000 ¥124,000

− −
再チャレ企画 ¥13,500 ¥19,500 ¥34,000 ¥62,000

●特集は１週目のみ参画が可能です。

ファッション 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 シンプル ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

ファッション・アパレル・コスメ
販売・ショップスタッフ/マネージャー・
店長・店長候補/デザイナー /パタンナー
/バイヤー・仕入れ業務/MD・マーチャン
ダイザー /スタイリスト/生産管理/在庫管
理・商品管理/その他

ファッション
特別企画

関東版
2週間 − ¥150,000 ¥250,000 ¥450,000

＋

¥50,000

4週間 ¥137,000 ¥200,000 ¥330,000 ¥590,000 ¥75,000

関西版
2週間 − ¥120,000 ¥200,000 ¥360,000 ¥40,000

4週間 ¥109,000 ¥160,000 ¥260,000 ¥470,000 ¥60,000

東海版
2週間 − ¥90,000 ¥150,000 ¥270,000 ¥30,000

4週間 ¥82,000 ¥120,000 ¥200,000 ¥350,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 − ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。4週間掲載をご購入の場合、1週目と3週目に特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。

美 容 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

ビューティー特別企画
エステ・ネイル・リラク

ネイリスト/エステティシャン/リフレクソ
ロジスト・セラピスト/まつげ施術スタッフ
/レセプショニスト・受付/店長・マネー
ジャー /その他

美容師・ヘアサロン
美容師・理容師・スタイリスト/アシスタ
ント・中間生/レセプショニスト・受付/店長・
マネージャー /ヘアメイク・メイクアップ・
着付け/その他

ビューティー
特別企画

関東版
2週間 ¥90,000 ¥160,000 ¥300,000

＋

¥50,000

4週間 ¥135,000 ¥240,000 ¥450,000 ¥75,000

関西版
2週間 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥40,000

4週間 ¥90,000 ¥165,000 ¥315,000 ¥60,000

東海版
2週間 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥30,000

4週間 ¥90,000 ¥165,000 ¥315,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

美容師特別企画
美容師・ヘアサロンのみ

美容師・理容師・スタイリスト/アシスタ
ント・中間生（美容師系）/レセプショニ
スト・受付（美容師系）/店長・マネージャー

（美容師系）/ヘアメイク・メイクアップ・
着付け/その他

美容師
特別企画

関東版

4週間

¥90,000 ¥160,000 ¥300,000 ¥50,000

関西版 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥40,000

東海版 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥30,000
●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。4週間掲載をご購入の場合、1週目と3週目に特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。

医 療 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

医療事務・医療
受付/医療事務/きゅう師・はり師・あん摩
マッサージ指圧師・柔道整復師/臨床検
査技師・臨床工学技士/診療放射線技師/
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士/
眼科助手・眼科検査助手・視能訓練士/
栄養士・管理栄養士/カウンセラー・臨床
心理士/その他

歯科・歯科助手
歯科衛生士・歯科技工士/歯科助手

介護・福祉
ホームヘルパー /サービス提供・管理責
任者/介護福祉士・社会福祉士/ケアマ
ネージャー /医療ソーシャルワーカー・精
神保健福祉士/保育士/その他

薬剤師・医薬
薬剤師/登録販売者/治験コーディネーター

医療
特別企画

関東版
2週間 ¥90,000 ¥160,000 ¥300,000

＋

¥50,000

4週間 ¥135,000 ¥240,000 ¥450,000 ¥75,000

関西版
2週間 ¥70,000 ¥130,000 ¥250,000 ¥40,000

4週間 ¥105,000 ¥195,000 ¥375,000 ¥60,000

東海版
2週間 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥30,000

4週間 ¥90,000 ¥165,000 ¥315,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。4週間掲載をご購入の場合、1週目と3週目に特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。

全 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

すべての募集職種に対応

基本企画

関東版
1週間 ¥150,000 ¥250,000 ¥450,000

＋

¥50,000

2週間 ¥230,000 ¥380,000 ¥690,000 ¥75,000

関西版
1週間 ¥120,000 ¥200,000 ¥360,000 ¥40,000

2週間 ¥180,000 ¥310,000 ¥550,000 ¥60,000

東海版
1週間 ¥90,000 ¥150,000 ¥270,000 ¥30,000

2週間 ¥140,000 ¥230,000 ¥410,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。

販 売 サービ ス・営 業 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 シンプル ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

販売・サービス
雑貨・生活小物販売/家電・携帯販売/店
長・マネージャー（サービス業関連）/フ
ロント（宿泊施設）/冠婚葬祭関係職種/
その他ブライダル系職種/その他※

営業
営業関連派遣職/内勤営業／カウンター
セールス/営業・企画営業（法人対象）/
営業・企画営業（個人対象）/派遣コーディ
ネーター／キャリアカウンセラー /MR・
MS/テレフォンアポインター /営業アシス
タント/ルートセールス/その他営業関連
職

販売サービス・
営業特別企画

関東版
2週間 − ¥150,000 ¥250,000 ¥450,000

＋

¥50,000

4週間 ¥137,000 ¥200,000 ¥330,000 ¥590,000 ¥75,000

関西版
2週間 − ¥120,000 ¥200,000 ¥360,000 ¥40,000

4週間 ¥109,000 ¥160,000 ¥260,000 ¥470,000 ¥60,000

東海版
2週間 − ¥90,000 ¥150,000 ¥270,000 ¥30,000

4週間 ¥82,000 ¥120,000 ¥200,000 ¥350,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 − ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

※その他販売サービス職については担当営業までお問い合わせください。
●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。4週間掲載をご購入の場合、1週目と3週目に特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。

とらば ーゆ 看 護 オプ ション 商 品
エリア 掲載期間 TOPページ

テキスト
TOPページ

バナー

関東版

2週間

¥300,000 ¥500,000

関西版 ¥240,000 ¥400,000

東海版 ¥180,000 ¥300,000

オプ ション 商 品
エリア 掲載期間 TOPページ画像バナー PC TOPページ画像バナー SP TOPページテキストバナー PC 職種別一覧画像バナー PC 職種別一覧テキストバナー SP

関東版

1週間

¥150,000 ¥100,000 ¥90,000 ¥50,000 ¥30,000

関西版 ¥120,000 ¥80,000 ¥72,000 ¥40,000 ¥24,000

東海版 ¥90,000 ¥60,000 ¥54,000 ¥30,000 ¥18,000
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Web応募機能

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お客様側でカスタマイズが可能です。

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 ■ −
希望職種※1 ■ −
性別 □ −
郵便番号 □ −
都道府県 □ −
市区町村・番地・建物 □ 60
連絡可能な電話番号 ■ −
連絡可能なメールアドレス ■ −
希望連絡日・時間 □ 50
最終学歴 □ −
学校名 □ −
学部学科名 □ −
現在または直前の雇用形態 □ −
職務経歴 ○ 1000
資格 ○ 500
勤務開始可能日 □ −
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
志望動機・自己PR ○ 1000
希望条件 □ 500
MYフォト※2 □ 200

■は、ユーザー入力必須項目です。
□は、ユーザー入力任意項目です。
○は、お客様で項目の設定ができ、ユーザー入力の必須・任
意を選択することができます。
※1 希望職種はとらばーゆ看護のみとなります。
※2 “MYフォト”とは、応募者が応募情報と一緒に写真・コ
メントを送付できる機能です。
※2 応募受取種別が「おうぼうける君」の場合のみ設定が可能。

自動返信機能
Web応募受付をご利用いただいた場合、あら
かじめ設定していただいたメッセージをユー
ザー応募時に自動的に送信する機能を無料で
ご利用できます。

Web応募情報の受付・管理
応募シートから応募されたWeb応募情報は

「パソコン（おうぼうける君）」「スマートフォ
ン」「タブレット端末（iOS）」または「FAX」
で受付・管理が可能です。
Web応募者一括管理・閲覧が可能
とらばーゆ／はたらいく／フロム・エーブランド／
タウンワークブランド／共通の応募情報管理システ
ムなので、上記メディアのWeb応募者情報の一括
管理・閲覧が可能です。

「おうぼうける君」で応募受付作業の効率化を実現
◦ Web応募者情報の一括管理（閲覧・検索・絞り

込み）が可能。
◦ Web応募者への返信メールを一括または個別に

送信可能。
◦ 採用の進捗の入力、管理が可能。
◦ データダウンロードによるリスト作成が可能。
◦ インターネットに接続できれば、いつでもどこか

らでもアクセス可能。
※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。

◉ お申込機能について
お申し込みはオンラインでも可能です。合わせ
て原稿確認書の承認もオンラインで可能です。
※詳細については担当営業より専用のマニュア
ルをお受け取りください。

応募者の魅力が写真でわかる「MYフォト」機能を搭載！
応募者がWeb 応募をする際に応募情報と一緒に写真・コメントを送付できる機能です。
これまで文字情報だけでしか判断できなかった応募者の雰囲気を、写真でリアルに見ることができます。
アパレルのショップスタッフがセンスを、ネイリストが作品をアピールするなど、応募者の個性を見るのにお勧めです。

ファッション
業界に

オススメ！

カスタム応募シート

再チャレ企画(とらばーゆ看護のみ)
特に採用の難しい看護職種に限り、初回掲載から3か月以内は何度でも、50%OFF価格でご掲載いただけます。

お得な掲載プラン

勤務地プラス

オプションバナー

最大10個まで勤務地検索軸を設定可能！
通常3個まで設定可能な勤務地検索軸を10個まで
増やすことができるオプション企画です。
勤務地が4つ以上ある募集におすすめです。

サイトTOPと職業別一覧ページに原稿への導線を設置！
バナーから直接お客様の原稿に遷移します。

● TOPページ画像バナー／テキストバナー
サイト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。

● 職種別一覧画像バナー／テキストバナー
お客様が募集中の職種に
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。

※それぞれPC版・スマートフォン版があります。

オプション商品

応募者の利用例

●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。

※写真は最大4枚まで設定可能です。

〈対象〉
◦ Web応募機能をご利用の原稿のうち、応募情報の受け取り方法として「パソコン（お

うぼうける君）」を選択している原稿
◦ PCサイト・スマートフォンサイトからWeb応募機能を利用して応募しているユーザー

趣味は、旅行にでかけることです。
飛行機や宿泊先の手配、滞在先のスケジ
ュールなど、すべて自分たちで企画を立
て旅行に出かけます。
自分たちならではの旅になるよう、毎回
テーマを決めています。

2013年にネイリスト検定1級を取得い
たしました。ラインストーンやホロを使
った華やかなデザインを得意としてい
ます。最近は休日に3Dの練習を行い、
幅広いお客様にご満足いただけるよう
努力しています。

趣味の
旅行写真で
企画力を
アピール

得意のジェルの
作品写真で

技術の高さを
アピール

勤務地検索画面

※ 同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定は
できません。

※とらばーゆ看護には設定はありません。

画像バナー

テキストバナー

掲載開始 3か月以内

基本企画
（2週間）

16万円

再チャレ企画
（2週間）

8万円50%
OFF

再チャレ企画
（2週間）

8万円50%
OFF

再チャレ企画
（2週間）

8万円50%
OFF

※基本企画掲載開始日の3か月後の同日より前の掲載開始号までが対象となります。※関東ベーシック企画の場合

勤務地プラス

10個
通常

3個



【特集ラインナップについて】
※		各特集には特集参画規定があります。
※		2週間掲載商品をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。
※		4週間掲載商品をご購入の場合、1週目と３週目に特集参画が可能です。
※		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。　※特集の名称・原稿の締切り時間・曜日は変更になる場合があります。

2021年7月～9月の特集ラインナップ
掲載開始日 締切日

掲載終了日
特集参画
終了日

関東・関西・東海
特集1

関東
特集2

関西
特集2

東海
特集21週間掲載 2週間掲載 4週間掲載

7/1（木） 6/30（水） 7/8（木） 7/15（木） 7/29（木） 7/8（木） 20代～30代が活躍中の職場 営業・企画の仕事 営業・企画の仕事 営業・企画の仕事

7/5（月） 7/2（金） 7/12（月） 7/19（月） 8/2（月） 7/12（月）産休育休実績・短時間勤務制度あり…長く働ける職場
病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

7/8（木） 7/7（水） 7/15（木） 7/22（木） 8/5（木） 7/15（木）通勤便利！駅から徒歩5分以内の職場
ありがとうが嬉しい！
人と接する仕事

ありがとうが嬉しい！
人と接する仕事

ありがとうが嬉しい！
人と接する仕事

7/12（月） 7/9（金） 7/19（月） 7/26（月） 8/9（月） 7/19（月）スキルを磨く！資格・経験を活かせる仕事 オフィスワーク特集 オフィスワーク特集 オフィスワーク特集

7/15（木） 7/14（水） 7/22（木） 7/29（木） 8/12（木） 7/22（木）未経験からチャレンジできる仕事 アパレル・コスメ業界の仕事 アパレル・コスメ業界の仕事 アパレル・ビューティーに
関わる仕事

7/19（月） 7/16（金） 7/26（月） 8/2（月） 8/16（月） 7/26（月）賞与有の企業特集 歯科衛生士、介護士…
医療・福祉の資格を活かす仕事

歯科衛生士、介護士…
医療・福祉の資格を活かす仕事

歯科衛生士、介護士…
医療・福祉の資格を活かす仕事

7/22（木） 7/21（水） 7/29（木） 8/5（木） 8/19（木） 7/29（木）久しぶりの仕事復帰を応援！ブランク歓迎の職場 美容業界の仕事 美容業界の仕事 美容業界の仕事

7/26（月） 7/21（水） 8/2（月） 8/9（月） 8/30（月） 8/2（月） 初めての転職でも安心
中途入社の先輩が活躍中の会社

職場見学OK！
医療・介護業界で働こう

職場見学OK！
医療・介護業界で働こう

職場見学OK！
医療・介護業界で働こう

7/29（木） 7/28（水） 8/5（木） 8/12（木） 9/2（木） 8/5（木） 土日・祝日休みの会社で働こう オフィスワーク特集 オフィスワーク特集 オフィスワーク特集

8/2（月） 7/30（金） 8/9（月） 8/16（月） 8/30（月） 8/9（月） 福利厚生が充実の会社 病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

8/5（木） 8/4（水） 8/12（木） 8/19（木） 9/2（木） 8/12（木）35歳以上が活躍中の職場 販売・サービスの仕事 販売・サービスの仕事 販売・サービスの仕事

8/9（月）
合併号 8/6（金） 8/23（月） 8/30（月） 9/13（月） 8/16（月）未経験からキャリアアップできる会社

歯科衛生士、介護士…
医療・福祉の資格を活かす仕事

歯科衛生士、介護士…
医療・福祉の資格を活かす仕事

歯科衛生士、介護士…
医療・福祉の資格を活かす仕事

8/12（木）
合併号 8/6（金） 8/26（木） 9/2（木） 9/16（木） 8/19（木）制度、環境が自慢！女性が働きやすい会社 アパレル・コスメ業界の仕事 アパレル・コスメ業界の仕事 アパレル・ビューティーに

関わる仕事

8/16（月） 8/6（金） 8/23（月） 8/30（月） 9/13（月） 8/23（月）新しくスタート！異業種からの転職を歓迎する会社 歯科関連の仕事 歯科関連の仕事 歯科関連の仕事

8/19（木） 8/18（水） 8/26（木） 9/2（木） 9/16（木） 8/26（木）20代～30代が活躍中の職場 ありがとうが嬉しい！
人と接する仕事

ありがとうが嬉しい！
人と接する仕事

ありがとうが嬉しい！
人と接する仕事

8/23（月） 8/20（金） 8/30（月） 9/6（月） 9/20（月） 8/30（月）通勤便利！駅から徒歩5分以内の職場 オフィスワーク特集 オフィスワーク特集 オフィスワーク特集

8/26（木） 8/25（水） 9/2（木） 9/9（木） 9/23（木） 9/2（木） 研修制度があるから安心！
未経験歓迎の仕事

病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

8/30（月） 8/27（金） 9/6（月） 9/13（月） 9/27（月） 9/6（月） 新しい気持ちでスタート！
秋から始める仕事

職場見学OK！
医療・介護業界で働こう

職場見学OK！
医療・介護業界で働こう

職場見学OK！
医療・介護業界で働こう

9/2（木） 9/1（水） 9/9（木） 9/16（木） 9/30（木） 9/9（木） ワークライフバランス重視！
18時退社可能な職場 販売・サービスの仕事 販売・サービスの仕事 販売・サービスの仕事

9/6（月） 9/3（金） 9/13（月） 9/20（月） 10/4（月） 9/13（月）福利厚生が充実の会社 歯科関連の仕事 歯科関連の仕事 歯科関連の仕事

9/9（木） 9/8（水） 9/16（木） 9/23（木） 10/7（木） 9/16（木）初めての転職でも安心中途入社の先輩が活躍中の会社 オフィスワーク特集 オフィスワーク特集 オフィスワーク特集

9/13（月） 9/10（金） 9/20（月） 9/27（月）10/11（月）9/20（月）土日・祝日休みの会社で働こう 歯科衛生士、介護士…
医療・福祉の資格を活かす仕事

歯科衛生士、介護士…
医療・福祉の資格を活かす仕事

歯科衛生士、介護士…
医療・福祉の資格を活かす仕事

9/16（木） 9/15（水） 9/23（木） 9/30（木）10/14（木）9/23（木）未経験からチャレンジできる仕事 美容業界の仕事 美容業界の仕事 美容業界の仕事

9/20（月） 9/17（金） 9/27（月） 10/4（月）10/18（月）9/27（月）スキルを磨く！資格・経験を活かせる仕事
病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

病院・クリニック・歯科・介護…
医療・福祉関連の仕事

9/23（木） 9/22（水） 9/30（木） 10/7（木）10/21（木）9/30（木）新しくスタート！異業種からの転職を歓迎する会社
ありがとうが嬉しい！
人と接する仕事

ありがとうが嬉しい！
人と接する仕事

ありがとうが嬉しい！
人と接する仕事

9/27（月） 9/24（金） 10/4（月）10/11（月）10/25（月）10/4（月）賞与有の企業特集 職場見学OK！
医療・介護業界で働こう

職場見学OK！
医療・介護業界で働こう

職場見学OK！
医療・介護業界で働こう


