
ご掲載に関して

お問い合わせ・お申し込みは、
担当営業までお気軽にご相談ください。

求人ジャーナル 検索検索
※本情報は2020年10月時点のものです。予告なく内容が変更になる場合がございますので、
　 ご了承ください。
※お申し込みいただいた原稿内容が､弊社掲載基準に合わない場合や募集条件に事実と
　 異なる内容があった場合､掲載をお断りする事がございます。

2020.10

WEB媒体のご案内

地元でお仕事を探しているユーザーにとって使いやすい求人サイト

https://www.job-j.net/
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■求人ジャーナルネットの多彩な検索機能

1  フリーワード･条件検索

2  特集

3  新着求人

4  人気職種のバナー

1

2
3

4

5

6

7

8

求人ジャーナルネット“会員登録”すると利用できる“便利な機能”
…  希望に応じた求人情報があったらメールでお知らせ｡受信する曜日､時間をユーザーが設定できます｡

…  応募時に必要となるプロフィールを呼び出すことができ､入力の手間が省けます｡

…  気になる求人情報を検討中フォルダに20案件まで登録することができます｡

…  WEB応募した企業の履歴を見ることができます｡

［ お仕事マッチングメール ］
［ プロフィール保存 ］
［ 検討中フォルダに保存 ］
［ WEB応募履歴 ］

PCサイト スマートフォンサイト アプリ

地域密着の総合求人サイト･求人ジャーナルネットの特長

社名･業種･資格など､キーワードで
検索できます。
また､ユーザーが仕事を探す上で
ニーズの高い「職種」「エリア」から
絞り込んで探すことができます。

月･週ごとに県単位で特集を企画しています。
特集に該当する仕事情報にリンクします。

3日以内に登録されたお仕事情報を
いち早く閲覧できます。

「アパレル」「飲食」など人気の高い
接客業のお仕事情報にリンクすることで
応募効果を高めます。

5  まとめて一気に検索

6  特徴･スタイルで検索

7  お仕事ピックアップ

8  PR求人

「勤務地から探す」「路線から探す」のタブで分かれ
ており､働きたい条件を設定して検索できます。
会員の方には検索条件を最大3つまで登録できる
【一発検索登録】機能もあり､ワンクリックで検索
条件を呼び出せます。

ライフスタイルや条件から
お仕事を探せる検索機能。

求人ジャーナルネットに掲載中の仕事情報へ
リンクします。
注目度を高める有料のオプションになります。

PR文を都道府県トップページと各条件に合った
検索結果一覧ページに表示します。
有料のオプションになります。
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■応募のミスマッチを防ぐ

■47都道府県ごとにトップページを展開

■毎日が掲載開始日

お申し込みの締切日はございません！弊社営業時間内であれば､随時ご対応いたします。

掲載までの流れ

お打合せ 原稿作成 原稿ご確認 掲載

ご希望の日程で
掲載が可能！

即日掲載OK

［ メリット ］

枠の大きさに捉われる紙面の広告とは異なり､求人ジャーナルネットでは､
文字数の制限をほとんど気にすることなく原稿を作ることができます。
「委細面談」ではなく､詳細な情報を見せることで､求職者は応募意欲が
高まり､その結果､応募のミスマッチを防ぐことにつながります。

ご希望の日程で掲載を開始することができます。
急な募集や紙面の締切に間に合わなかったケースでも、求人ジャーナルネットであれば、いつからでも掲載をスタートすることができます。
午前中に打合せをさせていただき、当日中にご確認をいただければ、最短でその日のうちに掲載をスタートすることも可能です。

PC･スマートフォン･アプリとも､47都道府県ごとにトップページを設け､
地域に根差した求人サイトを展開しています。

地元でお仕事を探しているユーザーにとって探しやすいサイトになっております。

1  最少クリック数で地元のお仕事情報にたどり着ける。
2  エリアを全市区町村から細かく絞り込むことができる。
3  エリアのニーズに合った特集を閲覧することができる。
4  再訪問時､前回閲覧の都道府県ページからスタートできる。
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求人ジャーナルネット価格表

■掲載プラン

3枚
3枚
3枚
3枚
3枚
3枚

3枚
3枚
3枚
3枚
3枚
3枚

Fプラン
Eプラン
Dプラン
Cプラン
Bプラン
Aプラン

写真

★★★★★

★★★★

★★★

★★

★

掲載順位 写真でPR！

66,000円
46,000円
26,000円
20,000円
18,000円
16,000円

130,000円
90,000円
50,000円
38,000円
34,000円
30,000円

254,000円
174,000円
94,000円
70,000円
62,000円
54,000円

1週間掲載 2週間掲載 4週間掲載
対象雇用形態 … 正社員（職員）､パート･アルバイト､契約社員（職員）､準社員（職員）､業務委託

■紙面セットプラン
紙面ご掲載料金＋4,000円（1案件の場合）で､紙面掲載案件を求人ジャーナルネットにも掲載できます!
・掲載プランはシンプルプラン相当となります。※写真は1枚まで､写真1枚追加や写真でPR!は別売となります。
・原稿内に複数の仕事情報がある場合には､1契約につき1案件（1雇用形態＋1職種＋1勤務地）」とさせていただきます。
・掲載期間は1週となります。

1週間紙面セットプラン4,000円

上位プランは「注目度」と「アピール度」がアップ!!

Aプランのインプレッション数に比べ
Dプランは約10倍。 Eプランは約20倍。
Fプランは40倍以上に上がります!

Aプラン Dプラン Eプラン FプランCプランBプラン

約10倍

掲載プラン別のインプレッション数比較

40倍
以上

約20倍

・1案件（1雇用形態＋1職種＋1勤務地）の価格になります。　・2案件以降は､上記価格の半額で追加できます。
［例］ Dプラン1週に2案件掲載の場合 …［1案件目］26,000円＋［2案件目］13,000円＝39,000円
・5週間以上は､4週間掲載の1週あたりの価格で掲載延長できます。
［例］ Aプランを6週間掲載の場合 …［4週価格］54,000円÷4＝1週あたり13,500円×6週＝81,000円

プランによって掲載順位が変わります。
上位に表示されることでユーザーに見つけてもらいやすくなります。

★その他の掲載プラン
■CSVプラン
CSVデータを取り込み一括掲載するプランです。
多数の案件を一括掲載したいお客様向けのプランとなります。
詳細は担当営業までお問い合わせください。

■長期プラン
求人ジャーナルネットに長期掲載できるプランです。
半年プラン （26週）：80,000円
3ヶ月プラン （13週）：60,000円
･1契約で掲載できる勤務地（店舗･拠点）は1ヶ所となります。
･契約期間以降は自動更新されます。
･契約期間内の掲載開始･停止は任意に可能です。
･仕事情報はお客様の方で編集が可能です。
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■順位オプション
価格概要

お仕事情報1案件につき1契約

お仕事情報1案件につき1契約

お仕事情報1案件につき1契約

お仕事情報1案件につき1契約

お仕事情報1案件につき1契約

ご掲載期間

1週

1週

1週

1週

1週

P.10をご参照ください

50,000円
30,000円
10,000円
4,000円
2,000円

★★★★★

★★★★

★★★

★★

★

P.11～12をご参照ください■PRオプション
価格概要

PR広告を都道府県トップページと
条件に合った検索結果一覧ページに表示

都道府県トップページにバナーを表示

お仕事情報に写真とPR文を追加

お仕事情報に写真を1枚追加

ご掲載期間

1週

1週

1週

1週

30,000円
25,000円
2,000円
1,000円

PR求人

お仕事ピックアップ

写真でPR!

写真1枚追加

※価格は税抜きです

各プラン

アドパッケージ12
（28日間）

価格プラン

120,000円

アドパッケージ8
（28日間） 80,000円

アドパッケージ5
（14日間） 50,000円

◎複数案件ご利用の際はオススメです｡

アドパッケージ

※アドパッケージは求人ジャーナルネットの各プランに付けられます。（紙面セットプランも利用できます。）
※掲載開始日は土曜日からとなります。
※広告出稿先は予告なく変更する場合があります。

アドオプションは『求人ジャーナルネット』と合わせて、求人検索エンジンへの広告出稿を一緒に申し込める商品です。

アドプラス32（2週）
価格プラン

32,000円
アドプラス24（2週） 24,000円
アドプラス16（2週） 16,000円

アドプラス

紙面セットプラン

※紙媒体のご利用いただき、求人ジャーナルネットの紙面セットプランを発注のお客様に限ります。
※価格は1案件（1雇用形態+1職種+1勤務地）となります。
※広告出稿先は予告なく変更する場合があります。

紙面とのWEBセットプランが1週掲載料金のままで2週間掲載になります。

■アドオプション

★件数､期間､オプションなど､ご要望に応じて自由に組み合わせてご掲載いただけます。■シンプルプラン

※1案件=1雇用形態＋1職種＋1勤務地です｡（写真1枚掲載可）※10案件以上のプランもございます｡担当営業よりご案内いたします。
※4週間掲載～ 掲載案件の入れ替えが可能です。
この他､複数案件（10案件～）を低コストで掲載できる『ボリュームプラン』もございます｡お気軽に担当営業までご相談ください。

対象雇用形態 … 正社員（職員）､パート･アルバイト､契約社員（職員）､準社員（職員）を除く

12週間掲載
287,500円
172,500円
161,000円
138,000円
103,500円
57,500円

24週間掲載
480,000円
288,000円
268,500円
230,000円
172,500円
96,000円

10案件

5案件

4案件

3案件

2案件

1案件

4週間掲載
110,000円
66,000円
61,500円
52,500円
39,500円
22,000円

2週間掲載
70,000円
42,000円
39,000円
33,500円
25,000円
14,000円

1週間掲載
40,000円
24,000円
22,000円
19,000円
14,000円
8,000円

広告がクリックされる回数（1案件あたり）

アドパッケージ12

アドパッケージ8

アドパッケージ5

アドプラス32

アドプラス24

通常掲載

アドプラス16

約
30倍

約
25倍

約
20倍

約
17倍

約
13倍

約9倍
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求人ジャーナルネット画面遷移

検索方法
勤務地･エリア
∟地域から選んで検索
雇用形態
∟正社員､パート･アルバイトなど
職種
∟事務･オフィスワーク､
　接客･販売､
　ドライバー･配達 など
特徴･スタイル
∟期間､給与､待遇･こだわりなど
路線･駅
∟JR､私鉄

都道府県トップページ

★ ★★の次に
優先して表示されます。

★★ ★★★の次に
優先して表示されます。

★★
★

★★★★の次に
優先して表示されます。

順位オプション ページ
をご参照ください P.10

お仕事情報を上位に表示する
オプションもございます｡

写真でPR! ページを
ご参照ください P.12

※お仕事情報1案件
　＝1雇用形態､1職種､1勤務地

WEB応募入力項目
【必須項目】
・氏名･フリガナ･生年月日
・性別･住所･電話番号
【任意項目】
・郵便番号･メールアドレス
・連絡可能な日時･就業状況
・路線/最寄駅･備考

その他､志望動機や学歴などを
入力することができる
「詳細応募フォーム」も
ございます。

★★
★
★★

検索結果一覧ページで
最優先に表示されます。

NEW

★★
★★ ★★★★★の次に

優先して表示されます。

NEW

1 検索結果一覧ページ2

お仕事情報詳細ページ3 WEB応募ページ4

勤務地から､職種から､フリー
ワード検索で…と､ユーザー
により探し方はさまざま｡
豊富な検索ルートから､
ユーザーに合った検索方法で
お仕事を探せます。

検索結果一覧ページでは、
1ページに20案件のお仕事情
報が表示されます｡見やすい
レイアウトと読みやすいテキ
スト量を表示することで､
ユーザーが一覧ページから
詳細ページに遷移しやすい
つくりを心がけています。

1つのお仕事情報は､「お仕事
情報」「応募情報」「会社情報」
の3つの情報で構成されてお
ります｡各項目を充実させる
ことで､応募のミスマッチを
防止することができます｡

また､オプションで写真を追加
したり､PR文を追加することが
できます｡

写真でPR／写真1枚追加
お仕事情報や会社情報だけでは
伝えきれない職場の雰囲気や社
風を､写真やPR文で伝えるオプ
ションです。

応募方法は､TEL応募と
WEB応募があります。
WEB応募なしも可能ですが､
WEB応募をつけていただく
ことをおすすめします。

※応募フォームにメールアドレスを
　入力し､応募したユーザーには､
　サンクスメール（自動返信メール）
　が送られます｡サンクスメール内
　に「応募先企業からのお知らせ」と
　いう項目を追加し､応募者に対し
　オリジナルの文章を入れることも
　可能です｡担当営業までお申し付
　けください｡

■パソコン
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スマートフォン･アプリにも無料で同時掲載

都道府県
トップページ1 検索結果

一覧ページ2 お仕事情報
詳細ページ3 WEB応募

ページ4

都道府県
トップページ1 検索結果

一覧ページ2 お仕事情報
詳細ページ3 WEB応募

ページ4

■スマートフォン

■アプリ
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GPS機能を利用して現地周辺のお仕事情報を検索できます!

紙面求人広告に掲載される二次元コードを読み取り､直接閲覧･応募ができます!

検索条件が履歴として自動的に保存され､過去に検索した条件を
簡単に呼び出すことができます!

Myページ機能が充実!  応募履歴や閲覧履歴もサクっと確認♪
プロフィール登録をしておけば､応募時の入力もラクラク!

アプリならではの“便利な機能”がいっぱい

（※）iOS10以上､Android5.0以上で動作

（※）iOS10以上､Android5.0以上で動作

求人ジャーナル公式スマートフォンアプリ

正社員､アルバイト･バイト､パート､派遣など豊富なお仕事情報を毎日更新してお届けします!
日払い/週払いが可能なお仕事や､短期/高時給/勤務時間が選べるといったこだわりのお仕事も
簡単に探すことができます。

スマートフォンアプリだから応募通知を受信後､いつでも応募情報を
確認することができます!

スマートフォンから応募情報を確認するため､すぐにメール･電話で
応募者に連絡することができます!

複数の企業､拠点（支店･店舗等）からの応募情報を一括して管理することができます!

求人ジャーナル公式アプリのため､無料でご利用いただけます!

スマートフォンアプリだから“採用チャンス”を見逃さない

求人ジャーナルネットWEB応募管理アプリ

求人ジャーナルネットからの応募情報をスマートフォンアプリで管理!
スマートフォンアプリだから時間や場所にとらわれず、
効率的に採用活動が行えます。

（※）iOS､Androidに対応

「求人ジャーナルWEB応募管理アプリ」をご利用いただくには求人ジャーナルネットでのご掲載が
  必要となります。お気軽にスタッフまでお申し込みください。
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オプションのご案内

■順位オプション

※ボリュームプランには上位オプションを設定することができません。

検索結果一覧ページに表示される順位（掲載順位）を
上位に表示するオプションです。
上位に表示されることでユーザーに見つけてもらいやすくなり、
アクセスログのインプレッション数からも､その効果を確認しやすいオプションです。

オプションが設定されると、
求人情報の左上に★が付き、
見た目からも特別感や
オススメ感が伝わります。

順位オプションとインプレッションの関連性

オプション
なし

40倍
以上

順位オプションなしの仕事情報に比べ、
平均4.5倍以上 インプレッション数が上がります。

価格： 10,000円（1案件/1週）
★★★★の次に優先して表示されます。

順位オプションなしの仕事情報に比べ、
平均2.5倍 インプレッション数が上がります。

価格： 4,000円（1案件/1週）
★★★の次に優先して表示されます。

順位オプションなしの仕事情報に比べ、
平均2倍近く インプレッション数が上がります。

価格： 2,000円（1案件/1週）
★★の次に優先して表示されます。

★★★以上のインプレッション数が上がります。

価格： 30,000円（1案件/1週）
★★★★★の次に優先して表示されます。

★★★★以上のインプレッション数が上がります。

価格： 50,000円（1案件/1週）
検索結果一覧ページで、最優先に表示されます。

約10倍

約20倍

※価格は税抜きです
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ページビューが4倍以上アップすることも!
ユーザーの検索条件とマッチしたPR広告を表示するオプションです。

価格： 30,000円（1案件/1週）

PR広告は15文字のキャッチコピーと21文字のPR文で構成しております｡

アプリは広告の表示数の仕様が異なります

広
告
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
で

貴
社
お
仕
事
情
報
を

ダ
イ
レ
ク
ト
に
表
示
し
ま
す
！アクセスPV数の比較

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

30

0

5

10

15

20

25 ●PC　　●スマホ　　●アプリ
PR求人設定期間

PR求人なし

スマートフォン表示イメージ アプリ表示イメージ

検索結果一覧ページに表示できるPR広告の数は最大10案件となります｡
（上段3案件､下段7案件）

■PR求人

ユーザーの検索条件と貴社求人情報が一致した際､検索結果一覧ページに
「あなたの条件に合ったおすすめ求人」というタイトルを付け､PR広告を表示します。

ユーザーの目的に広告が合っているということが､
PR求人の最大の特長であり､高い効果を発揮する根拠でもあります。
PR広告をクリックすると､ご指定の求人情報を表示します。
※PR広告は都道府県のトップページにも表示されます。

PR広告の表示順はランダムで並び変わります｡
検索条件に対し､PR広告が11案件以上該当した場合は､広告が表示されないことがありますが､
次のページに遷移した際､前ページで表示されていなかった広告から優先的に表示されるよう
になっております。

オプションのご案内
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※価格は税抜きです

■お仕事ピックアップバナー

■写真掲載オプション

都道府県のトップページにバナーを貼り､ダイレクトで貴社お仕事情報を表示します。
露出度､注目度が高く､視覚的に訴えることができるオプションです。

お仕事情報や会社情報だけでは伝えきれない
職場の雰囲気や社風を､写真やPR文で伝えるオプションです。

価格：25,000円（1案件/1週）

都道府県トップページ

貴社お仕事情報だけを表示!
※県内のお仕事情報のみとなります。

■写真でPR!オプション
価格：2,000円（1案件/1週）
写真とPR文で職場の雰囲気などを伝えます。
最大で3案件まで表示することが可能です。
（1契約で1表示となります。）

■写真1枚追加オプション
価格：1,000円（1案件/1週）
写真を1枚追加します。
［写真1］［写真2］をクリックする
ことで､写真が切り替わって表示
されます。
最大で3案件まで表示することが
可能です。

※ボリュームプランには写真でPRオプション､写真1枚追加オプションを設定することができません。

写真でPR!オプション、写真1枚追加オプションを付けることによって、
検索結果一覧ページでの順位が優遇されます。見た目にも目立ち、
かつインプレッションも上げることができるオプションです！

応募を検討する上で､職場の雰囲気は重要な情報となります。

1位　シフトが自分に合う
2位　勤務地が通勤圏内にある
3位　職場の雰囲気､スタッフの雰囲気
4位　時給が高い
5位　短時間･短期間の就業が可能

Ｑ.アルバイトに
　 応募した際に
　 重視したことは？

（ネットリサーチ会社によるインターネット調査）
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※求人ジャーナル調べ ※GoogleAnalytics調べ

■求人ジャーナルネット　ユーザー属性

■求人ジャーナルネット応募実績 ■求人ジャーナルネット訪問者推移

2015年

10代

60代 30代30代

40代40代
50代50代

20代20代

10代

60代
20代20代

30代30代

40代40代
50代50代

男女ともに10代～30代の利用者が
半数以上存在し、若い世代の獲得を強化

85%のユーザーが
スマートフォンから利用

スマホサイト・アプリの強化に伴い、
男女共に若い世代の利用が多い!

求人ジャーナルネットは
スマホに強いサイト!

PC

スマホスマホ

利用端末別WEB応募者 【 女性 】年代別WEB応募者【 男性 】年代別WEB応募者

2016年 2017年 2018年

※2017年1月～12月　求人ジャーナル応募分布より

約2倍
増

2015年 2016年 2017年 2018年

約1.5倍
増

アプリ

PCPC

求人ジャーナルネットは､アルバイト･パート､正社員､契約社員といった全ての雇用形態を取り扱う
「総合求人サイト」です｡そのため､幅広いユーザーに利用されております｡

求人ジャーナルネット　ユーザー情報

WEB MEDIA　13

応募管理画面へのログイン

2
STEP

■WEB応募の流れ

ログイン

お客様のご登録いただいているメールアドレスと、
設定していただきましたパスワードを入力してログインします。

パスワードはお客様の管理となります。
パスワードをお忘れになられた場合や紛失された場合には、
『 パスワードを忘れた方はこちら 』のボタンをクリックし、
パスワードの再設定をお願いいたします。

3
STEP

1
STEP

応募通知の受信
1 WEB応募が入ると、
 お客様ご指定のメールアドレスに応募通知メールが届きます。
 ※応募通知メールは  no-reply@job-j.net よりご案内致します。
 ※Yahoo!メールは､応募通知メールを受信できない可能性があります。

2 応募管理URL（右図赤枠内）からログインを行います。

パスワード設定済みのお客様パスワード未設定のお客様
STEP3  ログインSTEP2  初回パスワード設定

初回パスワード設定（初回応募時のみ）
初めてログインを行う場合は、
初回パスワード設定を行う必要があります。
※既にパスワードをご登録いただいたお客様は「STEP3 ログイン」をご覧ください

1

2

3
4

1 右図の
 ❶  お客様のメールアドレスを入力します。
 ❷  ご希望のパスワードを入力します。
 ［パスワード登録のルール］ ・8桁以上32桁以下
   ・半角の英字と数字を組み合わせる
   　※数字（英字）のみはNG
   ・記号はパスワードに登録できません
 ❸  ❷で入力したパスワードと同じ内容を入力します。
 ❹  ❶～❸をご入力後、　　　　ボタンを押してください。
2「パスワード登録確認メール」が届きますので､
 ご確認いただき､メール内に案内されるURLをクリックしてください｡
 これによりパスワードの認証が完了します｡

登録する
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■えんと～りとは

■エントリー管理

特
　長

★えんと～りには「エントリー管理」と「原稿管理」の2つの機能があります。
＊エントリー管理は貴社専用の採用サイトの構築と応募者管理を行うサービスです｡
＊原稿管理は全国の約750の求人媒体（2020/3月現在）に出稿する求人原稿を1つの
　システムで一括管理できるサービスです。

◎企業オリジナルの採用サイトを構築し求人媒体コストの低減
◎採用コンテンツの作成により応募のミスマッチを解消
◎エントリー者情報取得での効率化

えんと～りは人事担当者の採用業務をフォローし､
効率的な人材採用を可能にするトータルサービスです｡

求職者の9割以上はエントリー前に応募先企業のサイトを訪れ､求人原稿から得られない＋アルファの情報を得ようとしています｡
採用サイトは信用度の高い情報源として機能し､求人情報と応募者のマッチングが進むことにより､応募者の質を高めます｡
えんと～りは企業の個性や独自性をアピールできる採用サイトをトータルで構築｡採用情報のみならず詳細な仕事の内容や企業紹介､
同僚となるスタッフのインタビューなど応募者が欲している情報を発信することができます｡
またGoogleしごと検索やIndeedへの情報送信など､従来の採用手法とは異なる集客導線を確保して､効率的な人材募集を可能にします｡

貴社専用の採用サイトの構築と運用フォローを行い､応募者を一括で管理できるサービスです｡

◯案件管理
　・求人案件登録
　・エントリー受付先登録
　・所在地･場所登録
　・画像登録

◯メール管理
　・サンクスメール設定
　・エントリー者への一括メール送信

◯エントリー･ユーザー機能
　・エントリー者閲覧
　・ユーザー管理
　・ユーザー権限管理

◯カスタマイズ機能
　・求人案件項目
　・エントリー項目
　・エントリーステータス
　・独自ドメイン設定

エントリー管理機能一覧

求人ジャーナルネット

企業採用サイト
（PC･スマホ対応）
[ ホームページ Link ]

※テンプレート固定

Indeed

別契約

案件管理

エントリー･
ユーザー管理

オリジナルカスタマイズIndeed連携

登
録･

更
新

◆オリジナルデザインの採用ホームページ作成
オフィシャルホームページやランディングページ､
アンケート､イベントの事前予約などに利用できます｡

◆スマホ最適化
スマートフォンにもレスポンシブ対応｡

◆求人検索サイト「Indeed」へ自動掲載
えんと～りに掲載している求人情報データが､求人検索サイトIndeed用に最適化され掲載されます｡

◆管理者をグループ分けして案件･エントリー者管理が可能
複数の拠点でご利用の場合､ログインするユーザーをグループ分けしてエントリー者の閲覧を制限することも可能です｡

◆入力フォームのカスタマイズ
求人原稿の入力項目は全て独自のフォームにすることや､オリジナル項目に変更して対応することも可能です。

◆採用サイト内での案件絞り込み対応
案件が複数ある場合､エントリー者にわかり易くする為､オリジナル絞り込み項目で設定が可能です｡
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※価格は税抜きです

・原稿作成サポート（テキスト入力･考案･出稿･停止･再開など）
・ATS連携によるIndeed自然検索（オーガニック）出稿
・求人ジャーナルネットに転載

・コンテンツを追加してもっと魅力ある採用サイトに!

◯Indeedスポンサー広告／Indeedサイトユーザーの検索結果に対して画面主要部に情報の表示回数を増やすことで相対的に
　　　　　　　　　　　　閲覧回数を増やす広告プラン。1クリックで広告費用を消化する｡

◯Google広告､Yahooスポンサードサーチ（リスティング広告）／予算目安100,000円～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ご要望に合わせてのお見積りになります。

1コンテンツ追加 40,000円

※えんと～り採用サイト運用に必ず1契約以上が必要となります。
※20案件以上もご用意できます｡（別途お見積り）
※単月プランの期間について､契約開始日～4週間（28日間）とさせて頂きます。
※年間プランの期間について､月初1日～月末日×12ヶ月を基本とさせて頂きます 。
※Indeedの掲載基準により､Indeedに掲載されない場合がございます｡
　（Indeed求人掲載に関するガイドライン）
※入力サポートパック内容､価格は予告なく変更させて頂く場合がございます｡
　現在ご利用中のお客様には事前にご連絡させて頂きます。

※年間プラン契約の場合､広告期間は1ヶ月最大31日間となります。
※Indeedスポンサー求人広告は各種手続きが必要な為､ 初回お申し込み時のみ案件公開から10営業日以降のスタートとなります。

1～5案件

6～10案件

11～20案件

単月プラン（4週／28日間）

40,000円／28日間

75,000円／28日間

120,000円／28日間

1セット（4週／28日間）50,000円～　※50,000円単位で複数セットお申込みOK

リライト（修正）10,000円／1コンテンツ1回あたり

●サイト制作費…0円～　※追加コンテンツ設定あり
●サイト運用費「入力サポートパック」

●WEBプロモーション（広告）

●コンテンツ追加･リライト（修正）

■原稿管理

複数の求人媒体にそれぞれ求人を出稿する場合､原稿内容のやりとりが煩雑になり管理が難しくなります｡えんと～り原稿管理で
あれば､求人広告（紙面原稿､WEB原稿）の確認と校了を一括で管理できます｡これにより人事担当者は､メール､電話､訪問などによる
原稿のやりとりから解放され「えんと～り原稿管理」内で全ての原稿の確認と校了が完結します｡
さらに過去に出稿した求人原稿の履歴も確認できるため「成果がよかった以前の原稿と同じ内容で出稿したい」「A社の原稿とB社の
原稿の違いを確認したい」といった際も簡単に管理可能です｡

全国の約750の求人媒体（2020/3月現在）に出稿する求人情報を
1つのシステムで一括管理出来るサービスです。

1媒体社（発注受窓口数）の初期設定費用
　　　　　　　　　　 ………50,000円

●原稿管理 基本利用料金

WEB媒体 A社

人事担当者

本部

校了期限の設定 過去原稿の管理
WEB媒体 C社

紙面媒体 B社原
稿

原
稿
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド

確
認･

校
了

全ての原稿を閲覧

※代理店の場合､代理店1社に付き1カウント

1媒体社（発注受窓口数）の月額運用費用
　　　　　　　　　 　………20,000円
※基本契約期間は12ヵ月単位､以降自動延長となります｡
※途中で1媒体社追加の場合､追加月より追金されます｡

◆利用端末はタブレット･スマホ･PCで対応が可能
◆校閲者は簡単操作で充実機能
◆全て自社グループ開発の為安心したご利用が可能に

◯原稿管理
　・求人原稿の確認･校了
　・原稿の訂正依頼

◯ユーザー管理
　・ユーザーの管理

◯媒体管理
　・媒体社と求人媒体管理

原稿管理機能一覧

特
長

※価格は税抜きです
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