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1980 1990 2016〜
法の整備により

「女性に対する差別をなくす」時代
ワークライフバランス施策を充実

「女性が働きやすい環境を整える」時代
働く女性が輝く社会

「女性の能力を活かす」時代

◦ 男女雇用機会均等法（1986年） ◦ 育児休業法（1992年）

◦ 時短勤務制度、託児所の増加

◦ ロールモデルの提唱

◦ 女性活躍推進法（2016年）

◦ 女性管理職比率の目標設定

女性を取り巻く就業環境の変化とともに、

女性が活躍することが積極的にうたわれ

る時代になってきています。さらに働くこ

とに対する意識も変化し、95年～14年ま

での約20年間の間に「出産しても働きた

い」が約15％増加。「働き続けること」へ

の意欲は高くなってきています。

出典：平成26年内閣府政府広報室 「女性の活躍推進に関する世
論調査」の概要

出典：「労働力調査」（平成14、23、26年）

44.8%

2014年

40.4%

2004年

30.2%

1995年

●女性の心境の変化
「子どもができても、ずっと職業を続けるほうがよい」と回答した率 ●女性の雇用者比率の変遷

95年～14年までの
約20年間の間に

「出産しても働きたい」が
約15％増加

は

これまでも、そしてこれからも
女性自身が主体的に
キャリアを考え

「働き続ける」「活躍し続ける」
ことを応援していきます

女性を取り巻く就業環境の変化

働く女性の意識の変化

子供が
できるまでは

仕事は続けたい…

結婚や出産など
ライフステージに

限らず
長く働き続けたい！
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女性の意識変化や
企業の産休育休制度

浸透に伴いM字カーブは
改善傾向

約20pt改善

女性の転職情報
メディアとして

36年の信頼と実績

とらばーゆ創刊
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メインユーザーは正社員・契約社員として働く20～34歳の女性

とらばーゆのユーザー層 とらばーゆメディアの特 徴

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3

※2016年7月  とらばーゆ編集部調べ（n=517）

仕事への責任感が強く、自身の仕事をこつこつと頑張るユーザーが多いです。
さらに、じっくりと腰をすえて長く働き続けたいという意向が強いです。

とらばーゆユーザーの志向

性別

年齢

24歳以下

30％

25～29歳

26％

男性
2％

女性
98％

30～34歳

13％

35～39歳
9％

40歳以上
22％

まかされた仕事には、責任をもってこたえたいと思っている

こつこつと自身の仕事を正確にこなし、周囲の信頼を得たい

じっくりと腰をすえて働ける仕事がしたい

42％

37％

38％

48％

49％

44％

8％

12％

15％

1％

1％

2％

1％

1％

1％

ターゲットユーザーにリーチしやすいサイト設計
求人特集や各種検索軸で、ターゲットユーザーを原稿へ導く

領域別の商品構成
各専門サイトを設置し経験者・有資格者へアプローチ

検索ワードでのリーチ力
「女性の転職」に特化した検索ワードでターゲットユーザーへリーチ

 とてもあてはまる　　  ややあてはまる　　   どちらともいえない　　  あまりあてはまらない　　  全くあてはまらない

※2016年10月～2017年3月「とらばーゆ」  全応募者データ

雇用形態
（現在または直前）

圧倒的に女性

34歳までが7割

正社員・契約社員が約6割

正社員
46％

契約社員
12％

派遣社員
10％

その他
9％

アルバイト・
パート
23％

検 索ランキング上 位！

女性　転職 検 索

業界や志向に
合わせた
求人特集 

etc.
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ターゲットユーザーにリーチしやす  いサイト設計
求人特集や各種検索軸で、ターゲットユーザーを原稿へ導く

求人特集2

各種検索軸

記事
コンテンツ

更新日の月・木曜日に2本ずつ、
仕事の魅力を引き出す求人特集を設置

求人特集は、原稿掲載期間の1週間、TOP画面
の最も目立つ位置に表示。
求人特集1は、仕事探しにおける女性ならではの
志向や条件を反映。求人特集2は、医療・美容・
ファッションなどの業界や、事務・販売・サービ
スなどの職種を切り口とした求人特集。やりたい
こと、働きたい業界が明確なユーザーへのアプ
ローチに有効な求人特集となっています。

女性にフィットした多様な検索軸で
求人の発見性をUP

やりたいことや条件が決まっているユーザーが
スムーズに検索できるよう、複数の検索軸を設置。
職場環境、働く時間など女性が気になる条件か
ら、求人検索が可能。
例）「産休・育休取得実績あり」「資格取得支援」
など

女性にフィットした記事で
ユーザー集客・応募促進

女性ユーザーの来訪を促す、転職者インタビュ
ーや記事コンテンツを掲載。さらに転職マニュア
ルや先輩の体験談などユーザーのアクションを
促進する記事コンテンツも設置し、編集記事か
らも集客・応募促進を図っています。

※エリア版商品には特集はありません。

「ママ応援特別特集」など
ニーズに合わせた特別企画も実施

◦ありがとうが嬉しい！ 人と接する仕事

◦プライベートも充実！ 18時退社可能な職場

◦好きな世界で活躍！ アパレル・コスメ業界の仕事　など

◦かんたん検索

◦職種から探す

◦勤務地から探す

◦キーワードから探す

◦わたしらしい働き方から探す

◦こだわりから探す　など

◦100人以上の
　人生の先輩の
　ホンネトーク

◦子育てと仕事の
　両立方法、
　貯蓄方法の紹介
　　　　　　　など

●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。予めご了承く
ださい。

業界や志向に合わせた「求人特集」

求人特集1

ライフステージの悩みに向き合う「記事コンテンツ」

ライフスタイルに合わせた「各種検索軸」

ポイント

1
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ポイント

2

ポイント

3

領域別の商品構成
各専門サイトを設置し経験者・有資格者へアプローチ

事務・医療領域に加え、美容・ファッション・看護領域の専門性の高いサイトで、有資格者・経験者に訴求
各専門領域の企画にご参画の場合、該当する専門サイトへ導線が設置されます。
ユーザーへの検索サポートを行い、同時に専門サイトに来訪したユーザーにもアプローチすることで、求人原稿の発見性を高めます。

採用難易度に合わせた価格設定

検索ランキング上位！ 有力外部サイトとの協力連携！

各領域・エリアごとの採用難易度に合わせた料金設定
事務職より採用が難しい専門領域（美容、ファッション、看護等）では特別価格を設置（詳細はP.15「料金表」をご覧ください）

各領域経験者が多いユーザー特性
各専門領域で即戦力となる経験者の採用も可能

3年以上が約9割

美容職種経験年数

3年以上が約9割

ファッション職種経験年数

3年以上が約9割

看護職種経験年数

なかでも特に採用難易度の高い看護師採用に向けて
とらばーゆ看護のみ【再チャレ企画】をご用意しています

※2016年7月 とらばーゆ編集部調べ（n＝171）

●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。予めご了承ください。

3年未満 
12％

3年～
4年未満 
3％

4年～5年未満 
7％

5年～10年未満 
58％

10年以上 
20％

3年未満 
15％

4年～5年未満 
14％

3年～4年未満 
10％

5年～10年未満 
33％

10年以上 
28％

3年未満 
10％

4年～5年未満 
23％

3年～4年未満 
30％

5年～10年未満 
27％

10年以上 
10％

検索ワードでのリーチ力
「女性の転職」に特化した検索ワードでターゲットユーザーへリーチ

掲載開始 3か月以内

再チャレ企画
（2週間）

再チャレ企画
（2週間）

再チャレ企画
（2週間）

8万円 8万円 8万円

基本企画
（2週間）

16万円

※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

× 求人
転職

女性　転職 検 索

50%
OFF

50%
OFF

50%
OFF

女性
事務

ファッション・販売
エステ・美容師
医療・医療事務

ネイリスト
看護師

まつげ施術者
セラピスト

◦業態
路面店、百貨店、
ファッションビル 等

◦ブランドイメージ
ラグジュアリー系、キレイ系、
カジュアル系 等

◦業態
脱毛エステ、ジェルネイル 等

◦働き方
パートタイム勤務歓迎、
通信生歓迎 等

◦働きやすさ
院内保育施設あり 等

◦職場環境
事前見学OK 等

◦勤務時間
日勤のみ 等

◦事業内容サービス
病院、クリニック・診療所 等

…他多数

領域別ユーザー志向に特化した「独自検索軸」を設置

その他多数サイトと提携！



10 11

PC

画面詳細

●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。予めご了承ください。

TOP画面 一覧画面 詳細画面

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! /

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

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
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オプション商品
発見性をさらに高める便利な商品。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さま側でカスタマイズが可能です。

広告タイプ

「勤務地プラス」
最大10個まで勤務地検索軸を

設定可能！

「オプションバナー」
サイトTOPと職業別一覧ページに

原稿への導線を設置！

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。
※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ございません。

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。

ベーシックフリー ベーシック ライト シンプル

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）

※シンプルタイプはとらばーゆFashion、とらばーゆ看護のみとなります。

美 容系職 種

検索軸数

ビューティー特別企画
メリット

（こだわり条件検索）

最大6
［項目］未経験OK／新卒・第二新卒歓迎／正社員登用あり／資格取得支援／子
育てママ在籍中／産休・育休取得実績あり／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／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／通信生
歓迎／パートタイム勤務歓迎／スタッフ10名以下
※エステ・ネイル・リラク系の職種のみを設定し、通信生歓迎/パートタイム勤務歓迎/スタッフ
10名以下のこだわり条件を設定した場合、エステ・ネイル・リラクTOPページの「こだわりから
探す」には上記3つのこだわり条件は表示されません。

美容師特別企画
メリット

（こだわり条件検索）

最大6
［項目］未経験OK／新卒・第二新卒歓迎／正社員登用あり／資格取得支援／子
育てママ在籍中／産休・育休取得実績あり／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

特集 1　※特集はとらばーゆへの参画となります。関東・関西・東海版のみとなります

ファッション系職 種

検索軸数

取扱商品
複数選択可

［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

メリット
（こだわり条件検索）

最大6
［項目］産休・育休取得実績あり／未経験OK／新卒・第二新卒歓迎／正社員登
用あり／駅徒歩5分以内／ノルマ無／インセン有／社割有／オープニング／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

特集 1　※特集はとらばーゆへの参画となります。関東・関西・東海版のみとなります

看護師系職 種

検索軸数

メリット
（こだわり条件検索）

最大6
［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／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／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

特集 1　※関東・関西・東海版のみとなります

基本の原稿情報

各領域ごとのこだわり条件

画像バナー テキストバナー

※それぞれPC版・スマホ版があります。

ベーシックフリー ベーシック ライト シンプル

1

2

2 2 2

4

4 4

4

3

3 3

5

5 5

5

＋ ＋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。フリー画像で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。予めご了承ください。

全 職 種

検索軸数

メリット
（こだわり条件検索）

最大4
［項目］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／紹介予定派遣

特集 1　※関東・関西・東海版のみとなります

バナーから直接お客様の原稿に遷移

勤務地検索画面
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●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ヵ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。

料金表
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。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。

Web応募機能

カスタム応募シート

応募者の利用例

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いただけます。

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。

※とらばーゆでは「おうぼうける君」はＰＣ版での
み利用可能です。

●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。予めご了承ください。

◉ お申込機能について
お申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。
※詳細については営業担当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。

※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
お客さま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

ファッション
業界に

オススメ！

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

全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

NEW



〈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商品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。

ご利用にあたっての留意点
■本メディアガイドは2017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。■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。■（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。
■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。■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。詳しくは営業担当までお問い合わせください。■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。■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。■締め切り後・掲載途中の原稿内容を修正することは原則行えません。■「原稿締め切り」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。■本メディアガイドに表示する掲載料金に消費税は含まれておりません。■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。■とらばーゆの募集は男女を対象としております。一方の性を優遇するような表現（「女性歓迎」、「女性限定」など）はできません。「女性歓迎」、

「女性限定」などを表記する場合はポジティブアクション（雇均法の適用除外）であることが必要です。■掲載された求人情報はプロモーションの一環として、広告タイプによっては他サイトへ転載する場合がご
ざいます。■とらばーゆ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、（株）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。■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。かかる一時的な損害について弊社は一切の責任を負いません。■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（ユーザー）が確認可能とするためです（ただし、Web応募することはできません）。
※利用環境について
PC端末： 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。
Windows7、Windows8.1、Windows10は米国MicrosoftCorporationの米国及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及びその他の国における登録商標または商標です。

全国共通割引券

東名阪共通つど割プラン

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。

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。

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／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）

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版含む）・関西（梅田キタ版・ミナミ版含む）・東海（名古屋中心部版・静岡3版含む）／
ＴＷ社員首都圏・関西・東海／ＴＷ枠得プラン／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）


