
金
料
載
掲

ご掲載版 商品タイプ
勤務地数「１」/掲載期間 勤務地数「３」/掲載期間 勤務地数「５」/掲載期間 勤務地数「１０」/掲載期間 勤務地数「２０」/掲載期間 勤務地数「３０」/掲載期間
4週間 2週間 1週間 4週間 2週間 1週間 4週間 2週間 1週間 4週間 2週間 1週間 4週間 2週間 1週間 4週間 2週間 1週間

関東版

FAプレミアム ¥420,000 ¥280,000 ¥190,000 ¥466,000 ¥310,000 ¥210,000 ¥512,000 ¥340,000 ¥230,000 ¥627,000 ¥415,000 ¥280,000 ¥857,000 ¥565,000 ¥380,000 ¥1,087,000 ¥715,000 ¥480,000 
FAⅢ ¥135,000 ¥90,000 ¥60,000 ¥171,000 ¥114,000 ¥76,000 ¥207,000 ¥138,000 ¥92,000 ¥297,000 ¥198,000 ¥132,000 ¥477,000 ¥318,000 ¥212,000 ¥657,000 ¥438,000 ¥292,000 
FAⅡ ¥75,000 ¥50,000 ¥35,000 ¥105,000 ¥70,000 ¥49,000 ¥135,000 ¥90,000 ¥63,000 ¥210,000 ¥140,000 ¥98,000 ¥360,000 ¥240,000 ¥168,000 ¥510,000 ¥340,000 ¥238,000 
FAⅠ ¥45,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥73,000 ¥48,000 ¥32,000 ¥101,000 ¥66,000 ¥44,000 ¥171,000 ¥111,000 ¥74,000 ¥311,000 ¥201,000 ¥134,000 ¥451,000 ¥291,000 ¥194,000 

特集参画 ¥5,000（2週間、4週間掲載の場合も特集は1週間）
アイプラス ※1 ¥9,000
アピールプラス ※2 ¥90,000（4週間）／¥60,000（2週間）／¥40,000（1週間）
TOPピクチャーバナー 固定（1/1枠）¥400,000／ローテーション（1/5枠）¥200,000　※共に1週間
雰囲気動画 ¥25,000（初回のみ ※3）
動画一覧バナー ¥5,000

東海版/
関西版

FAプレミアム ¥360,000 ¥240,000 ¥160,000 ¥406,000 ¥270,000 ¥180,000 ¥452,000 ¥300,000 ¥200,000 ¥567,000 ¥375,000 ¥250,000 ¥797,000 ¥525,000 ¥350,000 ¥1,027,000 ¥675,000 ¥450,000 
FAⅢ ¥120,000 ¥80,000 ¥55,000 ¥156,000 ¥104,000 ¥71,000 ¥192,000 ¥128,000 ¥87,000 ¥282,000 ¥188,000 ¥127,000 ¥462,000 ¥308,000 ¥207,000 ¥642,000 ¥428,000 ¥287,000 
FAⅡ ¥70,000 ¥45,000 ¥30,000 ¥100,000 ¥65,000 ¥44,000 ¥130,000 ¥85,000 ¥58,000 ¥205,000 ¥135,000 ¥93,000 ¥355,000 ¥235,000 ¥163,000 ¥505,000 ¥335,000 ¥233,000 
FAⅠ ¥45,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥73,000 ¥48,000 ¥32,000 ¥101,000 ¥66,000 ¥44,000 ¥171,000 ¥111,000 ¥74,000 ¥311,000 ¥201,000 ¥134,000 ¥451,000 ¥291,000 ¥194,000 

特集参画 ¥4,000（2週間、4週間掲載の場合も特集は1週間）
アイプラス ※1 ¥8,000
アピールプラス ※2 ¥72,000（4週間）／¥48,000（2週間）／¥32,000（1週間）
TOPピクチャーバナー 固定（1/1枠）¥320,000／ローテーション（1/5枠）¥160,000 　※共に1週間
雰囲気動画 ¥25,000（初回のみ ※3）
動画一覧バナー ¥5,000

北海道・東北版/
甲信越・北陸版/
中国・四国版/
九州・沖縄版

FAプレミアム ¥135,000 ¥90,000 ¥157,000 ¥104,000 ¥179,000 ¥118,000 ¥234,000 ¥153,000 ¥344,000 ¥223,000 ¥454,000 ¥293,000 
FAⅢ ¥60,000 ¥40,000 ¥78,000 ¥52,000 ¥96,000 ¥64,000 ¥141,000 ¥94,000 ¥231,000 ¥154,000 ¥321,000 ¥214,000 
FAⅡ ¥30,000 ¥20,000 ¥44,000 ¥30,000 ¥58,000 ¥40,000 ¥93,000 ¥65,000 ¥163,000 ¥115,000 ¥233,000 ¥165,000 
特集参画 ¥0（2週間、4週間掲載の場合も特集は1週間）
アイプラス ※1 ¥4,000
TOPピクチャーバナー 固定（1/1枠）¥240,000／ローテーション（1/5枠）¥120,000 　※共に2週間
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ご掲載版 商品タイプ

勤務地数「１０」/掲載期間 勤務地数「３０」/掲載期間
4週間 2週間 4週間 2週間

リゾート版
※4

FAプレミアム ¥454,000 ¥293,000 
FAⅢ ¥141,000 ¥94,000 
FAⅡ ¥93,000 ¥65,000 

ご掲載料金と商品概要
水 切
締 木 新

更 金 切
締 月 新

更

勤務地数は（1・３・５・１０・２０・３０）の
６パターンの中からお選びいただけます。

※1  「フロム・エー ナビ特集」の掲載期間はいずれの場合も1週のみとなります。
※2    広告掲載期間と同じプランのみ選択可能です。
※3    2回目以降は同じ動画を原稿掲載料金のみで何度でも掲載可能（ただし、利用期間は動画流用原稿の掲載終了日から2年以内）。
※4     リゾート版は商品タイプによって勤務地数が固定されております（リゾート版のFAⅡ、FAⅢは勤務地数「10」、FAプレミアムは勤務地数「30」です）。
　　    リゾート版のFAⅡは通常のFAⅡとは原稿フォーマットが異なります。詳しくは担当営業までお問い合わせください。
◆ ご掲載料金には基本制作料が含まれております。写真撮影料・イラスト料は別途いただくことがあります。
◆ 求人広告の著作権は弊社に帰属しますので他社に使用許諾することはご遠慮ください。
◆ 上記ご掲載料金に消費税は含まれておりません。

週2回更新

株式会社リクルーティングサービス
東京都渋谷区道玄坂2-16-4 野村不動産渋谷道玄坂ビル3F ☎ 03-5489-4191


