
パブ・クラブ
専用ページ

原稿フォーマット〈スマートフォン版〉

（ランディングページ）

※画像はイメージです。
変更の可能性があります。

※PC版およびモバイル版の原稿
フォーマットはスマートフォン版とは異
なります。また、アプリ版はその他の
デバイスとは表示項目が異なります。
※本メディアガイドで使用している画
像はイメージです。実際のものとは異
なる場合があります。※詳細は、担当
営業までお問い合わせください。

ユーザーが検索しやすいよ
うに、パブ・クラブの求職に
限定したサイトをご用意。
さらにお役立ちコンテンツ
で応募意欲を促進します！

接 待 の あ る 飲 食 業 の 企 業 様 専 用 商 品

P1タイプ P2～Pプレミアムタイプ

※P1タイプは写真の掲載ができません 画像点数   P2／P3 ： 最大3点　Pプレミアム・Pプレミアムフリーパーツ ： 最大5点

※タウンワークネットの業職種検索は「専門職/その他」「飲食/フード」からとなります。

３つのデバイス+アプリで掲載！

外部有力サイトとの提携やリスティング広告で
さらなるユーザー獲得！

圧倒的多数のユーザーへアプローチ！

フロム・エー ナビに
掲載いただくと、
タウンワークにも

iPhone &
Android対応！

※iPhone･App Storeは、Apple inc.の登録商標です。※Android･Google Playは、Google inc.の登録商標です。

スマ―トフォン モバイル アプリPC

スマ―トフォン モバイルPC

無料転載!

さらに
３デバイスで
合計

６デバイス！

特設

版TOP「職種
から選ぶ」から

検索！

https://www.froma.com

※Pプレミアムフリーパーツはさらにフリー画像1点が掲載できます。



ご掲載料金と商品概要

応募受付機能

おすすめメニュー ラインナップ
【リゾート版】

働くジャンル▲

ホテル▲

旅館▲

ペンション・民宿・ロッジ▲

牧場・畑▲

スキー・スノーボード▲

土産屋・コンビニ・販売店▲

レストラン・居酒屋・カフェ▲

海▲

山▲

パブ・クラブ▲

リゾートエトセトラ

メリット▲

即日勤務OK▲

未経験OK▲

寮・社宅・住宅手当あり▲

経験者優遇▲

学生歓迎▲

個室寮あり▲

スタッフ特典あり▲

ネット環境あり▲

少人数の職場▲

温泉あり▲

出会いがいっぱい▲

人気リゾートで働こう

お金▲

日払い・週払い▲

時給1000円以上▲

日給8000円以上▲

交通費全額支給

働き方▲

長期(3 ヶ月以上)▲

短期(3 ヶ月未満)▲

屋外ワーク▲

社員を目指す▲

外国語と触れ合える

【7版共通】

メリット▲

駅チカ・駅ナカ▲

未経験OK▲

大学生歓迎▲

フリーター歓迎▲

学歴不問▲

オープニング▲

大量募集▲

服装自由▲

髪型・カラー自由▲

制服あり▲

寮・社宅・
　住宅手当あり▲

外国語と触れ合える▲

即日勤務OK

お金▲

時給1000円以上▲

時給1200円以上▲

日給8000円以上▲

日給1万円以上▲

月給20万円以上▲

月給25万円以上▲

日払い・週払い

働き方▲

1日4時間以内OK▲

午前のみOK▲

午後のみOK▲

土日祝のみOK▲

選べる時間や曜日▲

週1、2日からOK▲

週4日以上OK▲

派遣・登録制▲

社員登用あり▲

人に喜ばれる仕事▲

コツコツ行なう仕事▲

モノを作る仕事▲

少人数の職場

「全国共通割引券」「東名阪共通つど割プラン」ともにご利用いただけます
※1／接待職種の場合、ご参画いただけませんのでご了

承ください。　
※2／勤務期間が3か月以内に該当する場合のみ検索対

象となります。
なお、リゾート版は対象外となります。

※3／設定する勤務地によって、制限があります。
※4／Pプレミアムフリーパーツはさらにフリー画像1点

が掲載できます。

◆掲載料金には基本制作料金が含まれます。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。◆求人広告の著作権は弊社に帰属しますので他社への使用許諾はご遠慮
ください。◆上記掲載料金に消費税は含まれません。◆フロム・エー ナビにご掲載の求人原稿は、掲載効果を高めるため、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
トに情報提供を行う場合があります。掲載先の他サイトにより若干表示形式や更新日時、応募入力項目が異なります。また、他サイトの事情により予告なく変更・停止されることが
あります。なお、ご掲載の求人原稿が、㈱リクルートの許可なく他サイトに掲載される場合があります。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
負いかねますことをご了承ください。◆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。◆本サイトにご掲載いただいた求人情報は、掲載が終了
した後も30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が確認可能とするためです。このため、各種検索サイトにて検索結果に表示される場合
があります。ただし、Web応募はできません。

商品タイプ
タイプが上がると原稿の表示順位が上位に！
検索ルート数もUP!より多くのユーザーへアプローチ!

設定可能
検索軸数

掲載可能
写真数 発見性

Pプレミアム・
Pプレミアム
フリーパーツ

※2018年3月1日号～3月29日号掲載分の原稿タイプとタイプごとの表示PV数を元に
推定の指数で表しており、効果を保証するものではありません
なお、表示PV数はフロム・エー ナビ全版（パブ・クラブプラン）合算の数字となります

接 待 の あ る 飲 食 業 の 企 業 様 専 用 商 品

発見性
UP！

131最大

49最大

47

7

最大

最大

5点 ６倍

４倍

２倍

基準

最大

３点最大

画像
なし

サイト上
での原稿
表示位置

ご掲載版 ご掲載期間 P1 P2 P3 Pプレミアム Pプレミアムフリーパーツ

ご掲載料金

関東版

1週間 3.6万円 7.2万円 14.4万円 30万円 40万円

2週間 5.4万円 10.8万円21.6万円 45万円 55万円

4週間 9万円 18万円 36万円 75万円 85万円

特集参画  ※1 0.5万円（2週間、4週間掲載の場合も特集は1週間）

関東版
（東京都23区外限定）

1週間 1.5万円 3万円 6万円 12万円 22万円

2週間 2.3万円 4.5万円 9万円 18万円 28万円

4週間 3.8万円 7.6万円 15.2万円 30.4万円 40.4万円

特集参画  ※1 0.5万円（2週間、4週間掲載の場合も特集は1週間）

東海版／関西版

1週間 2.5万円 4.5万円 9万円 20万円 28万円

2週間 3.8万円 6.8万円 13.5万円 30万円 38万円

4週間（関西版） 6.3万円 11.3万円22.5万円 50万円 58万円

特集参画  ※1 0.4万円（2週間、4週間掲載の場合も特集は1週間）

北海道・東北版/甲信越・
北陸版/中国・四国版/
九州・沖縄版/リゾート版

2週間 2.5万円 4.5万円 9万円 20万円 26万円

4週間 3.8万円 6.8万円 13.5万円 30万円 36万円

特集参画  ※1 0円（2週間、4週間掲載の場合も特集は1週間）
※リゾート版には設定がありません

検索ルート
詳細

おすすめメニュー 1 4 6 7
短期　※2 1
職種から 1 2
勤務地から 1 10 30
沿線＆駅から　※（関東版/東海版/関西版のみ） 検索に設定した勤務地１つにつき、1～３駅まで設定可能　※3

プレミアムワード 1
写真 掲載可能数 最大3点 最大5点　※4

応募シート シート種別 超簡易応募シート・簡易応募シートのいずれかを選択

自由質問項目（簡易応募シートの場合） 簡易応募シートの場合、自由質問項目を1つ設定いただけます

その他機能 自動返信メール Web応募受付を選択いただくともれなくご利用いただけます

P3

P2

P１

サポート環境について／
PC： Windows 7 SP1/Internet Explorer 11

Windows 8.1 Update/Internet Explorer 11
Windows 10/Internet Explorer 11

タブレット：iOSのみ
スマートフォン：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。
※「おうぼうける君」を利用しない場合、FAXでも応募の受付が可能です。

Web応募管理システム「おうぼうける君」 

各メディアからの応募者情報が一覧で見られる！
フロム・エーブランド／タウンワークブランド／はたらいく／とら
ばーゆ／モバイルセット共通のシステムなので、複数メディア併用
の際もスムーズな応募者情報の管理が可能です。

インターネット接続でどこからでもアクセス可能！

ご掲載のお申し込み・原稿確認書の承認が
オンラインで可能！
※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。

「おうぼうける君」にはさらにこんな機能も！

応募シートは２種類

【超簡易応募シート】
氏名・生年月日・現在の職業
（属性）・連絡先のもっとも簡
潔な入力項目で構成されます。

【簡易応募シート】
超簡易応募シートの入力項目に加え、
企業様からの追加質問などで構成さ
れるベーシックな応募シートです。

株式会社リクルーティングサービス ☎ 03-5489-4191


