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社員原稿の発見性強化！ タウンワークの社員採用向けプラン

アルバイト・パートとの

同時募集もOK！

タウンワーク
社員ネット
2019年
10月初旬
リニューアル！詳細やお申し込みは、下記担当営業までお気軽にお問い合わせください。

「全国共通割引券」をご利用いただけます。【連載パックのご利用について】※連載パック料金表に掲載されているプランのみが対象となります。※2連載パックは2号連続、3連載パックは3号連続、4連載パックは4号連
続で同版・同プランでのご掲載となります。※2連載パックは2号分、3連載パックは3号分、4連載パックは4号分の一括掲載お申込みでの料金です。※連載パックでのご掲載は毎号ごとに原稿内容の変更が可能です。

※サーチローテーション枠は、Webブラウザ(PC、スマートフォン・タブレット)では最上部、最下部の2枠に設置。アプリ(スマートフォン・タブレット)では最上部1枠に設置します。※本誌からのタウンワークネット転載原稿を掲載停止し
た場合、サーチローテーション枠からも削除します。※サーチローテーション枠に表示される原稿は検索一覧画面を表示する度に変更されます。※タウンワーク社員強化プランの料金に加えて、別途￥10,000(税抜)がかかります。

+¥10,000税
抜

上記価格に+￥10,000で、オプション商品「サーチローテーション」追加！

タウンワーク社員強化プランのご掲載価格

お
す
すめ

企
 画

原稿を最上部・最下部に
ローテーション表示！

通常原稿より
常に上位表示！

原稿一覧画面イメージ

※掲載料金に消費税は含まれません。※掲載料金には制作進行料が含まれます。
※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。

サーチローテーション枠

サーチローテーション枠

社員強化プラン
原稿

通常原稿 雇用形態「正社員」または「契約社員」を選択した際の、
タウンワークネット原稿一覧画面の表示順位は、
サーチローテーションご参画原稿（最上部/1枠/ローテーション表示）、
タウンワーク社員強化プランご参画原稿、通常原稿、
サーチローテーションご参画原稿（最下部/1枠/ローテーション表示）
の順に表示されます。

東 西

さらに
タウンワーク
ネットでの
発見性UP！

広告プラン

札幌駅・大通・
すすきの周辺版/
札幌北部版/
札幌南部版

仙台中心部版/
仙台北部版/
仙台南部版

新潟版/石川版/岡山版/
倉敷版/福山・びんご版/
広島中心部版/
広島東部版/

広島西部版/香川版/
小倉・苅田・行橋・下関版/
八幡・遠賀・飯塚版

福井版 富山･高岡版 久留米・鳥栖・佐賀版
熊本中心部版/
熊本北部版/
熊本南部版

長崎版/大分版/
宮崎版/鹿児島版

通常料金 2連載パック
料金 通常料金 2連載パック

料金 通常料金 2連載パック
料金 通常料金 2連載パック

料金 通常料金 2連載パック
料金 通常料金 2連載パック

料金 通常料金 2連載パック
料金 通常料金 2連載パック

料金
A1 ¥20,000 ‒ ¥20,000 ‒ ¥20,000 ‒ ¥20,000 ‒ ¥20,000 ‒ ¥20,000 ‒ ¥20,000 ‒ ¥20,000 ‒
A2 ‒ ‒ ¥30,000 ¥45,000 ¥30,000 ‒ ¥30,000 ‒ ‒ ‒ ¥30,000 ¥45,000 ‒ ‒ ‒ ‒

A2フォト ¥23,000 ¥39,000 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ¥30,000 ‒ ‒ ‒ ¥25,000 ¥34,000 ¥30,000 ¥45,000
A3 ¥36,000 ¥61,000 ¥50,000 ¥75,000 ¥50,000 ‒ ¥36,000 ‒ ¥36,000 ‒ ¥40,000 ¥60,000 ¥40,000 ¥54,000 ¥40,000 ¥60,000
A4 ¥49,000 ¥84,000 ¥62,000 ¥98,000 ¥62,000 ¥98,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥50,000 ¥75,000 ¥50,000 ¥65,000 ¥50,000 ¥75,000
A5 ¥70,000 ¥119,000 ¥100,000 ¥158,000 ¥100,000 ¥158,000 ¥80,000 ¥120,000 ¥80,000 ¥120,000 ¥80,000 ¥107,000 ¥80,000 ¥107,000 ¥80,000 ¥107,000

A5フリー ¥95,000 ¥162,000 ¥140,000 ‒ ¥140,000 ‒ ¥110,000 ‒ ¥110,000 ‒ ¥110,000 ‒ ¥110,000 ‒ ¥110,000 ‒
A6 ¥82,000 ¥140,000 ¥124,000 ¥196,000 ¥124,000 ¥196,000 ¥115,000 ¥174,000 ¥115,000 ¥174,000 ¥115,000 ¥151,000 ¥115,000 ¥151,000 ¥115,000 ¥151,000

A6フリー ¥113,000 ¥192,000 ¥174,000 ‒ ¥174,000 ‒ ¥162,000 ‒ ¥162,000 ‒ ¥162,000 ‒ ¥162,000 ‒ ¥162,000 ‒
1P ¥144,000 ¥246,000 ¥228,000 ¥360,000 ¥228,000 ¥360,000 ¥205,000 ¥307,000 ¥205,000 ¥307,000 ¥205,000 ¥275,000 ¥205,000 ¥275,000 ¥205,000 ¥275,000

1Pフリー ¥205,000 ¥349,000 ¥328,000 ‒ ¥328,000 ‒ ¥297,000 ‒ ¥297,000 ‒ ¥297,000 ‒ ¥297,000 ‒ ¥297,000 ‒
2Pフリー ¥390,000 ¥663,000 ¥636,000 ‒ ¥636,000 ‒ ¥575,000 ‒ ¥575,000 ‒ ¥575,000 ‒ ¥575,000 ‒ ¥575,000 ‒

広告プラン

博多・天神版 博多・天神版
【社員インデックスページ】限定連載パック料金

福岡東版/福岡西版/
福岡南版

福岡東版/福岡西版/福岡南版
【社員インデックスページ】限定連載パック料金

通常料金 2連載パック
料金

2連載パック
料金

3連載パック
料金

4連載パック
料金 通常料金 2連載パック

料金
2連載パック
料金

3連載パック
料金

4連載パック
料金

A1 ¥22,000 ‒ ‒ ‒ ‒ ¥20,000 ‒ ‒ ‒ ‒

A2 ¥34,000 ‒ ¥53,000 ¥72,000 ¥91,000 ¥30,000 ‒ ¥48,000 ¥66,000 ¥84,000
A2フォト ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

A3 ¥58,000 ‒ ¥89,000 ¥120,000 ¥151,000 ¥50,000 ‒ ¥79,000 ¥108,000 ¥137,000
A4 ¥68,000 ¥104,000 ¥104,000 ¥140,000 ¥176,000 ¥62,000 ¥98,000 ¥98,000 ¥134,000 ¥170,000
A5 ¥116,000 ¥176,000 ¥176,000 ¥236,000 ¥296,000 ¥100,000 ¥158,000 ¥158,000 ¥216,000 ¥274,000

A5フリー ¥156,000 ¥238,000 ¥238,000 ¥320,000 ¥402,000 ¥140,000 ¥222,000 ¥222,000 ¥304,000 ¥386,000
A6 ¥136,000 ¥207,000 ¥207,000 ¥278,000 ¥349,000 ¥124,000 ¥196,000 ¥196,000 ¥268,000 ¥340,000

A6フリー ¥186,000 ¥283,000 ¥283,000 ¥380,000 ¥477,000 ¥174,000 ¥276,000 ¥276,000 ¥378,000 ¥480,000
1P ¥252,000 ¥383,000 ¥383,000 ¥514,000 ¥645,000 ¥228,000 ¥360,000 ¥360,000 ¥492,000 ¥624,000

1Pフリー ¥352,000 ¥535,000 ¥535,000 ¥718,000 ¥901,000 ¥328,000 ¥519,000 ¥519,000 ¥710,000 ¥901,000
2Pフリー ¥684,000 ¥1,039,000 ¥1,039,000 ¥1,394,000 ¥1,749,000 ¥636,000 ¥1,005,000 ¥1,005,000 ¥1,374,000 ¥1,743,000



社員原稿の発見性強化！ タウンワークの社員採用向けプラン

求職者がタウンワークネットで
雇用形態「正社員」または「契約社員」を
選択時※

※「正社員」「契約社員」以外の雇用形態選択時は対象外

N E W

ご掲載料金は変わらずに、
「社員」「アルバイト・パート」の同時募集もOK！P O I N T

※タウンワーク社員強化プランご参画原稿内において、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
原稿表示などのロジックを変更する場合があります。

雇用形態「正社員」または「契約社員」を選択した際の、
タウンワークネット原稿一覧画面の表示順位は、
サーチローテーションご参画原稿
（最上部/1枠/ローテーション表示）、
タウンワーク社員強化プランご参画原稿、
通常原稿、サーチローテーションご参画原稿
（最下部/1枠/ローテーション表示）の順に表示されます。

サーチローテーション
最下部枠（１枠/ローテーション表示）

サーチローテーション
最上部枠（１枠/ローテーション表示）

タウンワーク社員強化プラン
ご参画原稿

通常原稿

通常原稿
より常に
上位表示

タウンワークネット原稿一覧画面イメージ

社員※募集時の掲載メディア

タウンワーク社員ネット デザインリニューアルのご案内

TOPページのデザインを大幅改修！!
社員求人を探しているユーザーが
より自分に合った仕事を探しやすく。

タウンワークは、1掲載につき３つのメディアに原稿掲載！

2019年10月初旬リニューアル！

タウンワーク社員ネット 基本仕様
雇用形態「社員（正社員または契約社員）」を含む案件のみをサイト掲載。

※雇用形態が「正社員」または「契約社員」の募集

タウンワーク社員ネット
スマートフォン版 画面イメージ

貴社原稿

社員特化サイト

タウンワーク社員ネット

求人総合サイト

タウンワークネット
PC

タウン
ワーク
本誌スマートフォン モバイル アプリ

デザイン
リニューアル

PC スマートフォン モバイル

※「タウンワーク社員ネット」と「タウンワークネット」は「求人検索画面」は異なりますが、求人検索後の「求人一覧画面」「求人詳細画面」「応募フォーム」は同一となります（詳細は担当営業までお問い合わせください）。※タウンワークネット・タウンワーク社員ネットへの転載
は任意です。インターネット、携帯サイトどちらかのみの転載はできません。※求人情報は、本誌データ欄部分のみ（本誌原稿内のキャッチコメント・表組み・ロゴ・MAP・イラストなど除く）が掲載されます。※A2フォト（注）/A3～の原稿は、ご掲載の写真画像も転載されます。
写真画像転載対象プランは、変更となる場合もあります。※巻頭オールフリー、表２・表３・表４は転載対象外となります。※MAP機能のご利用は任意です。※サーバーメンテナンスなどで、サービスを数時間停止することがあります。※プロモーションの一環として、他サイト
へ情報を転載する場合があります。※タウンワークネット・タウンワーク社員ネットにて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も掲載される場合があります。※タウンワークネット・タウンワーク社員ネットは、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。※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はサイト仕様を変更する場合があります。※（株）リクルートが設ける基準により、掲載をお断りする
場合や、原稿内容の変更を要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。（注）A2フォトは札幌駅・大通・すすきの周辺版、札幌北部版、札幌南部版、富山・高岡版、熊本中心部版、熊本北部版、熊本南部版、長崎版、大分版、宮崎版、鹿児島版のみとなります。

※使用している画像はイメージです。色、デザイン、大きさなどは実際のものと異なる場合があります。※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。※リニューアル対象は、タウンワーク社員ネットのPC版・スマートフォン版です（タウンワーク社員ネットのモバイル版はリニューアル対象外です）。
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１
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※PC・
スマートフォン版

ご掲載料金、並びにサーチローテーションについては裏面をご参照ください。

ここが自慢!

東西エリア版
毎週月曜日発行 ¥0

特 集 1

写真でいいとこ
全部見せます！特集
時間・曜日・シフトが選べるシゴト特 集 2

エリアページ
短期、高収入、日払い、週払い
医療・看護・介護・福祉・保育
社員・社員登用あり・派遣
主婦・主夫歓迎のシゴト
高校生歓迎

常　設

「残業無し」、「学歴不問」、「賞与あり、」「高収入」など社員ユーザー向けのワードで、検索がより簡単に！

「物流／配送」「飲食／フード」「医療介護」「一般事務」などタウンワークの求人数が多い職種をすぐに検索可！

「給与」を重視する社員ユーザー向けに「月給から探す」機能を追加！

社員向け人気ワード検索

職種検索バナーを常設

求人総合サイト「タウンワークネット」との連携強化！
タウンワークネットからのバナー遷移で社員顕在層だけでなく、
今後社員として働きたいと考えている「フリーター」や「現職アルバイト・パート」
などのユーザーにもリーチ！

さらに‼

月給検索機能

新機能

新機能

新機能

１

２

３


