
お得な価格で

複数週掲載

新登場！＊

※検索エンジン出現率（2020年4月弊社調べ）、ブランド想起（2019年11月弊社調べ）において
※アグリゲーションサイト（複数のサービスから情報を集約し、まとめて提供するWebサイト）を除く
＊2020年7月27日号よりご利用いただけます

タウンワークネット https://townwork.net/ タウンワーク 検索 東西エリア

タウンワークネット 2週／4週

タウンワーク 2週／3週／4週

2020年7月−9月

[ MEDIA GUIDE ]

スマホでも
探せます！

毎週月曜日発行

特 集 1 ここが自慢！

写真でいいとこ
全部見せます！特集

東西エリア版

Webとフリーペーパーで
トータルにアプローチする

No.1求人メディア※ 

掲載料金（税別）

■ 【九州③】久留米・鳥栖・佐賀版／長崎版／大分版／宮崎版／鹿児島版■ 【中国／四国】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

掲載料金（税別）

＼ 目的に合わせて選べるオプションもご用意しています ／

ご掲載のお申込み・サービス内容の詳細は、担当営業までお気軽にお問い合わせください。

掲載料金 掲載料金 掲載料金
＋ 20,000円
〜 50,000円

＋ 8,000円
〜 16,000円

＋ 10,000円
＋ 20,000円

掲載場所別で
2種ご用意！

プラン別で
4種ご用意！

プラン別で
3種ご用意！

タウンワーク内で
原稿の露出を高めたい！

求人メディアにも掲載しながら
自社採用サイトも作りたい！

タウンワーク以外からの
露出を高めたい！

※本メディアガイドの内容は、2020年7月1日時点の情報です。予告なく変更する場合があります。 ※本メディアガイドに表示する掲載料金には消費税は含まれません。 掲載料金には制作進行料金が含まれます。※掲載料
金の他に、原稿作成に関わる写真撮影料金やイラスト作成料金が発生する場合があります。 ※本メディアガイドで使用している画像はイメージです。色、デザイン、大きさなどは実際のものとは異なる場合があります。

※「連載パック」は2020年7月20日号を以ってサービスを終了させていただきます。

※久留米・鳥栖・佐賀版はA2プラン、長崎版／大分版／宮崎版／鹿児島版はA2フォトプランです。

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A4 ¥52,000 ¥70,000 ¥104,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥62,000 ¥83,000 ¥124,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 

A5 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 

A5フリー ¥120,000 ¥162,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥140,000 ¥189,000 ¥280,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 

A6 ¥104,000 ¥140,000 ¥208,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 

A6フリー ¥154,000 ¥208,000 ¥308,000 ¥231,000 ¥308,000 ¥385,000 ¥174,000 ¥235,000 ¥348,000 ¥261,000 ¥348,000 ¥435,000 

1P ¥208,000 ¥281,000 ¥416,000 ¥312,000 ¥416,000 ¥520,000 ¥228,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥342,000 ¥456,000 ¥570,000 

1Pフリー ¥308,000 ¥416,000 ¥616,000 ¥462,000 ¥616,000 ¥770,000 ¥328,000 ¥443,000 ¥656,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 

2Pフリー ¥616,000 ¥832,000 ¥1,232,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥636,000 ¥859,000 ¥1,272,000 ¥954,000 ¥1,272,000 ¥1,590,000 

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2／
A2フォト※ ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 ¥40,000 ¥55,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 

A4 ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A5 ¥60,000 ¥81,000 ¥120,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥150,000 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 

A5フリー ¥90,000 ¥122,000 ¥180,000 ¥135,000 ¥180,000 ¥225,000 ¥110,000 ¥149,000 ¥220,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 

A6 ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 ¥115,000 ¥155,000 ¥230,000 ¥172,500 ¥230,000 ¥287,500 

A6フリー ¥142,000 ¥192,000 ¥284,000 ¥213,000 ¥284,000 ¥355,000 ¥162,000 ¥219,000 ¥324,000 ¥243,000 ¥324,000 ¥405,000 

1P ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥205,000 ¥277,000 ¥410,000 ¥307,500 ¥410,000 ¥512,500 

1Pフリー ¥277,000 ¥374,000 ¥554,000 ¥415,500 ¥554,000 ¥692,500 ¥297,000 ¥401,000 ¥594,000 ¥445,500 ¥594,000 ¥742,500 

2Pフリー ¥555,000 ¥749,000 ¥1,110,000 ¥832,500 ¥1,110,000 ¥1,387,500 ¥575,000 ¥776,000 ¥1,150,000 ¥862,500 ¥1,150,000 ¥1,437,500 

■ 【九州④】熊本中心部版／熊本北部版／熊本南部版

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2フォト ¥15,000 ¥18,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥27,500 ¥35,000 ¥25,000 ¥30,000 ¥50,000 ¥34,000 ¥46,500 ¥59,000 

A3 ¥30,000 ¥36,000 ¥60,000 ¥40,000 ¥55,000 ¥70,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥80,000 ¥54,000 ¥74,000 ¥94,000 

A4 ¥40,000 ¥48,000 ¥80,000 ¥53,000 ¥73,000 ¥93,000 ¥50,000 ¥60,000 ¥100,000 ¥66,000 ¥91,000 ¥116,000 

A5 ¥60,000 ¥72,000 ¥120,000 ¥80,000 ¥110,000 ¥140,000 ¥80,000 ¥96,000 ¥160,000 ¥107,000 ¥147,000 ¥187,000 

A5フリー ¥90,000 ¥108,000 ¥180,000 ¥120,000 ¥165,000 ¥210,000 ¥110,000 ¥132,000 ¥220,000 ¥147,000 ¥202,000 ¥257,000 

A6 ¥95,000 ¥113,000 ¥190,000 ¥126,000 ¥173,500 ¥221,000 ¥115,000 ¥137,000 ¥230,000 ¥153,000 ¥210,500 ¥268,000 

A6フリー ¥142,000 ¥170,000 ¥284,000 ¥189,000 ¥260,000 ¥331,000 ¥162,000 ¥194,000 ¥324,000 ¥216,000 ¥297,000 ¥378,000 

1P ¥185,000 ¥221,000 ¥370,000 ¥246,000 ¥338,500 ¥431,000 ¥205,000 ¥245,000 ¥410,000 ¥275,000 ¥377,500 ¥480,000 

1Pフリー ¥277,000 ¥331,000 ¥554,000 ¥368,000 ¥506,500 ¥645,000 ¥297,000 ¥355,000 ¥594,000 ¥395,000 ¥543,500 ¥692,000 

2Pフリー ¥555,000 ¥664,000 ¥1,110,000 ¥738,000 ¥1,015,500 ¥1,293,000 ¥575,000 ¥688,000 ¥1,150,000 ¥765,000 ¥1,052,500 ¥1,340,000 

■ 【九州①】博多・天神版

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥12,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥22,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥24,000 ¥32,000 ¥48,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥60,000 ¥34,000 ¥45,000 ¥68,000 ¥51,000 ¥68,000 ¥85,000 

A3 ¥48,000 ¥60,000 ¥83,000 ¥72,000 ¥96,000 ¥120,000 ¥58,000 ¥73,000 ¥100,000 ¥87,000 ¥116,000 ¥145,000 

A4 ¥58,000 ¥73,000 ¥100,000 ¥87,000 ¥116,000 ¥145,000 ¥68,000 ¥86,000 ¥117,000 ¥102,000 ¥136,000 ¥170,000 

A5 ¥96,000 ¥130,000 ¥192,000 ¥144,000 ¥192,000 ¥240,000 ¥116,000 ¥157,000 ¥232,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 

A5フリー ¥136,000 ¥184,000 ¥272,000 ¥204,000 ¥272,000 ¥340,000 ¥156,000 ¥211,000 ¥312,000 ¥234,000 ¥312,000 ¥390,000 

A6 ¥116,000 ¥157,000 ¥232,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 ¥136,000 ¥184,000 ¥272,000 ¥204,000 ¥272,000 ¥340,000 

A6フリー ¥166,000 ¥224,000 ¥332,000 ¥249,000 ¥332,000 ¥415,000 ¥186,000 ¥251,000 ¥372,000 ¥279,000 ¥372,000 ¥465,000 

1P ¥232,000 ¥313,000 ¥464,000 ¥348,000 ¥464,000 ¥580,000 ¥252,000 ¥340,000 ¥504,000 ¥378,000 ¥504,000 ¥630,000 

1Pフリー ¥332,000 ¥448,000 ¥664,000 ¥498,000 ¥664,000 ¥830,000 ¥352,000 ¥475,000 ¥704,000 ¥528,000 ¥704,000 ¥880,000 

2Pフリー ¥664,000 ¥896,000 ¥1,328,000 ¥996,000 ¥1,328,000 ¥1,660,000 ¥684,000 ¥923,000 ¥1,368,000 ¥1,026,000 ¥1,368,000 ¥1,710,000 

■ 【九州②】福岡東版／福岡西版／福岡南版／小倉・苅田・行橋・下関版／八幡・遠賀・飯塚版

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥40,000 ¥52,000 ¥75,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥65,000 ¥94,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A4 ¥52,000 ¥67,000 ¥94,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥62,000 ¥80,000 ¥112,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 

A5 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 

A5フリー ¥120,000 ¥162,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥140,000 ¥189,000 ¥280,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 

A6 ¥104,000 ¥140,000 ¥208,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 

A6フリー ¥154,000 ¥208,000 ¥308,000 ¥231,000 ¥308,000 ¥385,000 ¥174,000 ¥235,000 ¥348,000 ¥261,000 ¥348,000 ¥435,000 

1P ¥208,000 ¥281,000 ¥416,000 ¥312,000 ¥416,000 ¥520,000 ¥228,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥342,000 ¥456,000 ¥570,000 

1Pフリー ¥308,000 ¥416,000 ¥616,000 ¥462,000 ¥616,000 ¥770,000 ¥328,000 ¥443,000 ¥656,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 

2Pフリー ¥616,000 ¥832,000 ¥1,232,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥636,000 ¥859,000 ¥1,272,000 ¥954,000 ¥1,272,000 ¥1,590,000 

社員志向ユーザーへの
リーチを高めたい！社員志向ユーザーへの

リーチを高めたい！



スマホでも
探せます！

毎週月曜日発行

特 集 1 ここが自慢！

写真でいいとこ
全部見せます！特集

東西エリア版

※【東北】【北陸・甲信越①】【中国／四国】 A2の場合（税抜き）

1週掲載
￥20,000

タウンワーク
ネット4週

×4回 ＝ ￥80,000

￥40,000

従来

新商品

Webをメインに
お得な価格で掲載が可能に！

ポイント

2
【フリーペーパー4週 ＋ Web4週】

【フリーペーパー1週 ＋ Web4週】

フリーペーパーもついて
お得な価格で掲載が可能！

ポイント

2

※【東北】【北陸・甲信越①】【中国／四国】 A2の場合（税抜き）

1週掲載
￥20,000

タウンワーク
4週

×4回 ＝ ￥80,000

￥50,000

従来

新商品

【フリーペーパー4週 ＋ Web4週】

【フリーペーパー4週 ＋ Web4週】

■ 【北海道】札幌駅・大通・すすきの周辺版／札幌北部版／札幌南部版

掲載料金（税別）

■ 【北陸・甲信越②】富山・高岡版／福井版

■ 【東北】仙台中心部版／仙台北部版／仙台南部版 【北陸・甲信越①】新潟版／石川版  

複数週掲載
できる商品が

新登場！

1 週間 2週間 3週間 4週間

Web 1 週 Web 2 週 Web 3 週 Web 4 週

フリーペーパー 1 週 フリーペーパー 2 週 フリーペーパー 3 週 フリーペーパー 4 週
フリーペーパー

Web※

タウンワーク1週 タウンワーク2週 タウンワーク3週 タウンワーク4週

※PC／スマートフォン／モバイル／アプリ

Web 2 週

Web 4 週

フリーペーパー

1週間 2週間 3週間 4週間

Web※
or

フリーペーパー 1 週

※PC／スマートフォン／モバイル／アプリ

タウンワークネット 〈 2週／4週 〉 タウンワーク 〈 2週／3週／4週 〉

Webとフリーペーパーで
トータルアプローチする

求人メディア
タウンワーク

No.1※

20歳～29歳
22%

20歳未満
12%50歳以上

 24%

30歳～39歳
23%

40歳～49歳
19%

年齢
（フリー
ペーパー）

短大・大学・
専門学生
 14%

正・契・派社員
35%

主婦・主夫
21%

休職中・
その他
10%

高校生
7%

アルバイト・
パート
13%

職業
（フリー
ペーパー）

※検索エンジン出現率（2020年4月弊社調べ）、ブランド想起（2019年11月弊社調べ）において
※アグリゲーションサイト（複数のサービスから情報を集約し、まとめて提供するWebサイト）を除く

選べる2タイプの商品

フリーペーパーと連動するから
幅広い世代にアプローチが可能

ポイント

1

フリーペーパーは
幅広い年齢・職業の方に
ご利用いただいています

10代―20代の若年層を中心に
アプローチが可能

ポイント

1

20歳～29歳
45%

30歳～39歳
13%

40歳～49歳
13%

50歳以上
13%

20歳未満
16%

年齢
（Web）

職業
（Web）

短大・大学・
専門学生
 25%

高校生
10%

アルバイト・
パート
 24%

正・契・派社員
14%

主婦・
主夫
7%

休職中・
その他
20%

Webをメインに
求職者にアプローチしたい方へおすすめ！

フリーペーパー・Webの両方から
求職者にアプローチしたい方へおすすめ！

■ Webのユーザー属性 ■ フリーペーパーのユーザー属性

■ ユーザーリーチ

検索エンジンでの1位出現率
No.1

インターネットで検索した際、1位に出現す
るキーワード数がダントツ。求職者ごとに異
なる多様な検索条件にヒットします。

※大手検索エンジンでの弊社指定約1万ワードの検索結果
※アグリゲーションサイト（複数のサービスから情報を集約し、まとめて提供するWebサイト）を除く

他社求人サイトタウンワーク
A B
1.9％ 0.4％

37.9%

フリーペーパーのラック台数
全国7.5万台

全国7.5万ラックの圧倒的設置数！
多様なタッチポイントときめ細かな複数回配
送で、「印刷物で探したい」求職者に届きます。

2013 2015 2017 2020

7.5万
6万

ブランド想起
No.1

長年にわたる信頼と実績、継続的なプロモー
ション。『タウンワーク』は求職者に最も知
られている求人メディアです。

他社求人サイトタウンワーク
A B

35.2％

9.8％

54.8%

※求人広告の著作権は、（株）リクルートに帰属します。 ※求職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ご提供いただく場合があります。 ※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。 ※（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、原稿内容の変更をする場合があります。 ※広告プラン、ご掲載の内容によってはお申し込みの締
め切りが早まります。 ※原稿の締め切り曜日・時間は祝日などの関係で変更になる場合があります。また、

原稿締め切りとは原稿の最終入稿を終える時間です。 ※原則、締め切り後や掲載途中の原稿内容は修正で
きません。 ※弊社は、事前の通知なくサイトの保守・仕様変更、天災地変などのやむを得ない事情により、
サイトの運営を一時的に停止することがあります。また、冊子の配送遅延、発行日の変更、発行の中止をす
る場合があります。このような一時的な停止により発生する損害について弊社は一切の責任を負いかねま
す。 ※『タウンワークネット』『タウンワーク社員ネット』にご掲載の求人原稿は、掲載期間中でも、写真、募
集情報、応募ボタンなどのサイズやレイアウト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、

その他の目的・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。 ※『タウンワークネット』『タウンワーク社員ネット』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。 ※ご掲載の求人広告が、（株）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。 ※ご掲載いただいた求人情報は、『タウンワークネット』『タウンワーク社員ネット』『フロム・エー
ナビ』は30日間、掲載終了後もユーザーからの閲覧が可能です。これは、応募者が自身で応募した求人情報
の内容を確認できるようにするためです。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。 ※募集が終了した原稿については、ただちにご掲載を停止いた
だきますよう、お願いいたします。

掲載料金は右ページ・裏面をご確認ください掲載料金は右ページ・裏面をご確認ください

※年齢／職業（Web） ： タウン
ワーク応募者データ（2020年
1月〜3月）

※ 年齢／職業（フリーペーパー） 
： 調査会社によるフリーペー
パー（タウンワーク）の利用者
に対するアンケート調査（2020
年1月〜3月） 

Webからの応募の約6割が
10代−20代、

学生／アルバイト・パート

出典 ： 弊社調べ　2020年4月13日 出典 ： 弊社調べ（2020年4月現在）出典 ： 弊社調べ 2019年11月／アルバイト・パート領域調査

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2フォト ¥13,000 ¥18,000 ¥26,000 ¥19,500 ¥26,000 ¥32,500 ¥23,000 ¥32,000 ¥46,000 ¥34,500 ¥46,000 ¥57,500 

A3 ¥26,000 ¥35,000 ¥47,000 ¥39,000 ¥52,000 ¥65,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥65,000 ¥54,000 ¥72,000 ¥90,000 

A4 ¥39,000 ¥53,000 ¥69,000 ¥58,500 ¥78,000 ¥97,500 ¥49,000 ¥67,000 ¥87,000 ¥73,500 ¥98,000 ¥122,500 

A5 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 ¥70,000 ¥95,000 ¥140,000 ¥105,000 ¥140,000 ¥175,000 

A5フリー ¥75,000 ¥101,000 ¥150,000 ¥112,500 ¥150,000 ¥187,500 ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 

A6 ¥62,000 ¥84,000 ¥124,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 ¥82,000 ¥111,000 ¥164,000 ¥123,000 ¥164,000 ¥205,000 

A6フリー ¥93,000 ¥126,000 ¥186,000 ¥139,500 ¥186,000 ¥232,500 ¥113,000 ¥153,000 ¥226,000 ¥169,500 ¥226,000 ¥282,500 

1P ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 ¥144,000 ¥194,000 ¥288,000 ¥216,000 ¥288,000 ¥360,000 

1Pフリー ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥205,000 ¥277,000 ¥410,000 ¥307,500 ¥410,000 ¥512,500 

2Pフリー ¥370,000 ¥500,000 ¥740,000 ¥555,000 ¥740,000 ¥925,000 ¥390,000 ¥527,000 ¥780,000 ¥585,000 ¥780,000 ¥975,000 

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A4 ¥52,000 ¥70,000 ¥104,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥62,000 ¥83,000 ¥124,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 

A5 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 

A5フリー ¥120,000 ¥162,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥140,000 ¥189,000 ¥280,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 

A6 ¥104,000 ¥140,000 ¥208,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 

A6フリー ¥154,000 ¥208,000 ¥308,000 ¥231,000 ¥308,000 ¥385,000 ¥174,000 ¥235,000 ¥348,000 ¥261,000 ¥348,000 ¥435,000 

1P ¥208,000 ¥281,000 ¥416,000 ¥312,000 ¥416,000 ¥520,000 ¥228,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥342,000 ¥456,000 ¥570,000 

1Pフリー ¥308,000 ¥416,000 ¥616,000 ¥462,000 ¥616,000 ¥770,000 ¥328,000 ¥443,000 ¥656,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 

2Pフリー ¥616,000 ¥832,000 ¥1,232,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥636,000 ¥859,000 ¥1,272,000 ¥954,000 ¥1,272,000 ¥1,590,000 

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2／
A2フォト※ ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥26,000 ¥35,000 ¥52,000 ¥39,000 ¥52,000 ¥65,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥72,000 ¥54,000 ¥72,000 ¥90,000 

A4 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 ¥40,000 ¥55,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 

A5 ¥60,000 ¥81,000 ¥120,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥150,000 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 

A5フリー ¥90,000 ¥122,000 ¥180,000 ¥135,000 ¥180,000 ¥225,000 ¥110,000 ¥149,000 ¥220,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 

A6 ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 ¥115,000 ¥155,000 ¥230,000 ¥172,500 ¥230,000 ¥287,500 

A6フリー ¥142,000 ¥192,000 ¥284,000 ¥213,000 ¥284,000 ¥355,000 ¥162,000 ¥219,000 ¥324,000 ¥243,000 ¥324,000 ¥405,000 

1P ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥205,000 ¥277,000 ¥410,000 ¥307,500 ¥410,000 ¥512,500 

1Pフリー ¥277,000 ¥374,000 ¥554,000 ¥415,500 ¥554,000 ¥692,500 ¥297,000 ¥401,000 ¥594,000 ¥445,500 ¥594,000 ¥742,500 

2Pフリー ¥555,000 ¥749,000 ¥1,110,000 ¥832,500 ¥1,110,000 ¥1,387,500 ¥575,000 ¥776,000 ¥1,150,000 ¥862,500 ¥1,150,000 ¥1,437,500 

社員志向ユーザーへの
リーチを高めたい！

※福井版はA2プラン、富山・高岡版はA2フォトプランです。



スマホでも
探せます！

毎週月曜日発行

特 集 1 ここが自慢！

写真でいいとこ
全部見せます！特集

東西エリア版

※【東北】【北陸・甲信越①】【中国／四国】 A2の場合（税抜き）

1週掲載
￥20,000

タウンワーク
ネット4週

×4回 ＝ ￥80,000

￥40,000

従来

新商品

Webをメインに
お得な価格で掲載が可能に！

ポイント

2
【フリーペーパー4週 ＋ Web4週】

【フリーペーパー1週 ＋ Web4週】

フリーペーパーもついて
お得な価格で掲載が可能！

ポイント

2

※【東北】【北陸・甲信越①】【中国／四国】 A2の場合（税抜き）

1週掲載
￥20,000

タウンワーク
4週

×4回 ＝ ￥80,000

￥50,000

従来

新商品

【フリーペーパー4週 ＋ Web4週】

【フリーペーパー4週 ＋ Web4週】

■ 【北海道】札幌駅・大通・すすきの周辺版／札幌北部版／札幌南部版

掲載料金（税別）

■ 【北陸・甲信越②】富山・高岡版／福井版

■ 【東北】仙台中心部版／仙台北部版／仙台南部版 【北陸・甲信越①】新潟版／石川版  

複数週掲載
できる商品が

新登場！

1 週間 2週間 3週間 4週間

Web 1 週 Web 2 週 Web 3 週 Web 4 週

フリーペーパー 1 週 フリーペーパー 2 週 フリーペーパー 3 週 フリーペーパー 4 週
フリーペーパー

Web※

タウンワーク1週 タウンワーク2週 タウンワーク3週 タウンワーク4週

※PC／スマートフォン／モバイル／アプリ

Web 2 週

Web 4 週

フリーペーパー

1週間 2週間 3週間 4週間

Web※
or

フリーペーパー 1 週

※PC／スマートフォン／モバイル／アプリ

タウンワークネット 〈 2週／4週 〉 タウンワーク 〈 2週／3週／4週 〉

Webとフリーペーパーで
トータルアプローチする

求人メディア
タウンワーク

No.1※

20歳～29歳
22%

20歳未満
12%50歳以上

 24%

30歳～39歳
23%

40歳～49歳
19%

年齢
（フリー
ペーパー）

短大・大学・
専門学生
 14%

正・契・派社員
35%

主婦・主夫
21%

休職中・
その他
10%

高校生
7%

アルバイト・
パート
13%

職業
（フリー
ペーパー）

※検索エンジン出現率（2020年4月弊社調べ）、ブランド想起（2019年11月弊社調べ）において
※アグリゲーションサイト（複数のサービスから情報を集約し、まとめて提供するWebサイト）を除く

選べる2タイプの商品

フリーペーパーと連動するから
幅広い世代にアプローチが可能

ポイント

1

フリーペーパーは
幅広い年齢・職業の方に
ご利用いただいています

10代―20代の若年層を中心に
アプローチが可能

ポイント

1

20歳～29歳
45%

30歳～39歳
13%

40歳～49歳
13%

50歳以上
13%

20歳未満
16%

年齢
（Web）

職業
（Web）

短大・大学・
専門学生
 25%

高校生
10%

アルバイト・
パート
 24%

正・契・派社員
14%

主婦・
主夫
7%

休職中・
その他
20%

Webをメインに
求職者にアプローチしたい方へおすすめ！

フリーペーパー・Webの両方から
求職者にアプローチしたい方へおすすめ！

■ Webのユーザー属性 ■ フリーペーパーのユーザー属性

■ ユーザーリーチ

検索エンジンでの1位出現率
No.1

インターネットで検索した際、1位に出現す
るキーワード数がダントツ。求職者ごとに異
なる多様な検索条件にヒットします。

※大手検索エンジンでの弊社指定約1万ワードの検索結果
※アグリゲーションサイト（複数のサービスから情報を集約し、まとめて提供するWebサイト）を除く

他社求人サイトタウンワーク
A B
1.9％ 0.4％

37.9%

フリーペーパーのラック台数
全国7.5万台

全国7.5万ラックの圧倒的設置数！
多様なタッチポイントときめ細かな複数回配
送で、「印刷物で探したい」求職者に届きます。

2013 2015 2017 2020

7.5万
6万

ブランド想起
No.1

長年にわたる信頼と実績、継続的なプロモー
ション。『タウンワーク』は求職者に最も知
られている求人メディアです。

他社求人サイトタウンワーク
A B

35.2％

9.8％

54.8%

※求人広告の著作権は、（株）リクルートに帰属します。 ※求職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ご提供いただく場合があります。 ※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。 ※（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、原稿内容の変更をする場合があります。 ※広告プラン、ご掲載の内容によってはお申し込みの締
め切りが早まります。 ※原稿の締め切り曜日・時間は祝日などの関係で変更になる場合があります。また、

原稿締め切りとは原稿の最終入稿を終える時間です。 ※原則、締め切り後や掲載途中の原稿内容は修正で
きません。 ※弊社は、事前の通知なくサイトの保守・仕様変更、天災地変などのやむを得ない事情により、
サイトの運営を一時的に停止することがあります。また、冊子の配送遅延、発行日の変更、発行の中止をす
る場合があります。このような一時的な停止により発生する損害について弊社は一切の責任を負いかねま
す。 ※『タウンワークネット』『タウンワーク社員ネット』にご掲載の求人原稿は、掲載期間中でも、写真、募
集情報、応募ボタンなどのサイズやレイアウト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、

その他の目的・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。 ※『タウンワークネット』『タウンワーク社員ネット』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。 ※ご掲載の求人広告が、（株）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。 ※ご掲載いただいた求人情報は、『タウンワークネット』『タウンワーク社員ネット』『フロム・エー
ナビ』は30日間、掲載終了後もユーザーからの閲覧が可能です。これは、応募者が自身で応募した求人情報
の内容を確認できるようにするためです。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。 ※募集が終了した原稿については、ただちにご掲載を停止いた
だきますよう、お願いいたします。

掲載料金は右ページ・裏面をご確認ください掲載料金は右ページ・裏面をご確認ください

※年齢／職業（Web） ： タウン
ワーク応募者データ（2020年
1月〜3月）

※ 年齢／職業（フリーペーパー） 
： 調査会社によるフリーペー
パー（タウンワーク）の利用者
に対するアンケート調査（2020
年1月〜3月） 

Webからの応募の約6割が
10代−20代、

学生／アルバイト・パート

出典 ： 弊社調べ　2020年4月13日 出典 ： 弊社調べ（2020年4月現在）出典 ： 弊社調べ 2019年11月／アルバイト・パート領域調査

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2フォト ¥13,000 ¥18,000 ¥26,000 ¥19,500 ¥26,000 ¥32,500 ¥23,000 ¥32,000 ¥46,000 ¥34,500 ¥46,000 ¥57,500 

A3 ¥26,000 ¥35,000 ¥47,000 ¥39,000 ¥52,000 ¥65,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥65,000 ¥54,000 ¥72,000 ¥90,000 

A4 ¥39,000 ¥53,000 ¥69,000 ¥58,500 ¥78,000 ¥97,500 ¥49,000 ¥67,000 ¥87,000 ¥73,500 ¥98,000 ¥122,500 

A5 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 ¥70,000 ¥95,000 ¥140,000 ¥105,000 ¥140,000 ¥175,000 

A5フリー ¥75,000 ¥101,000 ¥150,000 ¥112,500 ¥150,000 ¥187,500 ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 

A6 ¥62,000 ¥84,000 ¥124,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 ¥82,000 ¥111,000 ¥164,000 ¥123,000 ¥164,000 ¥205,000 

A6フリー ¥93,000 ¥126,000 ¥186,000 ¥139,500 ¥186,000 ¥232,500 ¥113,000 ¥153,000 ¥226,000 ¥169,500 ¥226,000 ¥282,500 

1P ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 ¥144,000 ¥194,000 ¥288,000 ¥216,000 ¥288,000 ¥360,000 

1Pフリー ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥205,000 ¥277,000 ¥410,000 ¥307,500 ¥410,000 ¥512,500 

2Pフリー ¥370,000 ¥500,000 ¥740,000 ¥555,000 ¥740,000 ¥925,000 ¥390,000 ¥527,000 ¥780,000 ¥585,000 ¥780,000 ¥975,000 

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A4 ¥52,000 ¥70,000 ¥104,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥62,000 ¥83,000 ¥124,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 

A5 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 

A5フリー ¥120,000 ¥162,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥140,000 ¥189,000 ¥280,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 

A6 ¥104,000 ¥140,000 ¥208,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 

A6フリー ¥154,000 ¥208,000 ¥308,000 ¥231,000 ¥308,000 ¥385,000 ¥174,000 ¥235,000 ¥348,000 ¥261,000 ¥348,000 ¥435,000 

1P ¥208,000 ¥281,000 ¥416,000 ¥312,000 ¥416,000 ¥520,000 ¥228,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥342,000 ¥456,000 ¥570,000 

1Pフリー ¥308,000 ¥416,000 ¥616,000 ¥462,000 ¥616,000 ¥770,000 ¥328,000 ¥443,000 ¥656,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 

2Pフリー ¥616,000 ¥832,000 ¥1,232,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥636,000 ¥859,000 ¥1,272,000 ¥954,000 ¥1,272,000 ¥1,590,000 

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2／
A2フォト※ ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥26,000 ¥35,000 ¥52,000 ¥39,000 ¥52,000 ¥65,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥72,000 ¥54,000 ¥72,000 ¥90,000 

A4 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 ¥40,000 ¥55,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 

A5 ¥60,000 ¥81,000 ¥120,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥150,000 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 

A5フリー ¥90,000 ¥122,000 ¥180,000 ¥135,000 ¥180,000 ¥225,000 ¥110,000 ¥149,000 ¥220,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 

A6 ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 ¥115,000 ¥155,000 ¥230,000 ¥172,500 ¥230,000 ¥287,500 

A6フリー ¥142,000 ¥192,000 ¥284,000 ¥213,000 ¥284,000 ¥355,000 ¥162,000 ¥219,000 ¥324,000 ¥243,000 ¥324,000 ¥405,000 

1P ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥205,000 ¥277,000 ¥410,000 ¥307,500 ¥410,000 ¥512,500 

1Pフリー ¥277,000 ¥374,000 ¥554,000 ¥415,500 ¥554,000 ¥692,500 ¥297,000 ¥401,000 ¥594,000 ¥445,500 ¥594,000 ¥742,500 

2Pフリー ¥555,000 ¥749,000 ¥1,110,000 ¥832,500 ¥1,110,000 ¥1,387,500 ¥575,000 ¥776,000 ¥1,150,000 ¥862,500 ¥1,150,000 ¥1,437,500 

社員志向ユーザーへの
リーチを高めたい！

※福井版はA2プラン、富山・高岡版はA2フォトプランです。



スマホでも
探せます！

毎週月曜日発行

特 集 1 ここが自慢！

写真でいいとこ
全部見せます！特集

東西エリア版

※【東北】【北陸・甲信越①】【中国／四国】 A2の場合（税抜き）

1週掲載
￥20,000

タウンワーク
ネット4週

×4回 ＝ ￥80,000

￥40,000

従来

新商品

Webをメインに
お得な価格で掲載が可能に！

ポイント

2
【フリーペーパー4週 ＋ Web4週】

【フリーペーパー1週 ＋ Web4週】

フリーペーパーもついて
お得な価格で掲載が可能！

ポイント

2

※【東北】【北陸・甲信越①】【中国／四国】 A2の場合（税抜き）

1週掲載
￥20,000

タウンワーク
4週

×4回 ＝ ￥80,000

￥50,000

従来

新商品

【フリーペーパー4週 ＋ Web4週】

【フリーペーパー4週 ＋ Web4週】

■ 【北海道】札幌駅・大通・すすきの周辺版／札幌北部版／札幌南部版

掲載料金（税別）

■ 【北陸・甲信越②】富山・高岡版／福井版

■ 【東北】仙台中心部版／仙台北部版／仙台南部版 【北陸・甲信越①】新潟版／石川版  

複数週掲載
できる商品が

新登場！

1 週間 2週間 3週間 4週間

Web 1 週 Web 2 週 Web 3 週 Web 4 週

フリーペーパー 1 週 フリーペーパー 2 週 フリーペーパー 3 週 フリーペーパー 4 週
フリーペーパー

Web※

タウンワーク1週 タウンワーク2週 タウンワーク3週 タウンワーク4週

※PC／スマートフォン／モバイル／アプリ

Web 2 週

Web 4 週

フリーペーパー

1週間 2週間 3週間 4週間

Web※
or

フリーペーパー 1 週

※PC／スマートフォン／モバイル／アプリ

タウンワークネット 〈 2週／4週 〉 タウンワーク 〈 2週／3週／4週 〉

Webとフリーペーパーで
トータルアプローチする

求人メディア
タウンワーク

No.1※

20歳～29歳
22%

20歳未満
12%50歳以上

 24%

30歳～39歳
23%

40歳～49歳
19%

年齢
（フリー
ペーパー）

短大・大学・
専門学生
 14%

正・契・派社員
35%

主婦・主夫
21%

休職中・
その他
10%

高校生
7%

アルバイト・
パート
13%

職業
（フリー
ペーパー）

※検索エンジン出現率（2020年4月弊社調べ）、ブランド想起（2019年11月弊社調べ）において
※アグリゲーションサイト（複数のサービスから情報を集約し、まとめて提供するWebサイト）を除く

選べる2タイプの商品

フリーペーパーと連動するから
幅広い世代にアプローチが可能

ポイント

1

フリーペーパーは
幅広い年齢・職業の方に
ご利用いただいています

10代―20代の若年層を中心に
アプローチが可能

ポイント

1

20歳～29歳
45%

30歳～39歳
13%

40歳～49歳
13%

50歳以上
13%

20歳未満
16%

年齢
（Web）

職業
（Web）

短大・大学・
専門学生
 25%

高校生
10%

アルバイト・
パート
 24%

正・契・派社員
14%

主婦・
主夫
7%

休職中・
その他
20%

Webをメインに
求職者にアプローチしたい方へおすすめ！

フリーペーパー・Webの両方から
求職者にアプローチしたい方へおすすめ！

■ Webのユーザー属性 ■ フリーペーパーのユーザー属性

■ ユーザーリーチ

検索エンジンでの1位出現率
No.1

インターネットで検索した際、1位に出現す
るキーワード数がダントツ。求職者ごとに異
なる多様な検索条件にヒットします。

※大手検索エンジンでの弊社指定約1万ワードの検索結果
※アグリゲーションサイト（複数のサービスから情報を集約し、まとめて提供するWebサイト）を除く

他社求人サイトタウンワーク
A B
1.9％ 0.4％

37.9%

フリーペーパーのラック台数
全国7.5万台

全国7.5万ラックの圧倒的設置数！
多様なタッチポイントときめ細かな複数回配
送で、「印刷物で探したい」求職者に届きます。

2013 2015 2017 2020

7.5万
6万

ブランド想起
No.1

長年にわたる信頼と実績、継続的なプロモー
ション。『タウンワーク』は求職者に最も知
られている求人メディアです。

他社求人サイトタウンワーク
A B

35.2％

9.8％

54.8%

※求人広告の著作権は、（株）リクルートに帰属します。 ※求職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ご提供いただく場合があります。 ※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。 ※（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、原稿内容の変更をする場合があります。 ※広告プラン、ご掲載の内容によってはお申し込みの締
め切りが早まります。 ※原稿の締め切り曜日・時間は祝日などの関係で変更になる場合があります。また、

原稿締め切りとは原稿の最終入稿を終える時間です。 ※原則、締め切り後や掲載途中の原稿内容は修正で
きません。 ※弊社は、事前の通知なくサイトの保守・仕様変更、天災地変などのやむを得ない事情により、
サイトの運営を一時的に停止することがあります。また、冊子の配送遅延、発行日の変更、発行の中止をす
る場合があります。このような一時的な停止により発生する損害について弊社は一切の責任を負いかねま
す。 ※『タウンワークネット』『タウンワーク社員ネット』にご掲載の求人原稿は、掲載期間中でも、写真、募
集情報、応募ボタンなどのサイズやレイアウト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、

その他の目的・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。 ※『タウンワークネット』『タウンワーク社員ネット』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。 ※ご掲載の求人広告が、（株）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。 ※ご掲載いただいた求人情報は、『タウンワークネット』『タウンワーク社員ネット』『フロム・エー
ナビ』は30日間、掲載終了後もユーザーからの閲覧が可能です。これは、応募者が自身で応募した求人情報
の内容を確認できるようにするためです。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。 ※募集が終了した原稿については、ただちにご掲載を停止いた
だきますよう、お願いいたします。

掲載料金は右ページ・裏面をご確認ください掲載料金は右ページ・裏面をご確認ください

※年齢／職業（Web） ： タウン
ワーク応募者データ（2020年
1月〜3月）

※ 年齢／職業（フリーペーパー） 
： 調査会社によるフリーペー
パー（タウンワーク）の利用者
に対するアンケート調査（2020
年1月〜3月） 

Webからの応募の約6割が
10代−20代、

学生／アルバイト・パート

出典 ： 弊社調べ　2020年4月13日 出典 ： 弊社調べ（2020年4月現在）出典 ： 弊社調べ 2019年11月／アルバイト・パート領域調査

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2フォト ¥13,000 ¥18,000 ¥26,000 ¥19,500 ¥26,000 ¥32,500 ¥23,000 ¥32,000 ¥46,000 ¥34,500 ¥46,000 ¥57,500 

A3 ¥26,000 ¥35,000 ¥47,000 ¥39,000 ¥52,000 ¥65,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥65,000 ¥54,000 ¥72,000 ¥90,000 

A4 ¥39,000 ¥53,000 ¥69,000 ¥58,500 ¥78,000 ¥97,500 ¥49,000 ¥67,000 ¥87,000 ¥73,500 ¥98,000 ¥122,500 

A5 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 ¥70,000 ¥95,000 ¥140,000 ¥105,000 ¥140,000 ¥175,000 

A5フリー ¥75,000 ¥101,000 ¥150,000 ¥112,500 ¥150,000 ¥187,500 ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 

A6 ¥62,000 ¥84,000 ¥124,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 ¥82,000 ¥111,000 ¥164,000 ¥123,000 ¥164,000 ¥205,000 

A6フリー ¥93,000 ¥126,000 ¥186,000 ¥139,500 ¥186,000 ¥232,500 ¥113,000 ¥153,000 ¥226,000 ¥169,500 ¥226,000 ¥282,500 

1P ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 ¥144,000 ¥194,000 ¥288,000 ¥216,000 ¥288,000 ¥360,000 

1Pフリー ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥205,000 ¥277,000 ¥410,000 ¥307,500 ¥410,000 ¥512,500 

2Pフリー ¥370,000 ¥500,000 ¥740,000 ¥555,000 ¥740,000 ¥925,000 ¥390,000 ¥527,000 ¥780,000 ¥585,000 ¥780,000 ¥975,000 

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A4 ¥52,000 ¥70,000 ¥104,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥62,000 ¥83,000 ¥124,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 

A5 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 

A5フリー ¥120,000 ¥162,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥140,000 ¥189,000 ¥280,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 

A6 ¥104,000 ¥140,000 ¥208,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 

A6フリー ¥154,000 ¥208,000 ¥308,000 ¥231,000 ¥308,000 ¥385,000 ¥174,000 ¥235,000 ¥348,000 ¥261,000 ¥348,000 ¥435,000 

1P ¥208,000 ¥281,000 ¥416,000 ¥312,000 ¥416,000 ¥520,000 ¥228,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥342,000 ¥456,000 ¥570,000 

1Pフリー ¥308,000 ¥416,000 ¥616,000 ¥462,000 ¥616,000 ¥770,000 ¥328,000 ¥443,000 ¥656,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 

2Pフリー ¥616,000 ¥832,000 ¥1,232,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥636,000 ¥859,000 ¥1,272,000 ¥954,000 ¥1,272,000 ¥1,590,000 

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2／
A2フォト※ ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥26,000 ¥35,000 ¥52,000 ¥39,000 ¥52,000 ¥65,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥72,000 ¥54,000 ¥72,000 ¥90,000 

A4 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 ¥40,000 ¥55,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 

A5 ¥60,000 ¥81,000 ¥120,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥150,000 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 

A5フリー ¥90,000 ¥122,000 ¥180,000 ¥135,000 ¥180,000 ¥225,000 ¥110,000 ¥149,000 ¥220,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 

A6 ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 ¥115,000 ¥155,000 ¥230,000 ¥172,500 ¥230,000 ¥287,500 

A6フリー ¥142,000 ¥192,000 ¥284,000 ¥213,000 ¥284,000 ¥355,000 ¥162,000 ¥219,000 ¥324,000 ¥243,000 ¥324,000 ¥405,000 

1P ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥205,000 ¥277,000 ¥410,000 ¥307,500 ¥410,000 ¥512,500 

1Pフリー ¥277,000 ¥374,000 ¥554,000 ¥415,500 ¥554,000 ¥692,500 ¥297,000 ¥401,000 ¥594,000 ¥445,500 ¥594,000 ¥742,500 

2Pフリー ¥555,000 ¥749,000 ¥1,110,000 ¥832,500 ¥1,110,000 ¥1,387,500 ¥575,000 ¥776,000 ¥1,150,000 ¥862,500 ¥1,150,000 ¥1,437,500 

社員志向ユーザーへの
リーチを高めたい！

※福井版はA2プラン、富山・高岡版はA2フォトプランです。



お得な価格で

複数週掲載

新登場！＊

※検索エンジン出現率（2020年4月弊社調べ）、ブランド想起（2019年11月弊社調べ）において
※アグリゲーションサイト（複数のサービスから情報を集約し、まとめて提供するWebサイト）を除く
＊2020年7月27日号よりご利用いただけます

タウンワークネット https://townwork.net/ タウンワーク 検索 東西エリア

タウンワークネット 2週／4週

タウンワーク 2週／3週／4週

2020年7月−9月

[ MEDIA GUIDE ]

スマホでも
探せます！

毎週月曜日発行

特 集 1 ここが自慢！

写真でいいとこ
全部見せます！特集

東西エリア版

Webとフリーペーパーで
トータルにアプローチする

No.1求人メディア※ 

掲載料金（税別）

■ 【九州③】久留米・鳥栖・佐賀版／長崎版／大分版／宮崎版／鹿児島版■ 【中国／四国】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

掲載料金（税別）

＼ 目的に合わせて選べるオプションもご用意しています ／

ご掲載のお申込み・サービス内容の詳細は、担当営業までお気軽にお問い合わせください。

掲載料金 掲載料金 掲載料金
＋ 20,000円
〜 50,000円

＋ 8,000円
〜 16,000円

＋ 10,000円
＋ 20,000円

掲載場所別で
2種ご用意！

プラン別で
4種ご用意！

プラン別で
3種ご用意！

タウンワーク内で
原稿の露出を高めたい！

求人メディアにも掲載しながら
自社採用サイトも作りたい！

タウンワーク以外からの
露出を高めたい！

※本メディアガイドの内容は、2020年7月1日時点の情報です。予告なく変更する場合があります。 ※本メディアガイドに表示する掲載料金には消費税は含まれません。 掲載料金には制作進行料金が含まれます。※掲載料
金の他に、原稿作成に関わる写真撮影料金やイラスト作成料金が発生する場合があります。 ※本メディアガイドで使用している画像はイメージです。色、デザイン、大きさなどは実際のものとは異なる場合があります。

※「連載パック」は2020年7月20日号を以ってサービスを終了させていただきます。

※久留米・鳥栖・佐賀版はA2プラン、長崎版／大分版／宮崎版／鹿児島版はA2フォトプランです。

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A4 ¥52,000 ¥70,000 ¥104,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥62,000 ¥83,000 ¥124,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 

A5 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 

A5フリー ¥120,000 ¥162,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥140,000 ¥189,000 ¥280,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 

A6 ¥104,000 ¥140,000 ¥208,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 

A6フリー ¥154,000 ¥208,000 ¥308,000 ¥231,000 ¥308,000 ¥385,000 ¥174,000 ¥235,000 ¥348,000 ¥261,000 ¥348,000 ¥435,000 

1P ¥208,000 ¥281,000 ¥416,000 ¥312,000 ¥416,000 ¥520,000 ¥228,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥342,000 ¥456,000 ¥570,000 

1Pフリー ¥308,000 ¥416,000 ¥616,000 ¥462,000 ¥616,000 ¥770,000 ¥328,000 ¥443,000 ¥656,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 

2Pフリー ¥616,000 ¥832,000 ¥1,232,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥636,000 ¥859,000 ¥1,272,000 ¥954,000 ¥1,272,000 ¥1,590,000 

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2／
A2フォト※ ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 ¥40,000 ¥55,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 

A4 ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A5 ¥60,000 ¥81,000 ¥120,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥150,000 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 

A5フリー ¥90,000 ¥122,000 ¥180,000 ¥135,000 ¥180,000 ¥225,000 ¥110,000 ¥149,000 ¥220,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 

A6 ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 ¥115,000 ¥155,000 ¥230,000 ¥172,500 ¥230,000 ¥287,500 

A6フリー ¥142,000 ¥192,000 ¥284,000 ¥213,000 ¥284,000 ¥355,000 ¥162,000 ¥219,000 ¥324,000 ¥243,000 ¥324,000 ¥405,000 

1P ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥205,000 ¥277,000 ¥410,000 ¥307,500 ¥410,000 ¥512,500 

1Pフリー ¥277,000 ¥374,000 ¥554,000 ¥415,500 ¥554,000 ¥692,500 ¥297,000 ¥401,000 ¥594,000 ¥445,500 ¥594,000 ¥742,500 

2Pフリー ¥555,000 ¥749,000 ¥1,110,000 ¥832,500 ¥1,110,000 ¥1,387,500 ¥575,000 ¥776,000 ¥1,150,000 ¥862,500 ¥1,150,000 ¥1,437,500 

■ 【九州④】熊本中心部版／熊本北部版／熊本南部版

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2フォト ¥15,000 ¥18,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥27,500 ¥35,000 ¥25,000 ¥30,000 ¥50,000 ¥34,000 ¥46,500 ¥59,000 

A3 ¥30,000 ¥36,000 ¥60,000 ¥40,000 ¥55,000 ¥70,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥80,000 ¥54,000 ¥74,000 ¥94,000 

A4 ¥40,000 ¥48,000 ¥80,000 ¥53,000 ¥73,000 ¥93,000 ¥50,000 ¥60,000 ¥100,000 ¥66,000 ¥91,000 ¥116,000 

A5 ¥60,000 ¥72,000 ¥120,000 ¥80,000 ¥110,000 ¥140,000 ¥80,000 ¥96,000 ¥160,000 ¥107,000 ¥147,000 ¥187,000 

A5フリー ¥90,000 ¥108,000 ¥180,000 ¥120,000 ¥165,000 ¥210,000 ¥110,000 ¥132,000 ¥220,000 ¥147,000 ¥202,000 ¥257,000 

A6 ¥95,000 ¥113,000 ¥190,000 ¥126,000 ¥173,500 ¥221,000 ¥115,000 ¥137,000 ¥230,000 ¥153,000 ¥210,500 ¥268,000 

A6フリー ¥142,000 ¥170,000 ¥284,000 ¥189,000 ¥260,000 ¥331,000 ¥162,000 ¥194,000 ¥324,000 ¥216,000 ¥297,000 ¥378,000 

1P ¥185,000 ¥221,000 ¥370,000 ¥246,000 ¥338,500 ¥431,000 ¥205,000 ¥245,000 ¥410,000 ¥275,000 ¥377,500 ¥480,000 

1Pフリー ¥277,000 ¥331,000 ¥554,000 ¥368,000 ¥506,500 ¥645,000 ¥297,000 ¥355,000 ¥594,000 ¥395,000 ¥543,500 ¥692,000 

2Pフリー ¥555,000 ¥664,000 ¥1,110,000 ¥738,000 ¥1,015,500 ¥1,293,000 ¥575,000 ¥688,000 ¥1,150,000 ¥765,000 ¥1,052,500 ¥1,340,000 

■ 【九州①】博多・天神版

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥12,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥22,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥24,000 ¥32,000 ¥48,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥60,000 ¥34,000 ¥45,000 ¥68,000 ¥51,000 ¥68,000 ¥85,000 

A3 ¥48,000 ¥60,000 ¥83,000 ¥72,000 ¥96,000 ¥120,000 ¥58,000 ¥73,000 ¥100,000 ¥87,000 ¥116,000 ¥145,000 

A4 ¥58,000 ¥73,000 ¥100,000 ¥87,000 ¥116,000 ¥145,000 ¥68,000 ¥86,000 ¥117,000 ¥102,000 ¥136,000 ¥170,000 

A5 ¥96,000 ¥130,000 ¥192,000 ¥144,000 ¥192,000 ¥240,000 ¥116,000 ¥157,000 ¥232,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 

A5フリー ¥136,000 ¥184,000 ¥272,000 ¥204,000 ¥272,000 ¥340,000 ¥156,000 ¥211,000 ¥312,000 ¥234,000 ¥312,000 ¥390,000 

A6 ¥116,000 ¥157,000 ¥232,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 ¥136,000 ¥184,000 ¥272,000 ¥204,000 ¥272,000 ¥340,000 

A6フリー ¥166,000 ¥224,000 ¥332,000 ¥249,000 ¥332,000 ¥415,000 ¥186,000 ¥251,000 ¥372,000 ¥279,000 ¥372,000 ¥465,000 

1P ¥232,000 ¥313,000 ¥464,000 ¥348,000 ¥464,000 ¥580,000 ¥252,000 ¥340,000 ¥504,000 ¥378,000 ¥504,000 ¥630,000 

1Pフリー ¥332,000 ¥448,000 ¥664,000 ¥498,000 ¥664,000 ¥830,000 ¥352,000 ¥475,000 ¥704,000 ¥528,000 ¥704,000 ¥880,000 

2Pフリー ¥664,000 ¥896,000 ¥1,328,000 ¥996,000 ¥1,328,000 ¥1,660,000 ¥684,000 ¥923,000 ¥1,368,000 ¥1,026,000 ¥1,368,000 ¥1,710,000 

■ 【九州②】福岡東版／福岡西版／福岡南版／小倉・苅田・行橋・下関版／八幡・遠賀・飯塚版

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥40,000 ¥52,000 ¥75,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥65,000 ¥94,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A4 ¥52,000 ¥67,000 ¥94,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥62,000 ¥80,000 ¥112,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 

A5 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 

A5フリー ¥120,000 ¥162,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥140,000 ¥189,000 ¥280,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 

A6 ¥104,000 ¥140,000 ¥208,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 

A6フリー ¥154,000 ¥208,000 ¥308,000 ¥231,000 ¥308,000 ¥385,000 ¥174,000 ¥235,000 ¥348,000 ¥261,000 ¥348,000 ¥435,000 

1P ¥208,000 ¥281,000 ¥416,000 ¥312,000 ¥416,000 ¥520,000 ¥228,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥342,000 ¥456,000 ¥570,000 

1Pフリー ¥308,000 ¥416,000 ¥616,000 ¥462,000 ¥616,000 ¥770,000 ¥328,000 ¥443,000 ¥656,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 

2Pフリー ¥616,000 ¥832,000 ¥1,232,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥636,000 ¥859,000 ¥1,272,000 ¥954,000 ¥1,272,000 ¥1,590,000 

社員志向ユーザーへの
リーチを高めたい！社員志向ユーザーへの

リーチを高めたい！



お得な価格で

複数週掲載

新登場！＊

※検索エンジン出現率（2020年4月弊社調べ）、ブランド想起（2019年11月弊社調べ）において
※アグリゲーションサイト（複数のサービスから情報を集約し、まとめて提供するWebサイト）を除く
＊2020年7月27日号よりご利用いただけます

タウンワークネット https://townwork.net/ タウンワーク 検索 東西エリア

タウンワークネット 2週／4週

タウンワーク 2週／3週／4週

2020年7月−9月

[ MEDIA GUIDE ]

スマホでも
探せます！

毎週月曜日発行

特 集 1 ここが自慢！

写真でいいとこ
全部見せます！特集

東西エリア版

Webとフリーペーパーで
トータルにアプローチする

No.1求人メディア※ 

掲載料金（税別）

■ 【九州③】久留米・鳥栖・佐賀版／長崎版／大分版／宮崎版／鹿児島版■ 【中国／四国】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

掲載料金（税別）

＼ 目的に合わせて選べるオプションもご用意しています ／

ご掲載のお申込み・サービス内容の詳細は、担当営業までお気軽にお問い合わせください。

掲載料金 掲載料金 掲載料金
＋ 20,000円
〜 50,000円

＋ 8,000円
〜 16,000円

＋ 10,000円
＋ 20,000円

掲載場所別で
2種ご用意！

プラン別で
4種ご用意！

プラン別で
3種ご用意！

タウンワーク内で
原稿の露出を高めたい！

求人メディアにも掲載しながら
自社採用サイトも作りたい！

タウンワーク以外からの
露出を高めたい！

※本メディアガイドの内容は、2020年7月1日時点の情報です。予告なく変更する場合があります。 ※本メディアガイドに表示する掲載料金には消費税は含まれません。 掲載料金には制作進行料金が含まれます。※掲載料
金の他に、原稿作成に関わる写真撮影料金やイラスト作成料金が発生する場合があります。 ※本メディアガイドで使用している画像はイメージです。色、デザイン、大きさなどは実際のものとは異なる場合があります。

※「連載パック」は2020年7月20日号を以ってサービスを終了させていただきます。

※久留米・鳥栖・佐賀版はA2プラン、長崎版／大分版／宮崎版／鹿児島版はA2フォトプランです。

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A4 ¥52,000 ¥70,000 ¥104,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥62,000 ¥83,000 ¥124,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 

A5 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 

A5フリー ¥120,000 ¥162,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥140,000 ¥189,000 ¥280,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 

A6 ¥104,000 ¥140,000 ¥208,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 

A6フリー ¥154,000 ¥208,000 ¥308,000 ¥231,000 ¥308,000 ¥385,000 ¥174,000 ¥235,000 ¥348,000 ¥261,000 ¥348,000 ¥435,000 

1P ¥208,000 ¥281,000 ¥416,000 ¥312,000 ¥416,000 ¥520,000 ¥228,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥342,000 ¥456,000 ¥570,000 

1Pフリー ¥308,000 ¥416,000 ¥616,000 ¥462,000 ¥616,000 ¥770,000 ¥328,000 ¥443,000 ¥656,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 

2Pフリー ¥616,000 ¥832,000 ¥1,232,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥636,000 ¥859,000 ¥1,272,000 ¥954,000 ¥1,272,000 ¥1,590,000 

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2／
A2フォト※ ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 ¥40,000 ¥55,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 

A4 ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥68,000 ¥100,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A5 ¥60,000 ¥81,000 ¥120,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥150,000 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 

A5フリー ¥90,000 ¥122,000 ¥180,000 ¥135,000 ¥180,000 ¥225,000 ¥110,000 ¥149,000 ¥220,000 ¥165,000 ¥220,000 ¥275,000 

A6 ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 ¥115,000 ¥155,000 ¥230,000 ¥172,500 ¥230,000 ¥287,500 

A6フリー ¥142,000 ¥192,000 ¥284,000 ¥213,000 ¥284,000 ¥355,000 ¥162,000 ¥219,000 ¥324,000 ¥243,000 ¥324,000 ¥405,000 

1P ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥205,000 ¥277,000 ¥410,000 ¥307,500 ¥410,000 ¥512,500 

1Pフリー ¥277,000 ¥374,000 ¥554,000 ¥415,500 ¥554,000 ¥692,500 ¥297,000 ¥401,000 ¥594,000 ¥445,500 ¥594,000 ¥742,500 

2Pフリー ¥555,000 ¥749,000 ¥1,110,000 ¥832,500 ¥1,110,000 ¥1,387,500 ¥575,000 ¥776,000 ¥1,150,000 ¥862,500 ¥1,150,000 ¥1,437,500 

■ 【九州④】熊本中心部版／熊本北部版／熊本南部版

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2フォト ¥15,000 ¥18,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥27,500 ¥35,000 ¥25,000 ¥30,000 ¥50,000 ¥34,000 ¥46,500 ¥59,000 

A3 ¥30,000 ¥36,000 ¥60,000 ¥40,000 ¥55,000 ¥70,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥80,000 ¥54,000 ¥74,000 ¥94,000 

A4 ¥40,000 ¥48,000 ¥80,000 ¥53,000 ¥73,000 ¥93,000 ¥50,000 ¥60,000 ¥100,000 ¥66,000 ¥91,000 ¥116,000 

A5 ¥60,000 ¥72,000 ¥120,000 ¥80,000 ¥110,000 ¥140,000 ¥80,000 ¥96,000 ¥160,000 ¥107,000 ¥147,000 ¥187,000 

A5フリー ¥90,000 ¥108,000 ¥180,000 ¥120,000 ¥165,000 ¥210,000 ¥110,000 ¥132,000 ¥220,000 ¥147,000 ¥202,000 ¥257,000 

A6 ¥95,000 ¥113,000 ¥190,000 ¥126,000 ¥173,500 ¥221,000 ¥115,000 ¥137,000 ¥230,000 ¥153,000 ¥210,500 ¥268,000 

A6フリー ¥142,000 ¥170,000 ¥284,000 ¥189,000 ¥260,000 ¥331,000 ¥162,000 ¥194,000 ¥324,000 ¥216,000 ¥297,000 ¥378,000 

1P ¥185,000 ¥221,000 ¥370,000 ¥246,000 ¥338,500 ¥431,000 ¥205,000 ¥245,000 ¥410,000 ¥275,000 ¥377,500 ¥480,000 

1Pフリー ¥277,000 ¥331,000 ¥554,000 ¥368,000 ¥506,500 ¥645,000 ¥297,000 ¥355,000 ¥594,000 ¥395,000 ¥543,500 ¥692,000 

2Pフリー ¥555,000 ¥664,000 ¥1,110,000 ¥738,000 ¥1,015,500 ¥1,293,000 ¥575,000 ¥688,000 ¥1,150,000 ¥765,000 ¥1,052,500 ¥1,340,000 

■ 【九州①】博多・天神版

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥12,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥22,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥24,000 ¥32,000 ¥48,000 ¥36,000 ¥48,000 ¥60,000 ¥34,000 ¥45,000 ¥68,000 ¥51,000 ¥68,000 ¥85,000 

A3 ¥48,000 ¥60,000 ¥83,000 ¥72,000 ¥96,000 ¥120,000 ¥58,000 ¥73,000 ¥100,000 ¥87,000 ¥116,000 ¥145,000 

A4 ¥58,000 ¥73,000 ¥100,000 ¥87,000 ¥116,000 ¥145,000 ¥68,000 ¥86,000 ¥117,000 ¥102,000 ¥136,000 ¥170,000 

A5 ¥96,000 ¥130,000 ¥192,000 ¥144,000 ¥192,000 ¥240,000 ¥116,000 ¥157,000 ¥232,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 

A5フリー ¥136,000 ¥184,000 ¥272,000 ¥204,000 ¥272,000 ¥340,000 ¥156,000 ¥211,000 ¥312,000 ¥234,000 ¥312,000 ¥390,000 

A6 ¥116,000 ¥157,000 ¥232,000 ¥174,000 ¥232,000 ¥290,000 ¥136,000 ¥184,000 ¥272,000 ¥204,000 ¥272,000 ¥340,000 

A6フリー ¥166,000 ¥224,000 ¥332,000 ¥249,000 ¥332,000 ¥415,000 ¥186,000 ¥251,000 ¥372,000 ¥279,000 ¥372,000 ¥465,000 

1P ¥232,000 ¥313,000 ¥464,000 ¥348,000 ¥464,000 ¥580,000 ¥252,000 ¥340,000 ¥504,000 ¥378,000 ¥504,000 ¥630,000 

1Pフリー ¥332,000 ¥448,000 ¥664,000 ¥498,000 ¥664,000 ¥830,000 ¥352,000 ¥475,000 ¥704,000 ¥528,000 ¥704,000 ¥880,000 

2Pフリー ¥664,000 ¥896,000 ¥1,328,000 ¥996,000 ¥1,328,000 ¥1,660,000 ¥684,000 ¥923,000 ¥1,368,000 ¥1,026,000 ¥1,368,000 ¥1,710,000 

■ 【九州②】福岡東版／福岡西版／福岡南版／小倉・苅田・行橋・下関版／八幡・遠賀・飯塚版

広告
プラン

タウン
ワーク タウンワークネット タウンワーク

（通常料金 ＋ 社員強化プラン価格）

タウンワーク タウンワークネット タウンワーク
1週 2週 4週 2週 3週 4週 1週 2週 4週 2週 3週 4週

A1 ¥10,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　 ¥20,000 ー 　　 ー　　 ー　　 ー　　 ー　　

A2 ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 

A3 ¥40,000 ¥52,000 ¥75,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥50,000 ¥65,000 ¥94,000 ¥75,000 ¥100,000 ¥125,000 

A4 ¥52,000 ¥67,000 ¥94,000 ¥78,000 ¥104,000 ¥130,000 ¥62,000 ¥80,000 ¥112,000 ¥93,000 ¥124,000 ¥155,000 

A5 ¥80,000 ¥108,000 ¥160,000 ¥120,000 ¥160,000 ¥200,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥200,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥250,000 

A5フリー ¥120,000 ¥162,000 ¥240,000 ¥180,000 ¥240,000 ¥300,000 ¥140,000 ¥189,000 ¥280,000 ¥210,000 ¥280,000 ¥350,000 

A6 ¥104,000 ¥140,000 ¥208,000 ¥156,000 ¥208,000 ¥260,000 ¥124,000 ¥167,000 ¥248,000 ¥186,000 ¥248,000 ¥310,000 

A6フリー ¥154,000 ¥208,000 ¥308,000 ¥231,000 ¥308,000 ¥385,000 ¥174,000 ¥235,000 ¥348,000 ¥261,000 ¥348,000 ¥435,000 

1P ¥208,000 ¥281,000 ¥416,000 ¥312,000 ¥416,000 ¥520,000 ¥228,000 ¥308,000 ¥456,000 ¥342,000 ¥456,000 ¥570,000 

1Pフリー ¥308,000 ¥416,000 ¥616,000 ¥462,000 ¥616,000 ¥770,000 ¥328,000 ¥443,000 ¥656,000 ¥492,000 ¥656,000 ¥820,000 

2Pフリー ¥616,000 ¥832,000 ¥1,232,000 ¥924,000 ¥1,232,000 ¥1,540,000 ¥636,000 ¥859,000 ¥1,272,000 ¥954,000 ¥1,272,000 ¥1,590,000 

社員志向ユーザーへの
リーチを高めたい！社員志向ユーザーへの

リーチを高めたい！


