
広告プラン
基本料金 タウンワークネット タウンワーク 選べる2版 選べる3版 高校生採用パック

久留米・鳥栖・佐賀版 2週 4週 2週 3週 4週 A+C B+C A+B+C B+B+C 久留米・鳥栖・佐賀版
A1 1/24P ¥10,000 − − − − − ¥17,000 ¥15,000 ¥22,000 ¥20,000 ―
A2 1/12P ¥20,000 ¥27,000 ¥40,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥34,000 ¥30,000 ¥44,000 ¥40,000 ¥5,000 
A3 1/6P ¥30,000 ¥41,000 ¥60,000 ¥45,000 ¥60,000 ¥75,000 ¥63,000 ¥55,000 ¥83,000 ¥75,000 ¥9,000 
A4 1/4P ¥40,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥60,000 ¥80,000 ¥100,000 ¥78,000 ¥72,000 ¥104,000 ¥98,000 ¥12,000 
A5 1/3P ¥60,000 ¥81,000 ¥120,000 ¥90,000 ¥120,000 ¥150,000 ¥126,000 ¥110,000 ¥166,000 ¥150,000 ¥18,000 
A5フリー 1/3P ¥90,000 ¥122,000 ¥180,000 ¥135,000 ¥180,000 ¥225,000 ¥181,000 ¥165,000 ¥241,000 ¥225,000 ¥25,000 
A6 1/2P ¥95,000 ¥128,000 ¥190,000 ¥142,500 ¥190,000 ¥237,500 ¥163,500 ¥151,500 ¥215,500 ¥203,500 ¥25,000 
A6フリー 1/2P ¥142,000 ¥192,000 ¥284,000 ¥213,000 ¥284,000 ¥355,000 ¥237,000 ¥225,000 ¥314,000 ¥302,000 ¥40,000 
1P 1P ¥185,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥277,500 ¥370,000 ¥462,500 ¥324,500 ¥300,500 ¥428,500 ¥404,500 ¥55,000 
1Pフリー 1P ¥277,000 ¥374,000 ¥554,000 ¥415,500 ¥554,000 ¥692,500 ¥470,500 ¥446,500 ¥624,500 ¥600,500 ¥80,000 
2Pフリー 2P ¥555,000 ¥749,000 ¥1,110,000 ¥832,500 ¥1,110,000 ¥1,387,500 ¥941,500 ¥893,500 ¥1,249,500 ¥1,201,500 ¥165,000 
2P巻頭オールフリー 2P ¥585,000 − − − − − − − − − ―
4P巻頭オールフリー ４P ¥936,000 − − − − − − − − − ―
表2・表3 1P ¥350,000 − − − − − ― ― ― ― ―
表4 1P ¥400,000 − − − − − ― ― ― ― ―

●広告プランと掲載料
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●本誌構成

号変わりの特集 常設インデックス

久留米･鳥栖･佐賀版
●発行スケジュールと特集ラインナップ

特集2 職種・業種で探す特集

特集1 志向・条件で探す特集

社員・社員登用あり・派遣ワークスタイル

主婦・主夫歓迎のシゴト主婦・主夫

高校生歓迎高校生

医療・看護・介護・福祉・保育業職種

短期、高収入、日払い、週払い条件

※号によってはピックアップ特集があります。
※常設インデックスは、号によっては特集に繰り上がる場合もあります。
※常設インデックスは、「主婦・主夫歓迎のシゴト」はA2プラン以上、 

それ以外はA1プランからご掲載いただけます。

地域別ページエリア
久留米市
筑後市・大木町・大川市・柳川市・大牟田市・ 
みやま市・八女市・広川町
小郡市・筑前町・朝倉市・大刀洗町
鳥栖市・基山町・みやき町・上峰町
佐賀市・神埼市・吉野ヶ里町・小城市・多久市
複数勤務地・その他地域の仕事

※特集1／特集2／ピックアップ特集はＡ2プランからご掲載いただけます。
※原則、発行前週の金曜日が原稿締切となります。祝日などにより異なる場合もありますため、詳細は担当営業にご確認ください。

お得な料金で掲載ができる「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」や「選べる２版･選べる３版」「高校生採用パック」を
ご用意しています。ぜひご活用ください。 （税抜き価格）

タウンワークネット2週/4週　タウンワーク�
2週/3週/4週のご利用について
●タウンワークネット2週/4週はフリーペーパー1週に加え
Web2週または4週掲載できる商品です。　●タウンワーク
2週/3週/4週はフリーペーパーとWebの両方へ2週または
3週または4週掲載できる商品です。　●料金表に掲載さ
れているプランのみが対象となります。　●上記料金は2
週または3週または4週分の一括掲載お申込みでの料金で
す。　●「選べる2版･3版」との併用はできません。

選べる2版・選べる3版のご利用について
●掲載は、同一プラン・同一原稿となります。　●同一版への
利用はできません。　●組み合わせは選べる2版・選べる3版
料金表に記載されている組み合わせに限ります。　●博多・
天神版を含む組み合わせの場合、博多・天神版が1版目となり
ます。　●久留米・鳥栖・佐賀版を1版目にすることはできませ
ん。　●掲載インデックスは自由に選択していただけます。各イ
ンデックスには個別の参画規定があります。　●巻頭オールフ
リー・表2・表3・表4は対象外となります。

高校生採用パックのご利用について
●同号同版の高校生台割に同一プランの原稿
をお得な料金で掲載できる商品です。　●通常
原稿に加えて、上記の料金で高校生台割に掲載
できます。　●同一勤務地かつ同一職種を含む
募集のみ、利用可能です。　●A1、巻頭オールフ
リー、表２・表３・表４は対象外となります。　※他
詳細については担当営業までお問い合わせくださ
い。

ご注意
●本メディアガイドは2021年6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。　●弊社の掲載基準により、原稿内容の変更・掲載自体
のお断りをお願いする場合があります。　●（掲載）原稿の著作権は弊社
に帰属しますので、無断での使用許諾はご遠慮ください。　●弊社では掲
載見本誌はお送りしておりません。　●ご入金はお振込み限定となっており
ます。（集金はいたしておりません）　●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あります。　●2P・
4P巻頭オールフリーおよび表2〜4には、SP広告もご掲載いただけます。

発行日 特集1 特集2 ピックアップ特集

2021年7・8・9月メディアガイド

7/5
（月） 短期、高収入、日払い、週払いの仕事 おいしさを提供

フードの仕事

7/12
（月） 時間・曜日・シフトが選べる仕事 体を動かす

工場・現場・ドライバー・警備・軽作業の仕事

7/19
（月）

駅・バスチカ、駅ナカ、送迎有、車・バイク通勤OK！
通勤ラクラクな仕事

人を支える
医療・看護・介護・福祉・保育の仕事

7/26
（月）

接客なし！
コツコツ・黙々と働ける仕事

積極採用中！
販売･サービス･ファッション･理容･美容の仕事

新たな出会いに期待！
お久しぶり＆はじめましてのお店・企業特集

合
併
号

8/2
（月） 未経験からチャレンジできる仕事 おいしさを提供

フードの仕事

8/16
（月）

交通費全額支給、まかないありetc.
メリットばっちりの仕事

体を動かす
工場・現場・ドライバー・警備・軽作業の仕事

8/23
（月）

駅・バスチカ、駅ナカ、送迎有、車・バイク通勤OK！
通勤ラクラクな仕事

人を支える
医療・看護・介護・福祉・保育の仕事

8/30
（月） 未経験からチャレンジできる仕事 積極採用中！

販売･サービス･ファッション･理容･美容の仕事
新たな出会いに期待！
お久しぶり＆はじめましてのお店・企業特集

9/6
（月） 短期、高収入、日払い、週払いの仕事 おいしさを提供

フードの仕事

9/13
（月）

交通費全額支給、まかないありetc.
メリットばっちりの仕事

体を動かす
工場・現場・ドライバー・警備・軽作業の仕事

9/20
（月） 時間・曜日・シフトが選べる仕事 人を支える

医療・看護・介護・福祉・保育の仕事
新たな出会いに期待！
お久しぶり＆はじめましてのお店・企業特集

9/27
（月） 未経験からチャレンジできる仕事 積極採用中！

販売･サービス･ファッション･理容･美容の仕事

A：博多・天神版、B：福岡（東・西・南）、C：久留米・鳥栖・佐賀版



特定エリアの人材採用ニーズに応える、地元密着型メディア

タウンワークは、生活圏内で働きたい読者と、
お客様のより良い出会いを実現させる求人フリーペーパー。
スマートフォン・PCサイト・モバイルへの転載など機能も充実。
アルバイト・パート・社員・派遣…etc.あらゆる採用ニーズにお応えします!!

●タウンワークの特徴

POINT

1
全ページオールカラーで、読者に伝わりやすい、
多様な表現が可能な誌面！
写真、キャッチコピー、ロゴなど、さまざまな要素を組み合わせられる原稿フォーマットを
プラン別にご用意しています。

POINT

2
手軽なフリーペーパーだから、読者に情報が届きやすい
コンビニエンスストア・駅・書店・スーパーなど、
読者が日常生活の中でよく立ち寄る場所に配布箇所を設定。
貴社・貴店の求人情報を、多くの読者に効率的に届けられます。

3
POINT アルバイトから社員まで、さまざまな採用ニーズに対応

アルバイト・パートから社員まで、さまざまな雇用形態を希望する読者に読まれています。
それぞれの読者の志向に合わせたページを用意し、採用をお手伝いします。
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発 行 エ リ ア M A P

【タウンワーク企画概要】　
判型●AB判／中綴じ　価格●無料（フリーペーパー）　発行日●毎週月曜日
設置場所●コンビニエンスストア・駅・書店・量販店・レンタルビデオ店・大学・学校など

■タウンワークネット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も掲載される場合があります。　■タウンワークネットは、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サイト仕様を変更する場合があります。

※ TOP画面、原稿画面はスマートフォン版のものを掲載しています。

本誌掲載情報はタウンワークネットへ無料掲載!!
フリーペーパーだけでなく、スマートフォン・アプリ・PC・モバイルからも、幅広い求職者にアプローチできます。

TOP画面 ※ 原稿画面

「勤務地検索」「沿線・駅検索」「職種検索」など、
多様な検索機能で条件に合うユーザーを
貴社求人原稿に誘導します

POINT

1

前回の検索条件や、キープリスト、閲覧履歴など、
継続的に探すユーザーを
スムーズに貴社求人情報に誘導します

POINT

2

ユーザーが希望する条件で求人メールを送付。
条件に合致した貴社求人原稿をメール上に表示し
効率的に誘導します

POINT

3

求職者の生の声を元に、ネット専用の原稿項目を設定して
います。4

ネ
ッ
ト
専
用
項
目

●タウンワークネットの特徴

採用予定人数ネット専用画像掲載

従業員構成／職場の雰囲気

最低勤務期間・日数・時間

シフト制度詳細

モデルケースの従業員像の働き方、シフト、収入例

応募～選考の流れ

交通費詳細

HPのURL

POINT

1

POINT

2

ネット専用項目の具体例

ネット専用画像掲載

外観・内観・職場のスタッフの写真など、
写真を使い分けることができます。写真
によって、就業前に職場の雰囲気を伝え
ることができます。

写真❶ 写真❷ 写真❸

モデルケースの従業員像の
働き方、シフト、収入例

実際に現在職場で働いている従業員の
収入イメージを伝えることができます。

POINT

【福岡県】�久留米市、八女市の一部（旧黒木町、立花町、矢部村、�
星野村以外）、筑後市、小郡市、柳川市、大川市、�
大牟田市の一部、朝倉市の一部、みやま市の一部、広川町、�
大木町、筑前町の一部、大刀洗町

【佐賀県】�佐賀市、鳥栖市、�
神埼市、小城市、�
多久市の一部、�
吉野ヶ里町、上峰町、
基山町、みやき町

基山町
小郡市

鳥栖市
みやき町

上峰町

吉野ヶ里町

神埼市
佐賀市

小城市

大川市
大木町

柳川市

筑後市

久留米市

広川町
八女市

筑前町

朝倉市
大刀洗町

みやま市

大牟田市

多久市


