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タウンワークネット商品

低コストで効率的！複数案件の長期募集プラン

タウンワークネット
https://townwork.net

検索エンジン
１位
出現率

ブランド
想起求職系

キーワード
検索

業界一
多くの人々へ
お届け！

求職者の一般的な探し方「バイ
ト、〇〇〇（場所、時間、職種な
ど）」のような組み合わせ検索を
した時に、弊社が設定している約
3万ワードで、タウンワークが１
番に検索される可能性がNO.1
です！
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※画面画像はイメージです。

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
仕事探しのメディアです。

「検索エンジンでの出現率」
「ブランド想起」において

業界

の求人メディア
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23.80%

データ出典 ： 弊社調べ
2022年6月20日

※大手検索エンジンでの弊社指定約3万ワードの検索結果

55.50%

データ出典 ：
弊社調べ2022年2月

アルバイト・パート領域調査



タウンワークの
「枠得プラン」は、買えば買うほどコストダウン！

最
大
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※表示価格は税抜きです。※（）の中は１枠あたりの価格を表記しています。※共通割引券・つど割プランもご利用できます。
※お客様のご事情による契約期間中のサービス停止はできませんのでご了承ください。

「 枠 得 プラン 」基 本 価 格（円）
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￥45,000 （￥4,500）

￥88,000 （￥4,400）
￥129,000 （￥4,300）
￥168,000 （￥4,200）
￥190,000 （￥3,800）
￥300,000 （￥3,000）
￥660,000 （￥2,200）
￥750,000 （￥1,500）
￥1,000,000 （￥1,000）

￥129,000 （￥4,300）

￥252,000 （￥4,200）
￥369,000 （￥4,100）
￥480,000 （￥4,000）
￥540,000 （￥3,600）
￥870,000 （￥2,900）
￥1,890,000 （￥2,100）
￥2,100,000 （￥1,400）
￥2,850,000 （￥950）

￥246,000 （￥4,100）

￥480,000 （￥4,000）
￥702,000 （￥3,900）
￥888,000 （￥3,700）
￥1,020,000 （￥3,400）
￥1,620,000 （￥2,700）
￥3,600,000 （￥2,000）
￥3,900,000 （￥1,300）
￥5,400,000 （￥900）

￥432,000 （￥3,600）

￥840,000 （￥3,500）
￥1,224,000 （￥3,400）
￥1,584,000 （￥3,300）
￥1,800,000 （￥3,000）
￥2,880,000 （￥2,400）
￥6,480,000 （￥1,800）
￥7,200,000 （￥1,200）
￥9,600,000 （￥800）

￥34,000 （￥3,400）

￥62,000 （￥3,100）
￥84,000 （￥2,800）
￥100,000 （￥2,500）
￥110,000 （￥2,200）
￥200,000 （￥2,000）
￥510,000 （￥1,700）
￥700,000 （￥1,400）
￥1,000,000 （￥1,000）

￥96,000 （￥3,200）

￥174,000 （￥2,900）
￥243,000 （￥2,700）
￥288,000 （￥2,400）
￥315,000 （￥2,100）
￥570,000 （￥1,900）
￥1,440,000 （￥1,600）
￥1,950,000 （￥1,300）
￥2,850,000 （￥950）

￥186,000 （￥3,100）

￥336,000 （￥2,800）
￥450,000 （￥2,500）
￥552,000 （￥2,300）
￥600,000 （￥2,000）
￥1,080,000 （￥1,800）
￥2,700,000 （￥1,500）
￥3,600,000 （￥1,200）
￥5,400,000 （￥900）

￥324,000 （￥2,700）

￥600,000 （￥2,500）
￥792,000 （￥2,200）
￥960,000 （￥2,000）
￥1,080,000 （￥1,800）
￥1,920,000 （￥1,600）
￥5,040,000 （￥1,400）
￥6,600,000 （￥1,100）
￥9,600,000 （￥800）
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「 枠 得 プラン 」人 材 派 遣 業 界  特 別 価 格（円）
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※対象のお客様 ： 労働者派遣事業主として厚生労働大臣の許可を受けた企業。
　紹介予定派遣の募集をする場合は有料職業紹介事業の許可も併せて受けている企業。

「 枠 得 プ ラン  アドバンス 」基 本 価 格（円）
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￥90,000 （￥9,000）

￥176,000 （￥8,800）
￥258,000 （￥8,600）
￥336,000 （￥8,400）
￥380,000 （￥7,600）
￥600,000 （￥6,000）
￥1,320,000 （￥4,400）
￥1,500,000 （￥3,000）
￥2,000,000 （￥2,000）

￥258,000 （￥8,600）

￥504,000 （￥8,400）
￥738,000 （￥8,200）
￥960,000 （￥8,000）
￥1,080,000 （￥7,200）
￥1,740,000 （￥5,800）
￥3,780,000 （￥4,200）
￥4,200,000 （￥2,800）
￥5,700,000 （￥1,900）

￥492,000 （￥8,200）

￥960,000 （￥8,000）
￥1,404,000 （￥7,800）
￥1,776,000 （￥7,400）
￥2,040,000 （￥6,800）
￥3,240,000 （￥5,400）
￥7,200,000 （￥4,000）
￥7,800,000 （￥2,600）
￥10,800,000 （￥1,800）

￥864,000 （￥7,200）

￥1,680,000 （￥7,000）
￥2,448,000 （￥6,800）
￥3,168,000 （￥6,600）
￥3,600,000 （￥6,000）
￥5,760,000 （￥4,800）
￥12,960,000 （￥3,600）
￥14,400,000 （￥2,400）
￥19,200,000 （￥1,600）

￥68,000 （￥6,800）

￥124,000 （￥6,200）
￥168,000 （￥5,600）
￥200,000 （￥5,000）
￥220,000 （￥4,400）
￥400,000 （￥4,000）
￥1,020,000 （￥3,400）
￥1,400,000 （￥2,800）
￥2,000,000 （￥2,000）

￥192,000 （￥6,400）

￥348,000 （￥5,800）
￥486,000 （￥5,400）
￥576,000 （￥4,800）
￥630,000 （￥4,200）
￥1,140,000 （￥3,800）
￥2,880,000 （￥3,200）
￥3,900,000 （￥2,600）
￥5,700,000 （￥1,900）

￥372,000 （￥6,200）

￥672,000 （￥5,600）
￥900,000 （￥5,000）
￥1,104,000 （￥4,600）
￥1,200,000 （￥4,000）
￥2,160,000 （￥3,600）
￥5,400,000 （￥3,000）
￥7,200,000 （￥2,400）
￥10,800,000 （￥1,800）

￥648,000 （￥5,400）

￥1,200,000 （￥5,000）
￥1,584,000 （￥4,400）
￥1,920,000 （￥4,000）
￥2,160,000 （￥3,600）
￥3,840,000 （￥3,200）
￥10,080,000 （￥2,800）
￥13,200,000 （￥2,200）
￥19,200,000 （￥1,600）
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「枠得プラン アドバンス」人材派遣業界  特別価格（円）
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※対象のお客様 ： 労働者派遣事業主として厚生労働大臣の許可を受けた企業。
　紹介予定派遣の募集をする場合は有料職業紹介事業の許可も併せて受けている企業。

「枠得プラン」で複数案件を一斉募集！ 採用難易度を
把握することでお客様の採用活動を効率化します！

複数案件に対して一斉募集することができる
商品プランです。採用難易度を把握し、
お客様の採用活動を効率化します。

枠得プラン／
枠得プラン アドバンス

タウンワーク通常商品
（本誌+ネット）

本誌
 + 

タウンワーク
ネット

タウンワーク
ネット

1･3･6･
12か月

なし １個 １個 最大３個 最大１６個
毎週
月曜日～
金曜日

1週間 1原稿から
参画可能

毎週
月曜日

最大3個 最大3個 最大3個 最大16個
A2フォト
or

A3プラン以上

掲載メディア 掲載期間
掲載可能
枠数

（原稿数）

掲載
開始日 写真有無 検索軸

〈 勤務地 〉
検索軸
〈 職種 〉

検索軸
〈 駅・沿線 〉

検索軸
〈 こだわり条件 〉

スペック比較表
原 稿 項 目

タウンワークネット転載のスペックです。

10枠以上
※追加は
1枠単位から
可能

※枠得プランにおいては、「社名、勤務地、給与、職種、勤務時間（シフト）、雇用形態、職種/駅/勤務地検索軸」が同一の原稿を複数同時に掲載することを不可といたします。上記原稿に関しては掲載
停止処理を弊社側で実施いたします。 ※祝日、または弊社の長期休暇期間中の掲載開始は対応しかねますのでご了承ください。詳しくは担当営業までお問い合わせください。
※サイトや求人原稿の機能、表示仕様やデザイン、レイアウトは変更になる可能性があります。

「枠得プラン」のハイグレード商品です。「枠得プラン」の上位に
求人原稿を表示し、ユーザーからの発見率をＵＰ！

○1店舗あたりの効果を高めたいお客様
○採用難易度の高い店舗の充足度を上げたいお客様

こんな
お客様へ

求人原稿

求人原稿

枠得プラン原稿

枠得プランAD原稿
・
・
・
・
・
・
・
・
・

求人原稿

タウンワークネット原稿表示順位

求人原稿

採用希望人数 採用人数達成 枠得プラン

案件Ａ 案件B 案件C 案件D 案件E 案件F 案件G 案件H

応
募
人
数

採用
充足

採用
充足 採用

充足
採用
充足

採用
充足

採用難易度
が高い！

採用難易度
が高い！

採用難易度
が高い！

採用難易度の高い案件には、「タウンワーク」や「フロム・エー ナビ」を
追加募集して、応募数を強化するのが効率的でおすすめです！


