
お申し込みはこちら

■本メディアガイドは2022年6月1日時点の情報です。予告なく変更する場合がございます
ので、予めご了承ください。
■広告スペース、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。詳しくは弊社
営業担当までお問い合わせください。
■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ございます。
　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。
　原稿作成に要する時間など、詳しいスケジュールは弊社営業担当にお問い合わせください。
■原則、締め切り後・掲載途中の原稿内容を修正することはできません。ご了承ください。
■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。
　※詳しくはAirワーク 採用管理ヘルプページの原稿掲載ガイドラインをご確認ください。
■読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提供していただく
場合がございます。
■（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がございます。
■（株）リクルートが設ける基準により原稿の内容を変更させていただく場合がございます。
■求人広告の著作権は、（株）リクルートに帰属します。
■本メディアガイドに表示する掲載料金に消費税は含まれておりません。掲載料金には制作
進行料が含まれております。
■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ご
ざいます。
■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、大きさなど実際のもの
とは異なる場合がございます。

■当社は、事前の通知なくサイトの保守・仕様変更、及び天災地変などのやむを得ない事情
により、サイトの運営の一時的な停止を行うことがあります。
　このような一時的な停止により発生する損害について当社は一切の責任を負いません。
■『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掲載効果を高めるため、情報提供を行う場合がございます。
　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のでご了承
ください。
　また、他サイトの事情により予告なく変更・停止が行われることがございます。
　なお、ご掲載の求人原稿が、（株）リクルートの許可なく他サイトに掲載される場合がござ
います。
　その場合に当社は、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わないこ
とにつきご了承ください。
■『タウンワークネット』にご掲載の求人原稿は、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。予めご了承ください。
■ご掲載いただいた求人情報は、『タウンワークネット』は30日間、掲載が終了した後もユー
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ございます。予めご了承くだ
さい（但し、Web応募することはできません）。
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ブランド想起No.1の求人メディア「タウンワーク」、
自社採用ホームページ、いわゆる「オウンドメディア」である「Airワーク 採用管理」、
求人検索エンジン「Indeed」をかけ合わせ、採用力を最大化するパッケージ商品です。

お客様だけの自社採用
ホームページをカンタン作成

「タウンワーク」に掲載いただいた
原稿と同内容を「Airワーク 採用
管理」へも掲載し、自動でホーム
ページを公開します。
ホームページ開設の手間無く、
ご利用いただけます。

「Indeed」有料掲載で
集客力を最大化

Indeedは毎月2億5千万人以上
のユーザー*が利用する求人
検索エンジンで、リクルートの
グループ企業です。Indeedへ
有料掲載することで、集客力を
最大化します。

求人メディアとオウンドメディア
を組み合わせ採用力を強化

ブランド想起No.1の求人メディア
「タウンワーク」と、自社採用
ホームページ「Airワーク 採用
管理」、そしてIndeedをかけ合
わせることで、求職者のリーチ
を広げ、採用力を高めます。
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オウンドパックとは
なぜ、求人メディアとオウンドメディアをかけ合わせるのか？ 

求人メディア利用者のうち企業ホームページを併用する求職者は8割
そのうち6割は応募意欲が向上しています
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9%
5%

求人の内容をより詳しく知りたい

信頼できる企業かどうかを知りたい

求人情報が正しいことを確認したい

事業内容や取扱いサービスの内容を知りたい

職場の雰囲気やどんな従業員が居るかを知りたい

企業理念や経営者の考えを知りたい

面接で話ができるようにしたい

企業のホームページから応募したい

なんとなく

出典：2019年3月。リクルート調べ。1年以内に求人サイト・求人誌・折込チラシを使って、アルバイト・パートの仕事に応募したことのある全国の求職者。N=1,238

企業ホームページも見ることで「安心して」応募したい

応募意欲が
高まり応募した

37%

応募意欲が
高まり応募した

37%

応募意欲が
高まったが

応募しなかった
24%

とくに意欲の
変化は無く、
応募しなかった

12%

FACT

■企業ホームページを見たことがあるか

■なぜ企業ホームページを見るか

■企業ホームページを見た後の意欲変化

応募意欲が
下がったが、
応募した

4%

応募意欲が
下がり、

応募しなかった
6%

とくに意欲の
変化は無く、
応募をした

17%

検索エンジンで企業ホームページを検索して直接応募する求職者や
求人メディアと企業ホームページを併用する求職者が増えているためです

ない
22%

ある
78%

8割が企業
ホームページ
を併用

6割は
応募意欲
向上

採用力を最大化するパッケージ商品

自社採用
ホームページ

ブランド想起
No.1の
求人メディア

求人検索
エンジン

自動で
ホームページ＋
求人原稿作成

有料配信

採用ホームページを完全無料作成
豊富なデザインテンプレートからデザインをカスタマイズ。
SEO対策やIndeed（自動連係）への掲載も含めて無料でご利用いただけます。（詳細は6P）

Airワーク 採用管理とは

企業様

企業ホームページを
検索して直接応募する

求職者
企業ホームページ

企業ホームページを
併用して応募する

求職者
求人メディア

企業ホームページ

（求人メディア利用者への質問）

*Google Analytics
2020年2月ユニークビジター数
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オウンドパック 商品詳細

Indeed上の集客力に応じて
選べる4つの価格
Indeed上の集客力に応じて、2万円、3万円、4万円、
5万円の4ラインナップをご用意。
タウンワーク通常料金に追加料金でオウンドパックを

ご購入いただけます。

急ぎの募集にも長期的な募集にも対応
タウンワーク掲載1週間に加え、Indeed有料配信2週間で集客力を高めます。タウンワークからAirワーク 採用管理へ転載する
求人ページは、Indeed有料集客終了後も公開／非公開を設定できます。（営業担当へお伝えください）

料金 期間

■同一発行号でのみご利用いただけます。
■掲載料金には消費税は含まれません。
■2P-16P巻頭オールフリー、表2・表3・表4は、オウンドパック対象外となります。
■「代理店・FC開業」を募集する原稿は対象外となります。
■「各種共通割引券」または「つど割プラン」の利用可能です。ただし「各種共通割
引券」と「つど割プラン」の併用はできません。

■Indeedの掲載に関してはIndeedの掲載規約に準じます。Indeed掲載基準によりIndeedに転載されない場合もございます。
■Indeedの有料掲載（スポンサー求人）はオークション制のため、2週間常に掲載されるわけではなく、表示がされない場合もあります。
■Indeedの「こだわり条件」において、すべての条件に紐づくとは限らず、一部紐づかない場合もございます。
■Indeedでの表記は、タウンワークの掲載時と項目・内容が一部異なる・削除される場合がございます。
■お客様自身でAirワーク 採用管理の求人ページ編集が可能です。ただし編集内容によりIndeed有料掲載が終了する可能性もございますのでご注意ください。
■Airワーク 採用管理上でホームページや求人ページを非公開、削除されますと、Indeed有料集客は停止されます。
■タウンワーク4週商品をご利用の場合、1週目の1回、または1週目と3週目の2回、オウンドパックをご利用いただくことができます。

ホームページは無期限（求人ページ公開／非公開設定可能）

1週間

2週間（有料掲載）

採用シーンに合わせて選べる2つのプラン
Indeed上での有料集客の対象原稿が異なる2つのプランからお選びいただけます。
料金は法人ブースト、案件ブーストとも同じですので利用シーンに合わせてお選びください。

プラン

■タウンワークの掲載原稿のうち、一部の情報はAirワーク 採用管理に掲載されません。
■当社が指定する業種に該当する場合、掲載をお断りさせていただく場合がございます。詳しくはAirワーク 採用管理ヘルプページをご覧ください。
　https://faq.joboplite.jp/hc/ja

タウンワークの原稿を1本Airワーク 採用管理へ転載し、
その1原稿を2週間Indeedで有料集客を行います。

こんな方におススメ！

掲載
原稿

転載
原稿

他
原稿

他
原稿

…

有料
掲載

■ 募集店舗（1店舗）のみで
　 集客力を高めたい方

1案件に集中して有料集客！

「案件ブースト」
タウンワークの原稿を1本Airワーク 採用管理へ転載し、

Airワーク 採用管理へ掲載中の全ての求人ページを、
2週間Indeedで有料集客を行います。

こんな方におススメ！

掲載
原稿

転載
原稿

有料
掲載

他
原稿

他
原稿

…

有料
掲載

…

有料
掲載

複数案件をまとめて有料集客！

「法人ブースト」

■ 複数の募集をかけたい方※

※TW掲載以外の他募集案件すべて公開となります。
　他募集案件がない場合は「案件ブースト」と同じ効果となります。

集客力
UP!!

（無料）

（通常料金）
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2
万円
プラン

3
万円
プラン

4
万円
プラン

5
万円
プラン

お申込み ～ ご掲載の流れ

■ホームページ公開／求人ページ

公開まで自動で行います。

■ホームページ開設完了後は、

Airワーク 採用管理のWeb
ページまたは以下のURLより
ログインいただけます。

https://ats.joboplite.jp/
dashboards/

■タウンワーク原稿への応募はおうぼうける君から、Airワーク 採用管理、
Indeed原稿への応募はAirワーク 採用管理で管理いただけます。
※おうぼうける君と応募連携設定いただくことで、タウンワーク原稿への応募もAirワーク 採用管理で
一元管理することができます。

■求職者から応募があった場合は、ご登録のメールアドレスにメール通知がされます。

採 用応募者対応・面接
ホームページ開設／
求人ページ公開お申し込み

採用担当者

求職者

求職者

応募

応募

応募通知

応募通知

おうぼうける君



おうぼうける君アカウント連携で
掲載済原稿から求人ページ作成も
Airワーク 採用管理では求人ページの公開／非公開を
いつでもお客様ご自身で設定可能です。また、おうぼ
うける君とアカウントを連携することで、タウンワーク、
はたらいく、とらばーゆへ掲載した求人原稿をAirワーク 
採用管理の求人ページで利用できます。

Indeedに自動掲載*

Airワーク 採用管理はIndeedへ求人データ連携を
実施。求人を公開後、速やかにIndeedへ掲載するこ
とができます。

Airワーク 採用管理でできること

カンタン操作で自社らしい
ホームページデザイン
「デザインテーマ」「カラー」「メイン画像」「ロゴ画像」

を設定して自社だけのホームページ作成が可能です。

豊富なデザインテンプレートから選べるので、カンタン

にデザイン作成ができます。

Airワーク 採用管理の
管理画面で応募者管理・連絡が可能
応募者情報の管理の他、対応状況を管理したり、応募

者とのメールのやりとりができます。対応状況のステー

タス管理や、応募者一覧のダウンロードも可能です。

また、おうぼうける君と応募連携設定いただくことで、

リクルートメディアの応募情報をAirワーク 採用管理
で一元管理をすることができます。

オウンドパック以外でAirワーク 採用管理を
ご利用いただく場合

Airワーク 採用管理だけのご利用

お客様自身でAirワーク 採用管理を利用したホームページ開設も可能です
以下の登録ページから、3ステップでホームページを作成いただけます。

登録はこちらから

※ホームページはパソコンで作成されることを推奨いたします。

https://airregi.jp/work/recruitment/URL

Airワーク 採用管理

ホームページ
公開初期設定

アカウント
登録

STEP
1

STEP
2

STEP
3

01 02

03 04

よくあるご質問／お問い合わせ

Airワーク 採用管理の操作に関するお問い合わせは、Airワーク 採用管理 ヘルプデスクへお問い合わせください。
Airワーク 採用管理のWebページ上の「お問い合わせ」または以下のURLからもお問い合わせいただけます。

Airワーク 採用管理 ヘルプデスク　☎ 0120-993-218 （平日／9:30～18:00）
https://ats.joboplite.jp/pages/public_contact/

Airワーク 採用管理上の「困ったときは」または以下のURLよりご覧いただけます。
https://faq.joboplite.jp/hc/ja/FAQ

お問い合わせ

タウンワーク Airワーク 採用管理 セット

追加料金0円で、自社採用ホームページをカンタン作成
「タウンワーク」に掲載いただいた原稿と同内容を「Airワーク 採用管理」へも掲載し、自動でホームページを公開します。

タウンワークの掲載料金だけで、追加料金無しでカンタンにホームページ開設ができます。

自社採用
ホームページ

ブランド想起No.1の
求人メディア

自動で
ホームページ＋
求人原稿作成
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■掲載済原稿の著作権は原
稿作成者にあります。お客
様自身で編集を行う場合は
作成者へご確認ください。

*Indeedが定める掲載基準が
 適用されます。


