
1週間 ▶  2週間 2週間 ▶  4週間

¥190,000 ¥280,000
¥60,000 ¥90,000
¥35,000 ¥50,000
¥20,000 ¥30,000

掲載期間(勤務地「1」の場合)
ご掲載版 商品タイプ

関東版

【原稿スペース】ライト、ベーシック、ベーシックフリー

【掲載スケジュール】掲載期間は1週間／ 2週間／ 4週間

毎週月･木の2回更新

女性のための求人・転職サイト とらばーゆは女性ユーザー9６％
20代～30代を中心に様々な世代に支持されています！

看護師のための求人・転職サイト

とらばーゆ看護に初めてご掲載のお客様、または
2020年1月9日以降ご掲載のないお客様は
2週間の掲載延長無料サービスをご利用頂けます！

一度ご掲載頂くと、３ヶ月何度でも
「半額（再チャレ企画）」でご掲載頂けます！

エリア 商品 期間 ライト ベーシック
ベーシック
フリー

関東 基本企画 2週間 9万円 16万円 30万円
再チャレ企画 2週間 4.5万円 8万円 15万円

看護師の志向や、人気条件を反映させた特集を設置する
ことで、たくさんのユーザー（看護師）を集めます！

会員向けにメールで新着情報や
オススメ求人情報を送り、より多くの応募を促します！

ビューティー、美容師、
ファッション、販サ営業、
医療にご掲載頂くと、

3ヶ月以内であれば翌号以降
半額掲載可能です!!

約７割が若年層ユーザーのアルバイト系求人サイト

1週間なら2週間、2週間なら4週間に延長します！

勤務地数は（1・3・5・10
・20・30）の6パターンか
らお選びいただけます。
※勤務地数「3」～「30」の料
金表は担当営業までお問い合わせ
ください

関東版＋¥10,000～

【原稿スペース】FAⅠ、FAⅡ、FAⅢ、FAプレミアム

【掲載スケジュール】掲載期間は1週間／2週間／4週間

毎週月･木の2回更新

【勤務地数】1・3・5・10・20・30から選択可能

『Indeed』と「とらばーゆの最上位」への追加掲載

初めてのご掲載、または
2020年1月9日以降、
とらばーゆにご掲載のない
お客様限定●お得な選べるキャンペーン●

1週間の半額料金で、掲載できます！

POINT１⋆

『勤務地プラス』とは？

POINT２

最大10個まで勤務地検索軸
を設定可能！勤務地が４つ
以上ある募集におすすめです

⋆

●お得なキャンペーン● 初めてのご掲載、または
2020年1月９日以降、
フロム・エー ナビにご掲載
のないお客様限定

①求人検索エンジン『indeed』に
ご掲載できます

②対象エリアTOP画面の上位に
お客様独自のキーワードをランダム表示

関東版＋¥９,000～

※２

※１

※１ 初号は正価

シンプル ライト ベーシック ベーシックフリー シンプル ライト ベーシック ベーシックフリー

正価 - ¥150,000 ¥250,000 ¥450,000 - ¥230,000 ¥380,000 ¥690,000
半額価格 - ¥75,000 ¥125,000 ¥225,000 - ¥115,000 ¥190,000 ¥345,000

医療特別企画 正価 - ¥900,000 ¥160,000 ¥300,000 - ¥135,000 ¥240,000 ¥450,000
ビューティ特別企画 半額価格 - ¥45,000 ¥80,000 ¥150,000 - ¥67,500 ¥120,000 ¥225,000
販売サービス・営業特別企画 正価 - ¥150,000 ¥250,000 ¥450,000 ¥137,000 ¥200,000 ¥330,000 ¥590,000
ファッション特別企画 半額価格 - ¥75,000 ¥125,000 ¥225,000 ¥68,500 ¥100,000 ¥165,000 ¥295,000
美容師特別企画 正価 - - - - - ¥90,000 ¥160,000 ¥300,000

半額価格 - - - - - ¥45,000 ¥80,000 ¥150,000

1週間商品 2週間商品

2週間商品 4週間商品

企画名

基本企画

1週間なら2週間、2週間なら4週間に延長します！

※2 東西版⇒３０％ＯＦＦ



※料金はすべて税抜きです。上記キャンペーンは、ご利用状況により対象外の場合もございます。詳しくは営業担当までお問合せ下さい。

株式会社スカウト<リクルートTOPパートナー>
℡：03-3361-9631

●各種期間限定キャンペーンが適用されるかどうかのお問合せだけでも構いません。 こちらまでお気軽にどうぞ！●

ＨＰもご覧下さい！ http://www.scout-group.jp

【発行エリア】首都圏37版を発行

【発行スケジュール】1週間単位掲載、毎週月曜日発行

【ご掲載料金】1万9,000円～ご用意。お得なセットもあります！

通勤30分圏内で区切られた、沿線別･路線別の地域密着型
フリーペーパー

●お得なキャンペーン●

1週間の半額料金で、2週間掲載できます！

1週間の半額料金で、掲載できます！

求人検索エンジン『indeed』
にご掲載できます

【原稿スペース】シンプル、ライト、

ベーシック、ベーシックフリー

【掲載スケジュール】掲載期間は2週間／4週間

毎週月･木の2回更新

オプション

目的に合わせて選べる９つのオプションプラン

オプション

２

オプション

３
⋆⋆

オプション

４

タウンワーク内で原稿の露出を高めたい！

オプション

５
オプション

オプション オプション オプション

のみ

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！

プラン別で４種ご用意！

20,000円～

POINT

社員志向ユーザーへのリーチを高めたい！

６

９７ ８

初めてのご掲載、
または2019年7月2日以降ご掲載のないお客様限定

※ 静岡エリア７版・富山高岡・福井⇒３０％ＯＦＦ

※

※

１

『せきらら求人』とは？

応募者に対して良いところも悪い
ところも赤裸々に伝え、採用ミス
マッチの解消につなげます！

２週間なら４週間、４週間なら８週間に延長します！

ライト ベーシック ベーシックフリー ライト ベーシック ベーシックフリー

正価 ¥220,000 ¥330,000 ¥550,000 ¥300,000 ¥450,000 ¥750,000

半額価格 ¥110,000 ¥165,000 ¥275,000 ¥150,000 ¥225,000 ¥375,000

正価 ¥170,000 ¥280,000 ¥500,000 ¥220,000 ¥370,000 ¥670,000

半額価格 ¥85,000 ¥140,000 ¥250,000 ¥110,000 ¥185,000 ¥335,000

正価 ¥90,000 ¥150,000 ¥270,000

半額価格 ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000

4週間掲載

関東ブロック

東京（23区)

東京（23区外）

神奈川/千葉/埼玉

埼玉北

2週間掲載

初めてのご掲載、または
2020年1月9日以降、
はたらいくにご掲載のない
お客様限定

●お得な選べるキャンペーン●

『ジョブオプLite』とは？

採用ホームページを完全無料
作成！
豊富なデザインをカスタマイ
ズ。SEO対策や『Indeed』
(無料枠)への掲載も含めて無料
でご利用いただけます。

２週間の半額料金で、掲載できます！

※

※ 初号は正価

2020年1月13日以降、タウンワークにご掲載
のないお客様限定


