
人材確保にお困りのお客様に！

医療･介護･福祉
のシゴト

前回2019年3月25日発行の「別冊 医療･介護･福祉」の結果

ver.1

愛知・岐阜エリア

7月29日(月)発行！

「経験者」への訴求はばっちり！

「未経験者」向けには
セットになる通常媒体でも
訴求可能！
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消化状況

91.5%

49% 57%

＜応募ありの広告の傾向＞

応募者の働きやすさを優先するような
コピー・情報が入っている広告

岐阜県内では
96.1％！

通常DOMOと比べて反応が1.8倍
※通常DOMOは介護版発行期間4週間前年の介護反応で集計

応募があったお客様の
採用完了率

応募あり率
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反応が出る広告を作るために

応募4名
↓

採用2名
応募０名

働きやすさ訴求について
「本当に大丈夫なんだな」
と思えるような具体的な
表現になっています

＜応募アリの広告の傾向＞
応募者の働きやすさを優先するような情報が入っている広告は

反応が生まれているようです

介護職の応募を増やす7つのポイント（「ヒトクル」アンケート結果から）

１．「体力的に厳しい」「人手不足」という不安を払拭する

２．職場の雰囲気・人間関係が良いことを具体的に伝える

３．時間やシフトの融通がきくことを伝える

４．給与の見直しをする、昇給について盛り込む

５．福利厚生や待遇など、働きやすい環境をPRする

６．「企業理念・経営者の想い」を伝える

７．未経験でもしっかりと指導してもらえ、資格取得や

キャリアアップができることを伝える



パッケージ ご掲載期間 商品仕様

未経験者から経験者募集案件まで
多数掲載！

■別冊DOMO

医療･介護･福祉のシ
ゴト

2019年7月29日(月) から

4週間のご掲載

※2019年8月25日(日) まで

■医療・介護・福祉に関わる仕事を掲載可
（経験者のみ、経験者＋未経験者、未経験者のみ、
すべて掲載OK）

■愛知県･岐阜県内 20,000部発行
※設置箇所は、消化効率を上げるために直近DOMOの
消化実績や店内の設置位置を見た上で最適を判断

■2区画～32区画のいずれかで選択可
（通常DOMOと同じでなくてもOK）

■割付／以下特集、又はエリアページ
【写真で雰囲気が分かる、医療・介護・福祉のシゴト】

≪ご掲載条件≫
●4区画以上 ●写真（STAFF、内観等）1枚以上
●≪担当から≫で企業のこだわり・特長・展望を表記
●仕事内容、勤務時間・シフトについては、できるだけ具
体的に表記する（推奨）

【名古屋市】【尾張エリア】【岐阜エリア】
【西三河･知多エリア】【東三河エリア】
【勤務地いろいろ】

■ビズ
7月28日号（又は7月28日号
を含む連続2週間）

■掲載内容に制限はございません

■通常DOMO

■DOMONET（又は
JOB）

7月29日号（又は7月29日号
を含む連続2週間）

■掲載内容に制限はございません

■DOMONETは特設LPを設置。

■Webプロモーションを強化
（LINE、Yahoo!/Google、Indeed）

■ワガシャdeDOMO
ライトプラン

3ヵ月～1年

■職種、雇用形態、採用ターゲット毎に原稿を分け、
最大8本まで原稿を掲載可

■「indeed」「Googleしごと検索」とも連携

【申込〆切】2019年 7月 18日(木) 17:00

商品仕様

フリーペーパー別冊版
WEB

（DOMONET
又はJOB）

折込チラシ

4種類の媒体で同時アピールできる、強力パッケージ
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お問合せ・お申し込み ☎：0120-990-375
✉：saiyo-support@atimes.co.jp

※受付時間は土日祝日を除く9:00～18:00



ご契約期間 ご掲載期間 初期費用 月額費用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1年 1年

¥29,000

¥27,000 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

1年 6ヵ月以上 ¥33,000 〇 〇 〇 休止 休止 〇 休止 休止 〇 〇 休止 休止

6ヵ月 3ヵ月以上 ¥35,000 〇 〇 休止 休止 〇 休止

別冊版パッケージ ご料金表

◆例）①＋②＋③の場合

①別冊DOMO2区画 20,000円

②A：DOMO2区画＆DOMONET Bタイプ 2週＋ビズSA2枠 1週 58,000円

③初期費用29,000円＋月額費用35,000円×3ヵ月 134,000円 →合計212,000円

※上記は案件修正サービス(月2件を含んだパッケージです)

営業担当までお気軽にお問合せ下さい。

■①＋②

■①＋②＋③ いずれかのパッケージ価格でご掲載頂けます

■①＋③

①別冊DOMO
2区画 ¥20,000 8区画 ¥80,000 ¥320,000 表3 ¥200,000

4区画 ¥40,000 16区画 ¥160,000 ¥200,000 表4 ¥250,000

②ビズ＋DOMO＋DOMONET（orJOB）　※AorBを選択

SA2枠 SB2枠 SA2枠 SB2枠

¥26,000 ¥52,000 ¥52,000 ¥104,000

Aタイプ ¥20,000 ¥68,000 ¥94,000 Aタイプ ¥10,000 ¥74,000 ¥126,000

Bタイプ ¥10,000 ¥58,000 ¥84,000 Bタイプ ¥5,000 ¥69,000 ¥121,000

¥22,000 Cタイプ ¥6,000 ¥54,000 ¥80,000 ¥12,000 Cタイプ ¥3,000 ¥67,000 ¥119,000

Aタイプ ¥20,000 ¥90,000 ¥116,000 Aタイプ ¥10,000 ¥86,000 ¥138,000

Bタイプ ¥10,000 ¥80,000 ¥106,000 Bタイプ ¥5,000 ¥81,000 ¥133,000

¥44,000 Cタイプ ¥6,000 ¥76,000 ¥102,000 ¥24,000 Cタイプ ¥3,000 ¥79,000 ¥131,000

Aタイプ ¥20,000 ¥134,000 ¥160,000 Aタイプ ¥10,000 ¥110,000 ¥162,000

Bタイプ ¥10,000 ¥124,000 ¥150,000 Bタイプ ¥5,000 ¥105,000 ¥157,000

¥88,000 Cタイプ ¥6,000 ¥120,000 ¥146,000 ¥48,000 Cタイプ ¥3,000 ¥103,000 ¥155,000

Aタイプ ¥20,000 ¥222,000 ¥248,000 Aタイプ ¥10,000 ¥158,000 ¥210,000

Bタイプ ¥10,000 ¥212,000 ¥238,000 Bタイプ ¥5,000 ¥153,000 ¥205,000

¥176,000 Cタイプ ¥6,000 ¥208,000 ¥234,000 ¥96,000 Cタイプ ¥3,000 ¥151,000 ¥203,000

Aタイプ ¥20,000 ¥398,000 ¥424,000 Aタイプ ¥10,000 ¥254,000 ¥306,000

Bタイプ ¥10,000 ¥388,000 ¥414,000 Bタイプ ¥5,000 ¥249,000 ¥301,000

¥352,000 Cタイプ ¥6,000 ¥384,000 ¥410,000 ¥192,000 Cタイプ ¥3,000 ¥247,000 ¥299,000

※DOMONET・JOBどちらも価格は同一

※JOBご掲載時はWEBのみアパ同時募集は不可(DOMO＆ビズは同時募集可)

※合併号をまたぐ場合、DOMO＆DOMONET・JOBの掲載期間が＋7日間となります

③ワガシャdeDOMOライトプラン

DOMO
32区画

表2

Ａ ビズ 1週＋(DOMO＋DOMONET)2週 B  ビズ 2週＋(DOMO＋DOMONET)1週

16区画 16区画

32区画 32区画

2区画 2区画

4区画 4区画

8区画 8区画

※全て税別表記です


