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主要3社求人掲載件数 大学卒業数

  新卒市場 

新卒求人数は「3年連続増加」  学生数は「減少傾向」 
 

 
 

※主要3社：リクナビ・マイナビ・キャリタス（日経）当社調べ 

※大学・短大・大学院入学数より：文部科学統計要覧（平成28年版） 

136.3％ 131.5％ 118.2％ 



２０１９サイトオープン 

  ２０１９卒 新卒採用スケジュール   

インターンシップ 
夏 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

４
月 

５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月 

11
月 

12
月 

１
月 

２
月 

３
月 

大
手
企
業
の
動 
き 

ツ
ノ
ル
 

会社説明会 選考・内定出し 内定者フォロー 
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大手企業ではインターンシップでの学生確保が定番化しており、 
それにより学生の動きが早くなっています。 

中堅中小企業の採用活動は長期化してきています。 

内定者フォロー 
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インターンシップ情報掲載 
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就職ナビサイトへの登録・企業研究・ブックマーク 
インターンシップ参加 

エントリー 
会社説明会への申込・参加 

選考試験受験 
内定承諾 

就活継続 

夏以降、進路変更や留学生組が活動を開始 



  ツノルについて  

 

登録する学生も『中堅･中小狙い』で、 
ミスマッチの軽減ができます。    

  

 
登録学生の特徴 ご掲載企業の特徴 

●若い人材が活躍している企業 

●地元に根付いている企業 

●業績アップの成長企業 

●チームワークよく、働きやすい企業 

●すぐにでも活躍したい学生 

●地元を元気にしたい学生 

●成長している企業で働きたい学生 

●風通しのよい企業で働きたい学生 

中堅･中小企業に特化した新卒サイト 



  ３つの特徴  

ご掲載企業の 
約90％が 
従業員数300人未満 
企業の規模や認知度に左右されずに学生から発見されやすいです。 

エントリー学生はもちろん、ブックマークした学生にも直接アプローチできます。 

学生情報は、性別・文理別・学校・学部・学科・希望職種・希望勤務地が参照できます。 

特
徴 

１ 

特
徴 

２ 

特
徴 

３ 

ブックマーク学生への 
スカウトメール機能を 
基本コースに完備 

わずか年間10万円～ 
インターンシップ情報や 
既卒･第二新卒の募集も可能 

※2016卒 当社調べ 

基本コースで、採用に必要な情報発信からエントリー受付管理はもちろん、 
会社説明会などの告知から受付応募者管理まででき、安価で効率的な採用活動ができます。 



  ツノル ご掲載企業   

勤務地別 掲載件数 業種別 掲載件数 

関東から関西を主要エリアとしており、地域の優良企業様にご利用いただいております。 

 

※ツノル２０１８（2017年4月末時点） 
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  ツノル 登録学生     

学生：男女別 学生：文理別 

学生：学校種別 

関東から関西を中心に、約22,000人の学生にご利用いただいております。 

 

学生：現住所別 
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 ツノル 登録学生 上位150校 

※ツノル２０１８（2017年4月末時点） 

1 日本大学 26 京都産業大学 51 学習院大学 76 関東学院大学 101 大阪市立大学 126 神戸松蔭女子学院大学

2 東洋大学 27 武庫川女子大学 52 慶應義塾大学 77 高崎経済大学 102 西南学院大学 127 東京家政学院大学

3 関西大学 28 愛知大学 53 国士舘大学 78 大阪大学 103 大谷大学 128 名古屋学芸大学

4 法政大学 29 神戸学院大学 54 共立女子大学 79 東京女子大学 104 二松学舎大学 129 フェリス女学院大学

5 近畿大学 30 帝京大学 55 追手門学院大学 80 摂南大学 105 和歌山大学 130 愛知県立大学

6 立命館大学 31 跡見学園女子大学 56 大妻女子大学 81 筑波大学 106 常葉学園大学 131 茨城大学

7 同志社大学 32 南山大学 57 京都女子大学 82 帝京平成大学 107 聖徳大学 132 鎌倉女子大学

8 専修大学 33 大東文化大学 58 東京理科大学 83 桃山学院大学 108 静岡大学 133 京都橘大学

9 明治大学 34 成城大学 59 日本女子大学 84 京都精華大学 109 相模女子大学 134 静岡県立大学

10 龍谷大学 35 國學院大學 60 実践女子大学 85 首都大学東京 110 大阪産業大学 135 静岡文化芸術大学

11 関西学院大学 36 拓殖大学 61 大正大学 86 明星大学 111 京都ノートルダム女子大学 136 津田塾大学

12 立教大学 37 武蔵野大学 62 成蹊大学 87 産業能率大学 112 京都外国語大学 137 東北学院大学

13 神奈川大学 38 名城大学 63 千葉工業大学 88 大阪商業大学 113 工学院大学 138 奈良大学

14 早稲田大学 39 上智大学 64 目白大学 89 東京電機大学 114 東京都市大学 139 和光大学

15 東海大学 40 獨協大学 65 甲南女子大学 90 福岡大学 115 京都大学 140 岡山大学

16 中央大学 41 東京経済大学 66 名古屋外国語大学 91 文京学院大学 116 名古屋大学 141 広島修道大学

17 明治学院大学 42 東京家政大学 67 創価大学 92 横浜国立大学 117 学習院女子大学 142 芝浦工業大学

18 愛知淑徳大学 43 昭和女子大学 68 亜細亜大学 93 中部大学 118 大阪電気通信大学 143 清泉女子大学

19 東京農業大学 44 同志社女子大学 69 椙山女学園大学 94 兵庫県立大学 119 東京国際大学 144 東京農工大学

20 立正大学 45 武蔵大学 70 神戸大学 95 京都造形芸術大学 120 東洋英和女学院大学 145 京都府立大学

21 中京大学 46 愛知学院大学 71 玉川大学 96 駒沢女子大学 121 日本福祉大学 146 四天王寺大学

22 駒澤大学 47 桜美林大学 72 金城学院大学 97 城西大学 122 流通経済大学 147 聖心女子大学

23 甲南大学 48 文教大学 73 埼玉大学 98 大阪芸術大学 123 横浜市立大学 148 白鴎大学

24 青山学院大学 49 大阪経済大学 74 千葉大学 99 阪南大学 124 淑徳大学 149 北里大学

25 関西外国語大学 50 佛教大学 75 東京工科大学 100 神田外語大学 125 神戸女子大学 150 京都光華女子大学

登録学生数の多い大学150校（全体では947校）    150校の登録学生数比率は74.4％ 

 



  基本コースの主な画面と機能 

●インターンシップ情報も基本コースで配信～受付まで可能です。 
●企業トップ画面では４か所までリンク先が設定でき、企業HP等への誘導もできます。 
●フリー項目では学生に訴求したい情報をご掲載いただけます。 

企業情報、採用情報、学生が最も気になる先輩情報は最大６名まで掲載可能です。 

先輩情報画面 採用情報画面 企業トップ画面 



  採用活動を完結できる企業様用管理画面（Ｔ-Ｍａｎａｇｅｒ）  

掲載情報の更新、エントリー学生の管理、学生とのメールのやり取りやイベント管理まで行えます。 

●個別の学生とのメッセージ（メール）のやり取りができるだけ 
   でなく、過去の受発信履歴およびメールの内容を全て参照する 
   ことができます。 
 対象：エントリー・ブックマーク・イベント申込学生 

●会社説明会やインターンシップなどの告知から、申込管理まで 
   対応可能です。 
   イベントごとの開催日時設定…5イベント×各30日の設定可能 

メッセージ管理 イベント管理受付機能 

【ツノル企業様用 管理画面デモ版】 
 下記URLより、デモ版をご確認いただけます 

http://tsunoru.info/corp/login/ ＜ID・PW＞demo  

●掲載情報の無料変更・更新 
●イベント(説明会・インターンシップ等)の情報公開 ※最大150開催分 
●イベントの予約定員管理 
●エントリー・イベント学生への自動返信サンクスメール設定 
●エントリー・イベント申込学生とのメッセージ送受信 
●ブックマーク学生へのスカウトメール配信 
●メッセージテンプレート保存 
●日別・月別アクセスデータ集計（アクセス・エントリー・ブックマーク数） 
●学生データのＣＳＶ出力 
●エントリー受付の外部リンク設定 
●エントリー受付ボタンの表示・非表示選択 

【主な機能】 



  採用効率をあげるオプションサービス  

学生との接点を強化するオプションサービスもご用意しています。 

●ツノルに登録している対象学生に  
 メール配信できます 

＜ターゲット抽出＞ 
 ・文系/理系 
 ・性別 
 ・志望業種 
 ・志望職種 
 ・現住所（都道府県） 
 ・帰省先住所（都道府県） 

●検索後のページで、貴社原稿が常に上位 
 に表示され、発見されやすくなります 
  ☆アクセス数平均２倍 

学生のメールアドレス
に直接配信 

おすすめ企業バナー 

●TOPページ最上位3社スクロール表示 
 画像＋企業名＋テキスト40文字 
 画像サイズ：248×164px 形式jpg 
 ☆アクセス数平均３倍 
 『画像』がポイント!! 

優先上位表示 

●TOPページ10社ランダム表示 
 画像＋企業名＋テキスト40文字 
 画像サイズ：146×100px 形式jpg 
   ☆アクセス数平均1.5倍 
  『テキスト』がポイント!! 

注目企業ロゴバナー 

●TOPページ最上位1社スクロール表示 
 ロゴ：画像・写真・メッセージ 
 画像サイズ：300×250px 形式jpg 
 ☆アクセス数平均4倍 

Pick UPテキストバナー 

ターゲティングWEB-DM 



  学生に直接アプローチするフリーペーパー版  

社員の働くイメージを訴求し、サイトへ誘導するフリーペーパー版を年１回発行 

●関東～関西の約360校のキャリアセンターに配布 

 2018年3月配布予定（約2万部）  

表紙/中面イメージ 

（※お申込み期限を過ぎた場合はご利用いただけません） 

※フリーペーパー版とは別にチラシ等も配布しています 

求人広告 表2枠 表3枠 表4枠 

掲載 中面 表紙裏面 裏表紙裏面 裏表紙 

サイズ 
AB版¼㌻ 

4区画 
210㎜×257㎜ 210㎜×257㎜ 200㎜×257㎜ 

価格 ５万円 20万円 20万円 40万円 



 ツノル２０１８ フリーペーパー版 設置校一覧 

大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県 大学名 都道府県

つくば国際大学 関東 淑徳大学　（千葉） 関東 津田塾大学 関東 平成国際大学 関東 静岡文化芸術大学 東海 京都光華女子大学 関西 大阪市立大学 関西

フェリス女学院大学 関東 駿河台大学 関東 鶴見大学 関東 法政大学 関東 静岡理工科大学 東海 京都工芸繊維大学 関西 大阪女学院大学 関西

ものつくり大学 関東 女子栄養大学 関東 帝京科学大学 関東 北里大学 関東 大垣女子短期大学 東海 京都嵯峨芸術大学 関西 大阪女子短期大学 関西

亜細亜大学 関東 尚美学園大学 関東 帝京大学 関東 明海大学 関東 大同大学 東海 京都産業大学 関西 大阪商業大学 関西

杏林大学 関東 昭和女子大学 関東 帝京平成大学 関東 明治学院大学 関東 中京学院大学 東海 京都市立芸術大学 関西 大阪樟蔭女子大学 関西

浦和大学 関東 昭和大学 関東 田園調布学園大学 関東 明治大学 関東 中京大学 東海 京都女子大学 関西 大阪人間科学大学 関西

横浜国立大学 関東 松蔭大学 関東 東海大学 関東 明星大学 関東 中部学院大学 東海 京都情報大学院大学 関西 大阪成蹊大学 関西

横浜商科大学 関東 湘南工科大学 関東 東京家政学院大学 関東 目白大学 関東 中部大学 東海 京都精華大学 関西 大阪青山大学 関西

嘉悦大学 関東 湘北短期大学 関東 東京家政大学 関東 立教大学 関東 東海学院大学 東海 京都造形芸術大学 関西 大阪総合保育大学 関西

開智国際大学 関東 上智大学 関東 東京外国語大学 関東 立正大学 関東 東海学園大学 東海 京都美術工芸大学 関西 大阪体育大学 関西

学習院女子大学 関東 上武大学 関東 東京経済大学 関東 流通経済大学 関東 東海大学 東海 京都府立大学 関西 大阪大学 関西

学習院大学 関東 城西国際大学 関東 東京工科大学 関東 麗澤大学 関東 東京福祉大学 東海 京都文教大学 関西 大阪大谷大学 関西

鎌倉女子大学 関東 城西大学 関東 東京工芸大学 関東 和光大学 関東 南山大学 東海 近大姫路大学 関西 大阪電気通信大学 関西

関東学院大学 関東 常磐大学 関東 東京国際大学 関東 和洋女子大学 関東 日本福祉大学 東海 甲子園大学 関西 大阪府立大学 関西

関東学園大学 関東 神田外語大学 関東 東京純心女子大学 関東 國学院大学 関東 浜松学院大学 東海 甲南女子大学 関西 大手前大学 関西

共栄大学 関東 神奈川工科大学 関東 東京女子体育大学 関東 獨協大学 関東 浜松学院大学短期大学部 東海 甲南大学 関西 大谷大学 関西

共立女子大学 関東 神奈川大学 関東 東京女子大学 関東 愛知学院大学 東海 豊橋創造大学 東海 高野山大学 関西 追手門学院大学 関西

玉川大学 関東 成城大学 関東 東京情報大学 関東 愛知学泉大学 東海 名古屋外国語大学 東海 阪南大学 関西 帝塚山学院大学 関西

桐蔭横浜大学 関東 成蹊大学 関東 東京成徳大学 関東 愛知県立大学 東海 名古屋学院大学 東海 常磐会学園大学 関西 帝塚山大学 関西

桐朋学園大学 関東 清泉女子大学 関東 東京聖栄大学 関東 愛知工科大学 東海 名古屋経済大学 東海 神戸医療福祉大学 関西 天理大学 関西

駒沢女子大学 関東 聖学院大学 関東 東京造形大学 関東 愛知工業大学 東海 名古屋芸術大学　 東海 神戸海星女子学院大学 関西 東大阪大学 関西

駒澤大学 関東 聖心女子大学 関東 東京電機大学 関東 愛知産業大学 東海 名古屋工業大学 東海 神戸学院大学 関西 桃山学院大学 関西

群馬県立女子大学 関東 聖徳大学 関東 東京都市大学 関東 愛知淑徳大学 東海 名古屋市立大学 東海 神戸芸術工科大学 関西 同志社女子大学 関西

群馬大学 関東 西武文理大学 関東 東京農工大学 関東 愛知大学 東海 名古屋女子大学 東海 神戸国際大学 関西 同志社大学 関西

恵泉女学園大学 関東 青山学院大学 関東 東京福祉大学 関東 愛知東邦大学 東海 名古屋商科大学 東海 神戸山手大学 関西 奈良学園大学 関西

慶應義塾大学 関東 跡見学園女子大学 関東 東京未来大学 関東 愛知文教大学 東海 名古屋大学 東海 神戸夙川学院大学 関西 奈良大学 関西

敬愛大学 関東 千葉科学大学 関東 東京理科大学 関東 岡崎女子短期大学 東海 名古屋文理大学 東海 神戸女学院大学 関西 梅花女子大学 関西

工学院大学 関東 千葉経済大学 関東 東洋英和女学院大学 関東 岐阜経済大学 東海 鈴鹿医療科大学 東海 神戸女子大学 関西 武庫川女子大学 関西

江戸川大学 関東 千葉工業大学 関東 東洋学園大学 関東 岐阜女子大学 東海 鈴鹿大学 東海 神戸松蔭女子学院大学 関西 兵庫県立大学 関西

高崎経済大学 関東 千葉商科大学 関東 東洋大学 関東 岐阜大学 東海 びわこ学院大学 関西 神戸常盤大学 関西 兵庫大学 関西

高崎商科大学 関東 千葉大学 関東 二松学舎大学 関東 金城学院大学 東海 びわこ成蹊スポーツ大学 関西 神戸親和女子大学 関西 平安女学院大学 関西

高千穂大学 関東 専修大学 関東 日本工業大学 関東 三重短期大学 東海 芦屋大学 関西 神戸大学 関西 宝塚大学 関西

国際基督教大学 関東 川村学園女子大学 関東 日本社会事業大学 関東 四日市大学 東海 羽衣国際大学 関西 成安造形大学 関西 立命館大学 関西

国際武道大学 関東 洗足学園音楽大学 関東 日本女子体育大学 関東 至学館大学 東海 園田学園女子大学 関西 聖泉大学 関西 流通科学大学 関西

国士舘大学 関東 創価大学 関東 日本女子大学 関東 修文大学 東海 関西外国語大学 関西 摂南大学 関西 龍谷大学 関西

埼玉学園大学 関東 早稲田大学 関東 日本体育大学 関東 常葉大学 東海 関西学院大学 関西 千里金蘭大学 関西 佛教大学 関西

埼玉工業大学 関東 相模女子大学 関東 日本大学 関東 常葉大学短期大学部 東海 関西国際大学 関西 相愛大学 関西 山梨英和大学 甲信越

埼玉大学 関東 足利工業大学 関東 日本文化大学 関東 椙山女学園大学 東海 関西大学　 関西 太成学院大学 関西 山梨県立産業技術短期大学校 甲信越

作新学院大学 関東 多摩大学 関東 白鴎大学 関東 聖隷クリストファー大学 東海 関西福祉科学大学 関西 大阪学院大学 関西 山梨県立大学 甲信越

桜美林大学 関東 大妻女子大学 関東 白百合女子大学 関東 静岡英和学院大学 東海 関西福祉大学 関西 大阪観光大学 関西 山梨大学 甲信越

産業能率大学 関東 大正大学 関東 武蔵大学 関東 静岡英和学院短期大学部 東海 畿央大学 関西 大阪経済大学 関西 大月短期大学 甲信越

実践女子大学 関東 大東文化大学 関東 武蔵野学院大学 関東 静岡県立大学 東海 京都ノートルダム女子大学 関西 大阪経済法科大学 関西 帝京科学大学 甲信越

芝浦工業大学 関東 拓殖大学 関東 武蔵野大学 関東 静岡県立大学短期大学部 東海 京都華頂大学 関西 大阪芸術大学 関西 都留文科大学 甲信越

秀明大学 関東 筑波学院大学 関東 武蔵野美術大学 関東 静岡産業大学 東海 京都外国語大学 関西 大阪工業大学 関西 日本大学（工学部） 東北

十文字学園女子大学 関東 中央学院大学 関東 文京学院大学 関東 静岡大学 東海 京都学園大学 関西 大阪国際大学 関西 金城大学 北陸

淑徳大学　（埼玉） 関東 中央大学理工学部 関東 文教大学 関東 静岡福祉大学 東海 京都橘大学 関西 大阪産業大学 関西 富山大学 北陸

※2017年3月配布 
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  ツノル 学生の動き 

エントリー開始前後に学生の動きが集中しています。一方、卒業間際まで活動を継続する学生もいます。 
ツノルは年間を通じ採用活動をサポートします。 

  
 

選考開始 
エントリー

開始 
※ツノル２０１８（2017年4月末時点） 

2月ブックマーク数
前年同時期比 

175.6％ 

3月エントリー数 
前年同時期比 

130.1％ 



 ツノル２０１８ 反応事例 

※ツノル２０１８（2017年4月末時点） 

■関東エリア

No. 業種 本社所在地 勤務地 従業員数 AS ＥＴ ＢＭ

1 印刷・パッケージ 東京都 東京都 105 6,422 277 293

2 ソフトウエア 東京都 埼玉県-千葉県-神奈川県-東京都 100 17,845 275 378

3 設備 東京都 福岡県-北海道-宮城県-東京都-神奈川県-大阪府 145 12,531 252 458

4 広告 東京都 東京都 43 6,310 154 159

5 その他金融 東京都 岡山県-広島県-北海道-宮城県-香川県-愛媛県-福岡県-埼玉県-千葉県-東京都-沖縄県-愛知県-神奈川県-大阪府-兵庫県-京都府 621 6,795 142 187

■東海エリア

No. 業種 本社所在地 勤務地 従業員数 AS ＥＴ ＢＭ

1 フードサービス 愛知県 大阪府-愛知県-三重県-埼玉県-千葉県-東京都-神奈川県-静岡県 1,000 5,058 60 93

2 ディスプレイ 静岡県 東京都-静岡県 20 1,911 39 114

3 食品 静岡県 静岡県 60 1,735 35 56

4 印刷・パッケージ 静岡県 大阪府-愛知県-静岡県-東京都 202 1,857 27 63

5 建設 静岡県 埼玉県-千葉県-東京都-神奈川県-静岡県-中国-ベトナム-その他アジア 101 1,903 27 25

■関西エリア

No. 業種 本社所在地 勤務地 従業員数 AS ＥＴ ＢＭ

1 ソフトウエア 大阪府 奈良県-兵庫県-和歌山県-滋賀県-大阪府-京都府-岡山県-愛知県-岐阜県-東京都-千葉県-埼玉県-神奈川県 378 5,474 90 139

2 その他マスコミ 大阪府 大阪府 10 3,497 62 99

3 印刷・パッケージ 大阪府 千葉県-大阪府-愛知県-東京都 115 4,344 59 134

4 非鉄金属 大阪府 福岡県-広島県-大阪府-愛知県-東京都-群馬県-宮城県-北海道 208 6,496 58 221

5 ソフトウエア 大阪府 埼玉県-東京都-神奈川県-大阪府-兵庫県 118 3,324 53 84

■他エリア

No. 業種 本社所在地 勤務地 従業員数 AS ＥＴ ＢＭ

1 文具・事務機器 岡山県 東京都 295 5,455 103 172

2 ソフトウエア 岡山県 東京都 197 2,117 13 38

3 ホテル 長崎県 静岡県 900 1,119 10 22

4 広告 山梨県 山梨県 48 1,062 9 6

5 スーパー 富山県 富山県-石川県-福井県 2,593 743 4 2



 ツノル２０１９ ご提案プラン    

Ａプラン Ｃプラン Ｂプラン 

定価 ３8万円 

 

 

３０万円 

価
格 

●2019基本コース：1シーズン 
●上位(優先)表示：1ヶ月 
●注目企業ロゴバナー：2週間×２ 
●おすすめ企業バナー：2週間×２ 
●2019フリーペーパー版 

定価 24万円 

 

 

１８万円 

定価 18万円 

 

１３万円 

プ
ラ
ン
内
容 

●2019基本コース：1シーズン 
●上位(優先)表示：1ヶ月 
●おすすめ企業バナー：2週間 
●2019フリーペーパー版 

●2019基本コース：1シーズン 
●Pick UPバナー：2週間 
●2019フリーペーパー版 

効果を上げるオプションをセットしたお得な2019プランです。   

お得なセットプランを是非お試しください!! 
 

申込〆切りなど詳細は担当営業までお問合わせ下さい 



 採用活動支援サービス                   ツノル２０１９サービス価格表   

商
品 

分類 機能 価格 

基
本
コ
ー
ス 

掲載情報 

企業情報 

  
 
100,000円／1シーズン 
 

採用情報 

先輩情報 

イベント情報 

学生管理 

エントリー管理 

ブックマーク管理 

イベント受付管理 

メッセージ送受信 

オ
プ
シ
ョ
ン 

WEB 

注目企業ロゴバナー 50,000円／2週間 

おすすめ企業バナー 40,000円／2週間 

Pick UPテキストバナー 30,000円／2週間 

上位（優先）表示 50,000円／月 

ターゲティングWEB-DM 10,000円／5,000通 

イベント追加枠( 30枠) 30,000円／回 

支
援 

管理事務代行 企業様用管理画面事務代行 10,000円／月～ 

研修 集合研修・講師派遣 10,000円／人～ 

適性検査他 テスト、フォローツール 8,000円～ 

広
告 

学生サイト おすすめイベント広告 100,000円／2週間 

企業サイト 企業向けバナー広告 100,000円／2週間 

【お問い合わせ窓口】  
  TSUNORU（ツノル）運営事務局 
    TEL：03-3254-2565 
    営業時間：9：00～18：00（土・日・祝日除く） 

●ツノル企業様用管理画面を通して行う業務を代行します。 
 原稿作成、説明会の情報公開～学生へのメール配信など 

ツノル 管理画面事務代行 

①掲載情報の作成・更新 
②イベント情報の編集・更新 
③エントリー・ブックマーク・イベント申込学生へのメール配信 

●集合研修の他、個別の研修を承ります。 
 お気軽にご相談ください。 

◆新入社員導入研修 
◆新入社員フォローアップ研修 
◆新入社員受け入れ研修 他 

研修 

入社適性検査他 

●ダイヤモンド社の適性検査・内定者フォローツール 
 等も取り扱っております。 

◆入社適性検査 
 ・ＤＰＩ職場適応性テスト 
 ・ＤＩＳＴストレス耐性テスト 
 ・ＤＩＩ知的能力診断テスト 
◆内定者フォローアップツール 
 ・フレッシャーズコース 

貴社の採用活動をご支援するサービス 



 タイムスグループについて 

会社名  株式会社アルバイトタイムス 
 
設 立  1973年10月29日 
 
資本金   4億5,599万円 
 
決算期   2月 
 
上場市場 東京証券取引所 JASDAQ 2341 
 
本 社  〒101-0043 
     東京都千代田区神田富山町5-1  
     神田ビジネスキューブ 7F・8F 
     TEL：03-3254-2501 
 
事業内容 求人情報事業 
     人材紹介事業 
     SP事業 
 
代表取締役社長 垣内 康晴 

 
ＨＰ   http://www.atimes.co.jp/  
 
 
  

会社名   株式会社リンク 
設 立   1993年9月 
事業内容  テイクワンボックス事業 
      「ｉ･pockets」の運営 
ＨＰ    http://www.link-timesgr.co.jp/   
 
   
 
  

会社名   株式会社フリーシェアードジャパン 
設 立   2011年10月 
事業内容  新卒求人情報サイトの企画運営  
      新卒採用支援サービス 
ＨＰ    http://fsj.atimes.co.jp/   
 
   
 
  

会社名   株式会社名古屋adM 
設 立   2004年8月 
事業内容  総合広告代理業 
      求人広告事業 営業広告事業  
ＨＰ    http://www.nagoya-adm.com/ 
 
   
 
  

会社名   Mirc Co.,Ltd（株式会社ミラク） 
設 立   2014年11月 
事業内容  ミャンマー連邦共和国において 
      求人メディア・有料職業紹介事業 
      コンサルティング並びに業務委託   
  

会社概要 グループ会社 

当社グループは、アルバイトタイムス及び連結子会社４社(2017年2月28日時点）で構成されており、 
情報提供事業と販促支援事業を基軸として事業を運営しています。 


