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より探しやすいデザインへと改善しますのでお知らせいたします。

6月下旬リニューアルのお知らせ
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スマホ版（600x100）
gifもしくはjpg/ランダム表記

CバナーサイズUP!
さらにスマホ版露出増!

①①

③③

④④

①①

TNNTPPPPPOOIINNTT
誌面版掲載プラン
「1/8～1/2」
サイズの表記例

①①
①①

③③

スマートデバイスを
意識したデザインに

②②

入稿データ（640x480）
PC・スマホデータ共通
jpg/ランダム表記

PICKUPバナー
スマホ版露出増!
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従来の条件検索と比べてよ
り簡単に、探したい条件で求
人を検索することが可能に
なりました。
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誌面版掲載プラン
「1c1p～4c2p」
サイズの表記例
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サイズの表記例
【テキストのみ】

のでお知らせいたします。
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今より大きく!
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