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掲載枠

「職種」をテーマとしたコンテンツページに
上位表示できるオプション枠です。

野郎WORKプラチナ・ゴールドプラン限定オプション

送迎ドライバー / 店長・幹部候補 / 店舗スタッフ /
Webスタッフ / カンパイワーク

職種テーマとマッチする求人を募集中の企業・店舗様は
更に露出を高められます。

特集トップページ

特集エリア別一覧ページ

PC

PC SP

オプション －特集広告－【 概要 】

スライド表示

※更新毎ランダム表示

※1時間毎ランダム表示

特集ページでの検索結果は、
特集広告オプションをご契約中の求人が

上位に表示されます。

SP
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プラチナプラン・ゴールドプラン契約中の企業・店舗様
（プランアップキャンペーン適用エリア：ゴールドプランにて契約時のみ対象）

PC版：上部スライド一覧表示、下部1枠表示
SP版：上部2枠表示、下部2枠表示

PC版：契約求人 一覧表示
SP版：契約求人 一覧表示

オプション －特集広告－【 料金・掲載詳細 】

掲載枠

■ 料金

■ 掲載詳細

送迎ドライバー 店長・幹部候補 店舗スタッフ Webスタッフ カンパイワーク

月額料金 8,000円料金（税抜）

特集TOPページ

（ファイル形式：JPEGのみ／容量制限なし）画像1点 ※要審査

特集エリア別
一覧ページ

掲載箇所

必要書類

契約可能枠数

先行掲載

対象

契約期間

※特集内容とマッチする職種の掲載が必要です。
※掲載業種によってはお申込みいただけない特集枠がございます。予めご了承ください。

各特集 1枠　※同一特集枠への重複掲載はできません。

1ヶ月

460×270px

※前回掲載終了より6ヶ月未満の再掲載を除く

契約月前月15日

表示順：更新毎ランダム

表示順：1時間毎ランダム
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掲載枠

エリア・業種問わず、
何枠でも掲載できるオプション枠です。

野郎WORKプラチナ・ゴールドプラン限定オプション

職種から探す / 勤務地から探す / こだわりから探す

掲載しているエリア・業種を問わず、
広い範囲で応募者の獲得が可能となります。

広告表示ページ

PC SP

申込枠 特徴

職種から探す
【検索条件】 エリア+業種

勤務地から探す
【検索条件】 都道府県

こだわりから探す
【検索条件】 エリア+こだわり

同業種はもちろん、
他の職種ページへも露出できます。

基本掲載の選択エリアに限らず、
都道府県を自由に選択できます。

待遇や条件で検索しているユーザーに
表示できます。

他の職種を閲覧しているユーザー
に募集をアピール！

寮・社宅など環境面に特化している
企業・店舗様に最適！

我が社だけの待遇・条件を
最大限にPR！

オプション －サムネイル広告－【 概要 】

※更新毎ランダム表示
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オプション －サムネイル広告－【 料金・掲載詳細 】

プラチナプラン・ゴールドプラン契約中の企業・店舗様
（プランアップキャンペーン適用エリア：ゴールドプランにて契約時のみ対象）

PC/SP版：上部 1枠表示、3求人毎 1枠表示

PC版：タイトル 全角30文字まで、本文 全角45文字まで
SP版：タイトル 全角18文字まで、本文 全角34文字まで

PC/SP版：基本掲載「メイン画像（小）」を自動流用

PC/SP版：基本掲載の内容を自動流用

PC/SP版：上部 1枠表示、下部3枠表示

PC/SP版：欄の最上部 1枠表示

掲載枠

■ 料金

■ 掲載詳細

職種から探す 勤務地から探す こだわりから探す

月額料金 6,000円料金（税抜）

会員マイページTOP

掲載テキスト 4点 ※要審査

掲載画像

その他情報

検索結果ページ

求人詳細ページ
「この求人を見た人はこんな求人も見ています」欄

掲載箇所

必要書類

契約可能枠数

先行掲載

対象

契約期間

※同一枠で複数掲載の場合、「タイトル」「テキスト」は異なる内容でお申込みください。

制限なし

1ヶ月

※前回掲載終了より6ヶ月未満の再掲載を除く

契約月前月15日

表示順：更新毎ランダム
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正社員にはないこだわり条件を
前面にアピールできるオプション枠です。

野郎WORKプラチナ・ゴールドプラン限定オプション
プランによって露出や求人情報量が違う！

プラチナプランPlatinum

ゴールドプランGold

シルバープランSilver

オススメ求人枠にバナー表示
募集可能職種：最大 7職種
勤務地設定：メイン最大 5枠、サブ無制限

ピックアップ求人枠にバナー表示
募集可能職種：最大 5職種
勤務地設定：メイン最大 2枠、サブ最大 3枠

募集可能職種：最大 3職種
勤務地設定：メイン1枠、サブ 1枠

募集可能職種：1職種　
勤務地設定：メイン1枠

上位

中位

下位

最下位

無料掲載 プラチナプラン・ゴールドプランで
掲載中の求人限定

プラチナプラン /ゴールドプラン /シルバープラン

※求人タイトルや募集メッセージなどをご登録いただくと、同プラン内で上位表示されます。

アルバイト・パートに特化した
日払いや即日勤務など専用サイトへ表示できます。

全国トップページ

PC SP

申込枠

オプション －野郎WORKバイト－【 概要 】

都道府県別
限定15枠
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プラン名

契約期間 1ヶ月 1ヶ月1ヶ月

先行掲載
契約月前月15日 契約月前月15日 契約月前月15日（満稿の場合： 適用外）

※前回掲載終了より6ヶ月未満の再掲載を除く

募集可能職種

画像サイズ

メイン写真

メッセージ用写真

プラン限定バナー オススメ求人バナー（メイン写真リサイズ表示） ピックアップ求人テキスト

最大 7 職種 最大 5 職種

最大 5 エリア 最大 2 エリア

最大 3 職種

勤務地設定 ※要審査 無制限

枠数 制限なし 制限なし都道府県： 限定15枠

対象 プラチナプラン・ゴールドプラン契約中の企業・店舗様
（プランアップキャンペーン適用エリア：ゴールドプランにて契約時のみ対象）

プラチナプラン ゴールドプラン シルバープラン

＋翌月分 ＋翌月分 ＋翌月分

キャンペーン料金

月額料金

日割料金

11～20日 掲載開始

30,000円
20,000円

＋翌月分
10,000円

＋翌月分
5,000円

＋翌月分
2,333円

10,000円 4,666円

15,000円 7,000円
55,000円 24,000円 12,000円

（月額料金 2/3）

21～末日 掲載開始
（月額料金 1/3）

料金
（税抜）

オプション －野郎WORKバイト－【 料金・プラン比較 】

■ 料金

■ 掲載詳細

460×270px

320×220px （最大2件登録可） 320×220px －

－

460×270px 460×270px
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