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料金プラン改定と仕様変更のお知らせ
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関東エリア

料金プラン改定について



【関東エリア】2021年2月～
料金プラン改定について

1.掲載料金が全国一律から都道府県別になります。

2.届出記載の営業所・事務所の所在地に関係なく、お好きなエリアに掲載可能に
なります。また、掲載エリアは「1エリア」or「3エリア」から選択可能に。掲載エ
リア数によって料金が変わります。

3.取材はオプションとして別料金販売になります。

簡単に説明すると…

東京都掲載なら、料金そのままで「3エリア」に掲載可能になります！

これまで通りの1エリア掲載なら、最大35,000円お安く掲載可能にな
ります！



【関東】料金プラン改定｜2021年2月から新料金になります！

旧料金プラン(～2021年1月)

掲載都道府県

全国一律

プラチナ ゴールド シルバー

掲載都道府県

東京都

千葉県

神奈川県
埼玉県

プラチナ ゴールド シルバー

新料金プラン(2021年2月～)

100,000円1エリア 60,000円1エリア 20,000円1エリア

20,000円1エリア

20,000円1エリア

20,000円1エリア

※上記金額は1カ月の掲載料金です。※シルバープランは「1エリア掲載」のみの受付になります。※「2エリア掲載」は受付しておりません。※5エリア以上
の掲載を希望される場合はお問い合わせください。※金額はすべて税抜きです。

80,000円

100,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

40,000円

60,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

35,000円

55,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

25,000円

45,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

75,000円

95,000円

1エリア掲載

3エリア掲載

65,000円

85,000円

1エリア掲載

3エリア掲載



【関東】料金プラン改定｜詳細

全国一律の料金体系から都道府県別の料金に改定。取材はオプションとして別料
金販売になります！

1.これまでプラチナプラン・ゴールドプランにて提供しておりました「取材（キャスト様インタビュー「MyStory」）」を2021年2月からオプションとして別料
金販売いたします（1名取材30,000円）。また、地域によってユーザーの流入・反響の差があることから、都道府県別に掲載料金を見直しました。これま
でと比べ、東京都なら20,000円、神奈川県・埼玉県なら25,000円、千葉県なら35,000円ほど低価格で掲載することが可能になります。

1

プラチナプラン・ゴールドプランなら掲載エリアが「1エリア」または「3エリア」か
ら選択可能に。「複数エリア掲載」ができるようになります！

2

1.掲載エリアとは、東京都なら「五反田」、神奈川県なら「横浜」といった、都道府県の下に位置するエリアのことを言います。

2.これまで掲載可能なエリア数は、「1エリア」でしたが、新料金プランのプラチナプラン・ゴールドプランでは、「1エリア」または「3エリア」から選択可能
になります。「プラチナorゴールド／東京都／3エリア掲載」のプランであればメインエリア（お申込み時に設定した掲載エリア）の他に、もう2つの掲載
エリアに求人を掲載することが可能になります。

3.掲載エリアは、メインエリアの都道府県内からのみ選択することができます。都道府県内であれば、届出記載の営業所・事務所の所在地に関係なく、ご
希望のエリアへ掲載することができます。別都道府県の掲載エリアを選択することはできません（メインエリアに東京都・五反田を選択している場合、神
奈川県や埼玉県の掲載エリアは選択できません）。

4.都道府県ごとにアカウントを購入し、複数の都道府県に「同名店舗」の掲載も可能です。例えば「ゴールド／東京都／1エリア掲載」と「ゴールド／埼玉県
／1エリア掲載」の２つのアカウントでお申込みいただき、１つは東京都・池袋エリアに掲載、もう１つは埼玉県・西川口エリアに同じお店を掲載すること
が可能になります（この場合、料金は1カ月75,000円）。※１つの都道府県内で2店舗以上の「同名店舗」掲載はできません（関東エリアの場合、東京都、
神奈川県、埼玉県、千葉県の各都道府県に1店舗ずつまで最大4店舗まで「同名店舗」掲載が可能となります）。※関東・関西・東海…など、複数地方での
「同名店舗」掲載は不可とします。

次ページへ続く



【関東】料金プラン改定｜詳細

5.これまでプラチナ・ゴールドプランにて提供しておりました「サブエリア機能」は廃止になります。ただし、今回の仕様変更にてサブエリア機能の設定
データを流用するため、仕様変更直後は「メインエリア＋サブエリアで設定していたエリア」に求人が掲載されます。今回の仕様変更にて「別都道府県の
エリアを選択不可」とするため、メインエリアに設定した都道府県以外のサブエリアは削除されますのでご注意ください（例えば、東京都・五反田をメイ
ンエリアに設定し、埼玉県・西川口などの別都道府県のエリアをサブエリアに設定していた場合、別都道府県となる神奈川県・西川口のサブエリア設定が
削除されます）。お手数をお掛けいたしますが、管理画面より再度設定をお願いいたします。

6.現在設定中のメインエリアは、「管理画面＞ご契約プランの変更」から確認できます。メインエリアを変更する場合は、お手数をお掛けいたしますが、弊
社までお問い合わせください。現在設定中のサブエリアは、「管理画面＞サブエリアの登録」から確認できます（仕様変更後は「サブエリアの登録→掲載
エリアの設定」にページ名が変わります）。サブエリアはいつでも変更することが可能です。

7.メインエリアのエリア名は、サイト内各所で表示される貴店求人広告上に表示されます（求人詳細ページのパンくずナビなど）。

プラチナプラン・ゴールドプランの継続割廃止3
1.プラチナプラン・ゴールドプランにご契約の店舗様に提供しておりました、継続月数によって料金が最大20％オフになる「継続割」を廃止いたします。
2021年2月より定価でのご請求になります。

前ページからの続き



【関東】料金プラン改定｜募集ニーズに合わせて最適なプランを！

以下はプラン構成の一部例になります。ご不明な点はお問い合わせください。貴店の募集ニーズに合わせて
最適なプランをご提案させていただきます。

× ×

東京都でコスパよく採用したい！ケース1

ゴールドプラン東京都 3エリア掲載 1カ月 60,000円

料金プラン改定によって、
貴店の募集ニーズに合わせた最適な提案が可能に

※金額はすべて税抜きです。

みっけなら「高コスパ」で複数エリア掲載ができる！
3エリア掲載をした場合の1カ月掲載料金を比較

他媒体A様

15万円 9万円 6万円

他媒体B様 みっけ

みっけ
編集部

フォーカス
3エリア掲載で3エリア掲載で3エリア掲載で

※神奈川県・埼玉県の場合、55,000円。千葉県の場合、45,000円



【関東】料金プラン改定｜募集ニーズに合わせて最適なプランを！

× × ×

近隣都道府県に同時掲載！広範囲PRで大量採用したい！ケース2

ゴールドプラン東京都 3エリア掲載

× ×ゴールドプラン神奈川県 1エリア掲載
※内訳）東京都／ゴールド／3エリア掲載プランで
60,000円、神奈川県／ゴールド／1エリア掲載プラ
ンで35,000円

都道府県ごとにアカウントを購入すれば複数都道府県に同時掲載可能！上記例は東京都と神奈川県ですが、関
東エリア内なら組み合わせは自由。近隣都道府県の人気エリアに絞って求人をPRすることもできます。都内の
人気エリアは好リーチを獲得できるため、東京隣接県の店舗様にもおすすめのプランです！

× ×

まずはお試し！価格をおさえて、じっくり採用したい！ケース3

ゴールドプラン埼玉県 1エリア掲載

× ×ゴールドプラン千葉県 1エリア掲載

以下はプラン構成の一部例になります。ご不明な点はお問い合わせください。貴店の募集ニーズに合わせて
最適なプランをご提案させていただきます。

みっけ初掲載の店舗様にもおすすめのプラン。ゴールドプランであれば検索結果トップに表示できる「順位
アップ」もたっぷり利用可能。他媒体様と比較してもリーズナブルに求人募集を掲載できます。

1カ月合計 95,000円

1カ月 35,000円

1カ月 25,000円

※金額はすべて税抜きです。



料金プラン改定にともない、これまでプラチナプラン・ゴールドプランにて提供しておりました「取材」が別
料金販売になります。

【関東】料金プラン改定｜取材のオプション化について

MyStoryインタビュー取材 1名 30,000円
サービス内容：キャスト様インタビュー、記事作成、写真撮影、写真補正 ※金額は税抜きです。

※取材のオプション化にともない、これまでプラチナプラン・ゴールドプランにて提供しておりました「3カ月ご継続毎
の取材サービス」は廃止になります。

※大変恐れ入りますが、「MyStoryインタビュー取材」は関東エリア（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）で対面取材
が可能な場合のみ、お申込みを受付させていただきます。その他エリアのMyStoryインタビュー取材につきまして
は、実施させていただく際に改めて詳細をご案内させていただきます。

その他お知らせ・注意点



池袋／赤羽・大塚・巣鴨／新宿・歌舞伎町／大久保・新大久保／高田馬場・目白／渋谷／恵比寿・目黒／五
反田／品川／六本木・赤坂／新橋・銀座／錦糸町・亀戸／日暮里・西日暮里／鶯谷／吉原／上野・御徒町／
北千住・亀有・金町／神田・秋葉原／蒲田・大森／小岩・新小岩／葛西／練馬／中野・高円寺／荻窪・吉祥寺
／調布・府中／町田／立川／八王子／東京都その他

東京都

横浜／関内／曙町／桜木町／新横浜／川崎／相模原／大和／藤沢／厚木／平塚／横須賀／小田原／神奈川
県その他

神奈川県

大宮／浦和／さいたま市（他）／西川口／越谷／熊谷／春日部／所沢／川越／草加／蕨／狭山／入間／本庄
／東松山／久喜／朝霞／埼玉県その他

埼玉県

栄町／千葉市（他）／船橋／西船橋／松戸／柏／市川／成田／浦安／市原／千葉県その他千葉県

関東エリアの都道府県別掲載エリアです。お申込み都道府県の中からご希望のエリアに求人を掲載すること
ができます。

【関東】料金プラン改定｜関東の掲載エリア紹介



関東エリア以外

料金プラン改定について



【関西エリア】料金プラン改定について

関西エリアにおきましては、引き続き無料掲載キャンペーンを継続させていただきます。また、関東エリアと
同様、新料金プランの展開を予定しておりますため、恐れ入りますが、その際は改めてご連絡させていただき
ます。尚、以下の仕様変更においては、2020年12月21日（月）より適用させていただきます。

～2020年12月21日（月）より適用～
1.届出記載の営業所・事務所の所在地関係なく、お好きな掲載エリアに掲

載可能になります。また、プラチナプラン・ゴールドプランにご契約状態
で、掲載都道府県が「大阪府」の場合、「3エリア」まで掲載可能になり
ます。

1.掲載エリアとは、大阪府なら「梅田」「難波」など都道府県の下に属するエリアのことを言います。

2.関西エリア全店舗様にて届出記載の営業所・事務所の所在地に関係なく、ご希望のエリアへ掲載することが可能になります。

3.「大阪府の3エリア掲載」につきまして、これまで掲載可能なエリア数は、「1エリア」でしたが、2020年12月21日以降は、メインエリア（お申込み時に設定した掲載エリア）の他に、
もう2つの掲載エリアに求人を掲載することが可能になります。掲載エリアは大阪府内からのみ選択することができます。また、こちらの適用は期間限定になります（終了日未
定）。

4.京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県におきましては、現在1エリア掲載までとなります。

5.これまでプラチナ・ゴールドプランにて提供しておりました「サブエリア機能」は廃止になります。「大阪府の3エリア掲載」につきまして、今回の仕様変更にてサブエリア機能の設
定データを流用するため、仕様変更直後は「メインエリア＋サブエリアで設定していたエリア」に求人が掲載されます。また、メインエリアに設定した都道府県以外のサブエリアは
削除されますのでご注意ください（例えば、大阪府・梅田をメインエリアに設定し、京都府・祇園などの別都道府県のエリアをサブエリアに設定していた場合、別都道府県となる京
都府・祇園のサブエリア設定が削除されます）。お手数をお掛けいたしますが、管理画面より再度設定をお願いいたします。

6.現在設定中のメインエリアは、「管理画面＞ご契約プランの変更」から確認できます。メインエリアを変更する場合は、お手数をお掛けいたしますが、弊社までお問い合わせくださ
い。現在設定中のサブエリアは、「管理画面＞サブエリアの登録」から確認できます（仕様変更後は「サブエリアの登録→掲載エリアの設定」にページ名が変わります）。サブエリア
はいつでも変更することが可能です。

7.メインエリアのエリア名は、サイト内各所で表示される貴店求人広告上に表示されます（求人詳細ページのパンくずナビなど）。



梅田／日本橋／難波／谷九（谷町九丁目）／京橋／十三／西中島・新大阪／堺・堺東／天王寺／桜ノ宮／道
頓堀・心斎橋・宗右衛門町／大阪市（他）／泉大津・岸和田・関西空港／東大阪・八尾／豊中・吹田／枚方・
茨木／大阪府その他

大阪府

【関西エリア】大阪府の掲載エリア紹介
大阪府の掲載エリアです。プラチナプラン・ゴールドプランにご契約状態で、掲載都道府県が大阪府の場合、
以下の掲載エリアから「３エリア」まで求人を掲載することが可能になります（2020年12月21日～）。



「東北・北海道」「北陸・甲信越」「北関東」「東海」「四国・中国」「九州・沖縄」エリアについては引き続き
無料掲載キャンペーン実施させていただきます。無料ですがシルバープランと同等の機能をご利用できます。
ぜひこの機会にみっけをご利用ください！お問い合わせをお待ちしております。

【その他エリア】料金プラン改定について



全店舗様対象

仕様変更について



【全店舗様】仕様変更について

簡単に説明すると…

次ページから詳細を解説

※2020年12月21日（月）から適用

「順位アップ獲得のためのコンテンツ更新」について、「お悩み
Q&Aの回答」以外を廃止します。

「順位アップの初期回数」を全プランで増加させます。

プラン別の機能差を以下の３つのみに改定します。
「1.検索結果の表示位置」
「2.順位アップの初期回数」
「3.お悩みQ&Aの回答権」 

以前はプランによって求人広告、応募方法、先輩
Q&A、ライブニュースなどに制限がありました。
今回の仕様変更でこれらの制限を撤廃します。



仕様変更｜プラン別の機能差改定

～【改定後】プラン別の機能～

プラン別の機能差を「1.検索結果の表示位置」「2.順位アップの初期回数」「3.お悩みQ&Aの回答権」のみ
に改定します。左記以外の機能は一部を廃止、または全プランで統一します。また、順位アップを獲得するた
めのコンテンツ更新においても「お悩みQ&Aの回答」を除いて廃止します。 

プラチナ

2.順位アップの初期回数 3.お悩みQ&Aの回答権
1.
検
索
結
果
の
表
示
位
置

改定前）15回 → 30回/日

改定前）9回 → 20回/日

改定前）3回 → 5回/日

毎月20回まで回答可能
最大順位アップを5回分増加可能

毎月20回まで回答可能
最大順位アップを5回分増加可能

×

廃止、または全プランで統一になる仕様

最上位

ゴールド

シルバー



仕様変更｜廃止、または全プランで統一になる仕様

全プランで統一される仕様
1.シルバープラン・無料プランでは求人広告の一部が利用不可でしたが、仕様変更後は全プランで求人広告をフルに利用できるよう
になります。ただし、無料プランにおいては求人詳細ページにプラチナプラン・ゴールドプランの求人募集が広告として表示されま
す。※利用不可だった項目：みっけ応募特典、一部写真訴求、動画訴求、系列店のリンク表示など

2.無料プランでは「Web応募」と「LINE応募」が利用不可でしたが、仕様変更後は無料プランにおいても「Web応募」「LINE応募」
による応募受付が可能になります。

3.プラチナプラン・ゴールドプランでのみ、求人詳細ページと取材記事との相互リンクを行っていましたが、仕様変更後は全プランに
おいて、取材記事がある場合は、求人詳細ページと取材記事の相互リンクを行います。

4.先輩Q&Aの登録人数はゴールドプランが3名まで、シルバープランが2名まで、無料プランは利用不可でしたが、仕様変更後は全プ
ランで最大4名まで登録可能になります。

プラチナプラン・ゴールドプランの露出枠廃止予定
1.プラチナプランの「PC版／右サイドバー」「スマホ版／地方トップのページ上部のスライダー」の露出枠を廃止する予定です。ゴー
ルドプランの「PC版スマホ版／地方トップの注目の風俗求人」の露出枠を廃止する予定です。

ライブニュース機能の廃止
1.短文でお店の情報を発信できる「ライブニュース」を廃止します。



仕様変更｜順位アップ獲得のためのコンテンツ更新ルール一部廃止

順位アップ獲得のためのコンテンツ更新を「お悩みQ&Aの回答」を除いて廃止します。

1.先輩Q&Aの登録
2名登録につき１回分の最大順位アップ獲得

3.ライブニュースの配信
2回配信につき１回分の最大順位アップ獲得

4.お悩みQ&Aの回答
4回答につき１回分の最大順位アップ獲得

廃止

2.お店のココに注目の画像登録
3枚登録状態で1回分の最大順位アップ獲得 廃止

廃止

変更なし
※最大順位アップが5回分増加可能

改定後更新するコンテンツ

廃止となるコンテンツ更新で獲得可能だった順位アップは「順位アップの初期回数」に追加します。
そのため、仕様変更によって順位アップ回数が減ることはありません。

※プラチナプラン・ゴールドプラン限定



その他、以下の仕様変更を行います。

仕様変更｜その他

求人広告における給与表記について、「時給 5,000円」「日給 35,000円」「月給 800,000円」「入店祝い金 200,000円」
の上限を設けておりましたが、これを撤廃します。ただし、事実と大きく異なる金額を表記するなど、ユーザーの信頼を損なう記
載はおやめください。

給与表記の上限撤廃1



今後の流れ
関東エリア・関西エリア

今後の流れ



【関東エリア】今後の流れ

1.新料金は2021年2月分の掲載から適用になります（※1）。

2.新料金のうち、「届出記載の営業所・事務所に関係なく好きなエリアに掲載可能（※2）」の仕様変
更については、2020年12月21日（月）に適用いたします。また、同日～2021年1月末の間、プラチナ
プラン・ゴールドプランにご契約の店舗様は「3エリアまで好きなエリアに掲載可能（※3）」の状態
を適用いたします（※3）（※4）。

3.上記の「3エリアまで好きなエリアに掲載可能」の状態は、2021年1月末までとなります。2月掲載
からは「1エリア掲載」に戻ります。2月掲載も引き続き「3エリア掲載」にてご継続いただく場合は、
2021年1月中旬頃にお送りさせていただく、ご継続確認書にて「3エリア掲載」のプランにお申込み
ください。または、弊社・弊社営業担当に「3エリア掲載」のプラン申込みの旨をお伝えください。

4.P14ページからご紹介させていただいた「仕様変更」につきましても、2020年12月21日（月）に適
用いたします。

料金改定は2021年2月掲載から。
「一部仕様変更」を2020年12月21日に先行リリースします。

※1）新料金での新規お申込みは2021年1月から受付いたします。
※2）変更する場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせください。
※3）メインエリア（お申込み時に設定したエリア）の都道府県の中からのみ選択できます。
※4）プラチナプラン・ゴールドプランの全店舗様に新料金プランの「3エリア掲載」が適用される状態と同じです。



【関西エリア】今後の流れ

1.引き続き「無料掲載キャンペーン」を継続いたします。

2.2020年12月21日（月）に「届出記載の営業所・事務所に関係なく好きなエリアに掲載可能（※1）」
の仕様変更を適用いたします。また、大阪府掲載のプラチナプラン・ゴールドプランにご契約の店舗
様は「3エリアまで好きなエリアに掲載可能（※2）」になります。

3.上記の「3エリアまで好きなエリアに掲載可能」の適用終了日は、現在未定です。

4.P14ページからご紹介させていただいた「仕様変更」につきましても、2020年12月21日（月）に適
用いたします。

5.関西エリアにつきましても、関東エリアと同様、料金改定を予定しております。恐れ入りますが、その
際は改めてご連絡させていただきます。

引き続き「無料掲載キャンペーン」を継続いたします。
「仕様変更」を2020年12月21日（月）にリリースします。

※1）変更する場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせください。
※2）大阪府内の掲載エリアからのみ選択できます。


