
▼選べる無料オプション▼

①行動ターゲティングスカウト

100名 ②求人特集

③スペシャルバナーパック

④オファーDM4000通1設定
⑤関心お知らせメール6000通
1設定 ⑥期間延長2週間
⑦1職種追加（B以上）
⑧PC版カテゴリーランクアップ
（Aのみ）

TVCMキャンペーン〜チケットプランと併⽤可能！〜

ブース位置指定ブース位置指定ブース位置指定ブース位置指定++++オファーオファーオファーオファーDM1200DM1200DM1200DM1200通無料通無料通無料通無料!!!!!!!!

▼選べる無料オプション▼

①スカウトメール100名
②PC版求人特集
③期間延長2週間
④PC版新着社名出し
⑤オプションページ（Qプランのみ）
※③⑤は最大1つまで

『主要転職サイト採用応援キャンペーン一覧表』 （2017年11月版）

お問い合わせ先
株式会社ピーアール・デイリー株式会社ピーアール・デイリー株式会社ピーアール・デイリー株式会社ピーアール・デイリー

東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 15F
TEL:03-6854-8001 FAX:03-6854-8005
弊社ホームページ：http://www.prdaily.jp

担当担当担当担当////

●11/3〜 商品企画、事業企画、経営企画など企画に携わる仕事
●11/7〜 WEB・インターネット・ゲーム関連の仕事／介護士、保育士、看護師……医療・福祉・保育に携わる仕事
●11/10〜 年間休⽇120⽇以上＆原則定時退社の求人
●11/14〜 メーカー・商社の営業職／職種未経験＆第二新卒を歓迎する上場企業
●11/17〜 マスコミ・広告・デザイン・アート・芸能に携わる仕事
●11/21〜 未経験OK！お客様や荷物を運ぶドライバー・運転士などの仕事

「子育てサポート企業（くるみん）」として厚生労働大臣の認定を受けた会社の求人
●11/24〜 「好き」を仕事に！ 旅⾏・ホテル・ブライダル関連の求人
●11/28〜 初年度年収500万円以上を目指せる！不動産業界の仕事／マネジメント経験を積める・生かせる求人

マイナビ転職求人特集スケジュール

【ご注意】 各キャンペーン・特集には細かな掲載ルールが設定されている場合があります。
詳細は営業担当までお気軽にお問い合わせください。 ※掲載料⾦は税別表⽰です。

フェアセットプラン

2018201820182018年年年年1111月月月月20202020日（土）日（土）日（土）日（土）

1111ブース出展ブース出展ブース出展ブース出展

会場：東京ドームシティ会場：東京ドームシティ会場：東京ドームシティ会場：東京ドームシティ

プリズムホームプリズムホームプリズムホームプリズムホーム

来場者数：来場者数：来場者数：来場者数：1308130813081308名名名名

（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）

「フェアで効率的に人材獲得！」
企画

フェアセット特別価格フェアセット特別価格フェアセット特別価格フェアセット特別価格

（（（（2職種）職種）職種）職種）

選べる

オプション

スカウト

type-A 150万円万円万円万円 4つつつつ 100名名名名

type-B 130万円万円万円万円 3つつつつ 50名名名名

type-C 110万円万円万円万円 3つつつつ -

申込締切：11/27(月)
★お得な価格で、★お得な価格で、★お得な価格で、★お得な価格で、通常掲載＆女性採用に特化したフェア通常掲載＆女性採用に特化したフェア通常掲載＆女性採用に特化したフェア通常掲載＆女性採用に特化したフェアへの参画が可能！への参画が可能！への参画が可能！への参画が可能！

企画

フェアセット特別価格（フェアセット特別価格（フェアセット特別価格（フェアセット特別価格（2職種）職種）職種）職種）

期間

選べる

オプション

スカウト

1/12（金）（金）（金）（金） 1/13（土）（土）（土）（土）

Q 120万円万円万円万円 130万円万円万円万円 4週間 4つつつつ 25名名名名

P 100万円万円万円万円 110万円万円万円万円 4週間 3つつつつ 25名名名名

R 85万円万円万円万円 95万円万円万円万円 4週間 3つつつつ -

2018201820182018年年年年1111月月月月12121212日（金）日（金）日（金）日（金）

13131313日（土）日（土）日（土）日（土）

1111ブース出展ブース出展ブース出展ブース出展

会場：渋谷ヒカリエ会場：渋谷ヒカリエ会場：渋谷ヒカリエ会場：渋谷ヒカリエ

来場者数：来場者数：来場者数：来場者数：1608160816081608名／名／名／名／1111日日日日

（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）早期お申込み特典早期お申込み特典早期お申込み特典早期お申込み特典

残枠わずか残枠わずか残枠わずか残枠わずか

申込締切：11/27(月) フェアセットプラン

申込締切：11/27(月)回数券プラン

商品

＜スカウト付き＞＜スカウト付き＞＜スカウト付き＞＜スカウト付き＞

※下記件数×クール分

1クール×1職種 2クールチケット 3クールチケット 6クールチケット

通常価格通常価格通常価格通常価格 特別価格特別価格特別価格特別価格 特別価格特別価格特別価格特別価格 特別価格特別価格特別価格特別価格

MT-S

300300300300通通通通

（50万円相当）

120120120120万円万円万円万円

210210210210万円万円万円万円

（1回あたり105105105105万円万円万円万円）

300300300300万円万円万円万円

（1回あたり100100100100万円万円万円万円）

540540540540万円万円万円万円

（1回あたり90909090万円万円万円万円）

MT-A

200200200200通通通通

（40万円相当）

75757575万円万円万円万円

135135135135万円万円万円万円

（1回あたり67.567.567.567.5万円万円万円万円）

190190190190万円万円万円万円

（1回あたり約約約約63.363.363.363.3万円万円万円万円）

330330330330万円万円万円万円

（1回あたり55555555万円万円万円万円）

MT-B

100100100100通通通通

（25万円相当）

50505050万円万円万円万円

87.587.587.587.5万円万円万円万円

（1回あたり43.7543.7543.7543.75万円万円万円万円）

115115115115万円万円万円万円

（1回あたり約約約約38.338.338.338.3万円万円万円万円）

210210210210万円万円万円万円

（1回あたり35353535万円万円万円万円）

MT-C

50505050通通通通

（15万円相当）

35353535万円万円万円万円

60606060万円万円万円万円

（1回あたり30303030万円万円万円万円）

80808080万円万円万円万円

（1回あたり26.626.626.626.6万円万円万円万円）

150150150150万円万円万円万円

（1回あたり25252525万円万円万円万円）

「スカウト＆⻑期掲載で応募数UP！」 ★長期的な採用計画のある企業様は

チケットプランがお得です。

●11/2〜 転勤ナシ！東京で働く仕事特集／11月・12月入社など！応募から1ヶ月以内に入社可能な求人特集
●11/6〜 公共機関・社会インフラ関連の企業特集／社会人デビュー歓迎の仕事特集
●11/9〜 未経験OK！IT・WEBの仕事特集／昨年度賞与が「4ヶ月分以上」の会社特集
●11/13〜 雑貨・インテリア・おもちゃに関わる仕事特集／面接1回のみの正社員求人特集
●11/16〜 語学⼒を活かして活躍！グローバルな仕事特集／初めての掲載など！注目度大の求人特集
●11/20〜 未経験OK！事務・管理部門の仕事特集／関⻄で働く求人特集
●11/23〜 エン転職でしか応募できない求人特集／賞与年2回以上！正社員の求人特集
●11/27〜 メリハリ重視！「年間休⽇125⽇以上」の企業特集／名古屋など！愛知県で働く求人特集
●11/30〜 正社員で働く！未経験OKの仕事特集／いきなり月給25万円の求人特集

エン転職求人特集スケジュール

掲載開始：11/30(木)チケットプラン
※初めてor半年ぶりのご利用

企業様限定！

商品商品商品商品 <<<<選選選選べるべるべるべる特典付特典付特典付特典付>>>>

1クール×1職種 2クールチケット 3クールチケット 6クールチケット

通常価格通常価格通常価格通常価格 特別価格特別価格特別価格特別価格 特別価格特別価格特別価格特別価格 特別価格特別価格特別価格特別価格

SSSS

以下より掲載以下より掲載以下より掲載以下より掲載1111回につ回につ回につ回につ

き、き、き、き、10101010万円相当のオプ万円相当のオプ万円相当のオプ万円相当のオプ

ションションションション1111つプレゼント！つプレゼント！つプレゼント！つプレゼント！

・カテゴリー追加（2つ

まで選択可）

・スカウト追加５０通

・活かせるカテゴリー

バナー×２

90909090万円万円万円万円

128128128128万円万円万円万円

（1回あたり64万円）

177177177177万円万円万円万円

（1回あたり59万円）

330330330330万円万円万円万円

（1回あたり55万円）

AAAA 60606060万円万円万円万円

80808080万円万円万円万円

（1回あたり40万円）

111111111111万円万円万円万円

（1回あたり37万円）

210210210210万円万円万円万円

（1回あたり35万円）

BBBB 48484848万円万円万円万円

60606060万円万円万円万円

（1回あたり30万円）

84848484万円万円万円万円

（1回あたり28万円）

156156156156万円万円万円万円

（1回あたり26万円）

CCCC 38383838万円万円万円万円

44444444万円万円万円万円

（1回あたり22万円）

63636363万円万円万円万円

（1回あたり21万円）

114114114114万円万円万円万円

（1回あたり19万円）

「選べる特典付！チケットでコストダウン」

orororor

1111週間延長無料！週間延長無料！週間延長無料！週間延長無料！

デイリースカウト付デイリースカウト付デイリースカウト付デイリースカウト付

送りたい日に送れる！送りたい日に送れる！送りたい日に送れる！送りたい日に送れる！

スカウトスカウトスカウトスカウト100100100100通無料！通無料！通無料！通無料！

大型プロモーション実施中

①全国①全国①全国①全国20202020局で局で局で局でTVCMTVCMTVCMTVCM放映放映放映放映!!!!!!!!

引き続き女優の 松岡茉優さん松岡茉優さん松岡茉優さん松岡茉優さん

を起用し、過去最大量放映！

②交通広告で主要駅ジャック②交通広告で主要駅ジャック②交通広告で主要駅ジャック②交通広告で主要駅ジャック!!!!!!!!

（新宿・渋谷・池袋・名古屋・博多駅）

広告集中貼り ＆ 動画広告配信

③③③③LINELINELINELINE公式アカウントで、毎週情公式アカウントで、毎週情公式アカウントで、毎週情公式アカウントで、毎週情

報配信！報配信！報配信！報配信！→応募につながります♪

④④④④InstagramInstagramInstagramInstagramに動画広告配信！に動画広告配信！に動画広告配信！に動画広告配信！

→認知度が上がります♪

★LINE公式アカウント友達数

56.256.256.256.2万人万人万人万人!!!!!!!!

（2017年9月現在）

★月間アクティブユーザー数

1600160016001600万人万人万人万人!!!!!!!!

2018201820182018年年年年1111月月月月26262626日（金）・日（金）・日（金）・日（金）・27272727日（土）開催日（土）開催日（土）開催日（土）開催

①4週間延長

②セミナー情報画面

③DM代行1000件

※MT-C以上を同時にお申込み

いただいた場合となります。

（詳細は営業担当にお問い合わ

せください。）

早期お申込み特典があります！早期お申込み特典があります！早期お申込み特典があります！早期お申込み特典があります！

申込締切：申込締切：申込締切：申込締切：11/1011/1011/1011/10（金）（金）（金）（金）

マイナビ転職EXPO情報!!
●通常価格●通常価格●通常価格●通常価格+65+65+65+65万円で参画可能！万円で参画可能！万円で参画可能！万円で参画可能！

会場：東京ドームシティ会場：東京ドームシティ会場：東京ドームシティ会場：東京ドームシティ

プリズムホールプリズムホールプリズムホールプリズムホール

来場者数：来場者数：来場者数：来場者数：6255625562556255名／名／名／名／2222日日日日

（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）



上記の新機能搭載!!イーキャリア史上初!!

企画

定価

（4週間）

プレミアEタイプ 180万円万円万円万円

プレミアDタイプ 120万円万円万円万円

プレミアCタイプ 80万円万円万円万円

プレミアBタイプ 50万円万円万円万円

10101010～～～～11111111月も、月も、月も、月も、TVCMTVCMTVCMTVCM＆交通広告の大型プ＆交通広告の大型プ＆交通広告の大型プ＆交通広告の大型プ

ロモーションを実施ロモーションを実施ロモーションを実施ロモーションを実施!!!!!!!!

『DODA・イーキャリア／採用応援キャンペーン』 （2017年11月版）

お問い合わせ先
株式会社ピーアール・デイリー株式会社ピーアール・デイリー株式会社ピーアール・デイリー株式会社ピーアール・デイリー

東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 15F
TEL:03-6854-8001 FAX:03-6854-8005
弊社ホームページ：http://www.prdaily.jp

担当担当担当担当////

【ご注意】 各キャンペーン・特集には細かな掲載ルールが設定されている場合があります。
詳細は営業担当までお気軽にお問い合わせください。 ※掲載料⾦は税別表⽰です。

●10/30〜 転職して良かった！中途入社者がオススメする企業特集／未経験歓迎の求人特集
●11/6〜 定着率90％以上の企業特集／未経験OKの企画・管理部門求人特集
●11/13〜 社団法人・財団法人・学校法人など…非営利団体の求人特集

海外勤務・海外出張あり/語学⼒を活かすグローバルに活躍できる求人特集
●11/20〜 DODA限定求人特集／未経験歓迎×年収400万円以上の求人特集
●11/27〜 ⻑期休暇制度がある企業特集／「35歳転職限界説」はもう古い。ミドル層を積極採用する企業特集

DODADODADODADODA求人特集スケジュール求人特集スケジュール求人特集スケジュール求人特集スケジュール

●11/7〜 安定した環境でキャリアアップを目指せる仕事特集／ネットワーク・サーバー・インフラ系エンジニア特集
年収アップ・ポジションアップを狙う！経験者歓迎の仕事特集

●11/14〜 ゲーム関連の仕事特集／販売・サービス職特集／電気・電子・機械・メカトロ系エンジニア特集
●11/21〜 提案⼒が仕事のカギ。ソリューション営業・企画営業職特集／建築・⼟⽊・施⼯管理関連職特集

働きやすい環境でキャリアを築く。福利厚生・制度が充実している仕事特集
●11/28〜 業務知識・経験が活かせるPG・SE特集／若⼿積極採用特集／UIターン歓迎の仕事特集

イーキャリア求人特集スケジュールイーキャリア求人特集スケジュールイーキャリア求人特集スケジュールイーキャリア求人特集スケジュール

新規キャンペーン

●通常プランの●通常プランの●通常プランの●通常プランの特別価格＆オプション特別価格＆オプション特別価格＆オプション特別価格＆オプション2222つつつつ選択可能！！選択可能！！選択可能！！選択可能！！

企画

定価

（4週間）

特別価格特別価格特別価格特別価格

（（（（4444週間）週間）週間）週間）

Eタイプ 150万円
105万円

Dタイプ 100万円
70万円

Cタイプ 60万円
42万円

Bタイプ 40万円
28万円

下記下記下記下記3333オプションからオプションからオプションからオプションから2222つ無料でご提供つ無料でご提供つ無料でご提供つ無料でご提供

①期間延長4週間

②ターゲットメール×2本

③ターゲットメール大量配信

「オプションで採⽤効果UP！」

※無料オプションは同じオプションを2つ選択することも可能。

●新着2回「プレミア原稿」
特別価格特別価格特別価格特別価格

（（（（4週間）週間）週間）週間）

108万円万円万円万円

72万円万円万円万円

48万円万円万円万円

25万円万円万円万円

40％OFF

50％OFF

●新着1回「通常原稿」
特別価格特別価格特別価格特別価格

（（（（4週間）週間）週間）週間）

90万円万円万円万円

60万円万円万円万円

36万円万円万円万円

20万円万円万円万円

12.5万円万円万円万円

40％OFF

50％OFF

「新規掲載企業様限定格安プラン！」

企画

定価

（4週間）

Eタイプ 150万円万円万円万円

Dタイプ 100万円万円万円万円

Cタイプ 60万円万円万円万円

Bタイプ 40万円万円万円万円

Aタイプ 25万円万円万円万円

大型プロモーション実施！

オプション強化プラン

申込締切：11/27(月)

①若手の支持が高い①若手の支持が高い①若手の支持が高い①若手の支持が高い坂口健太郎坂口健太郎坂口健太郎坂口健太郎とととと清野菜名清野菜名清野菜名清野菜名出演出演出演出演

TVCMを、主都中心にを、主都中心にを、主都中心にを、主都中心に30局以上で放映！局以上で放映！局以上で放映！局以上で放映！

②②②②業界最大級業界最大級業界最大級業界最大級の交通広告掲出の交通広告掲出の交通広告掲出の交通広告掲出!! 全全全全101路線の電車内路線の電車内路線の電車内路線の電車内

広告、全国主要駅内広告でのべ約広告、全国主要駅内広告でのべ約広告、全国主要駅内広告でのべ約広告、全国主要駅内広告でのべ約3700万人以上のビジ万人以上のビジ万人以上のビジ万人以上のビジ

ネスパーソンにアプローチ！ネスパーソンにアプローチ！ネスパーソンにアプローチ！ネスパーソンにアプローチ！

新CM放送前 → 後

★★★★2017年年年年7月のプロモーション効果月のプロモーション効果月のプロモーション効果月のプロモーション効果

ターゲット：ターゲット：ターゲット：ターゲット：20202020～～～～30303030代強化中代強化中代強化中代強化中!!!!!!!!
新CM放送前 → 後

〈サイト会員登録数〉 〈スマホ総応募数〉

132132132132％％％％ 118118118118％％％％

新規キャンペーン

12週間最大約76％OFF！

企画

定価

（12週間×3職種）
特別価格特別価格特別価格特別価格

無料特典①

オプション

無料特典②

ターゲティングキャンペーン

マキシマム 255万円 60万円万円万円万円 １クール毎に60万円分 ・スカウトメール180通通通通

・NET-DM12,000通通通通

（※1配信1,000通×12配信）

ハイエンド 180万円 45万円万円万円万円 １クール毎に40万円分

スタンダード 120万円 30万円万円万円万円 １クール毎に20万円分

〈参画条件〉 新規掲載もしくは、イーキャリアに1年以上、掲載実績の無い企業様のみ適応

11111111月申込限定月申込限定月申込限定月申込限定!!!!!!!!
10年ぶりの大型リニューアル!!

◎大型新機能を追加！◎大型新機能を追加！◎大型新機能を追加！◎大型新機能を追加！

①①①①オンライン面接オンライン面接オンライン面接オンライン面接機能機能機能機能 → 一次面接や
遠方の求職者との面接に活用できます！

②②②②求職者求職者求職者求職者PR動画動画動画動画機能機能機能機能→ 気になる雰囲
気と見た目が確認できます！

③求職者③求職者③求職者③求職者顔写真顔写真顔写真顔写真機能機能機能機能

採用工採用工採用工採用工

数の削数の削数の削数の削

減になり減になり減になり減になり

ますますますます!!

◎スカウト機能の充実！◎スカウト機能の充実！◎スカウト機能の充実！◎スカウト機能の充実！

①①①①年齢・男女別検索年齢・男女別検索年齢・男女別検索年齢・男女別検索の復活の復活の復活の復活 → 求める人
材をより細やかに検索できます！

②②②②足あと機能足あと機能足あと機能足あと機能搭載搭載搭載搭載→ 自社求人を見た会員、
検討中の会員を検索できます！

③スカウト③スカウト③スカウト③スカウト自動送信自動送信自動送信自動送信機能機能機能機能 など

企画

定価

（24週間×3職種）
特別価格特別価格特別価格特別価格

無料特典①

オプション

無料特典②

ターゲティングキャンペーン

マキシマム 510万円 100万円万円万円万円 １クール毎に60万円分 ・スカウトメール360通通通通

・NET-DM24,000通通通通

（※1配信1,000通×24配信）

ハイエンド 360万円 80万円万円万円万円 １クール毎に40万円分

スタンダード 240万円 60万円万円万円万円 １クール毎に20万円分

24週間最大約80％OFF！

「⻑期掲載×複数職種⇒オプション充実プラン！」

orororor

リニューアル記念！リニューアル記念！リニューアル記念！リニューアル記念！

選べるオプション選べるオプション選べるオプション選べるオプション

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン

1111クール（クール（クール（クール（4444週間）期間延長週間）期間延長週間）期間延長週間）期間延長 スカウトメールスカウトメールスカウトメールスカウトメール300300300300通！通！通！通！

（11/3〜）

4週間の期間延⻑
を無料でプレゼン
ト！

新しくなったスカ
ウトメールを体
感してください!!

選べるオプションキャンペーンで期間延長を選択すると、

マキシマムで1週間あたり3万円代になります!!


