
先着先着先着先着30303030社、無料でブース位置を社、無料でブース位置を社、無料でブース位置を社、無料でブース位置を選べ選べ選べ選べますますますます!!!!!!!!

特別価格特別価格特別価格特別価格

120万円
75万円
50万円

4444週間掲載分の価週間掲載分の価週間掲載分の価週間掲載分の価

格で格で格で格で

という豪華プランでという豪華プランでという豪華プランでという豪華プランで

す！！す！！す！！す！！

【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。

『主要転職サイト採用応援キャンペーン一覧表』 （2018年4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////

●4/3〜 「転勤なしで働きたい」を実現できる求人
●4/6〜 IT業界の営業職／土・日が休日の求人
●4/10〜 公務員や学校職員など公共サービスの仕事／銀⾏・証券・⽣保…… ⾦融業界の求人
●4/13〜 職種未経験から活躍！モノづくり（機械、電気・電子系）に携わるエンジニア職
●4/17〜 バックオフィスを⽀える！人事・経理・総務など管理部門の仕事

正社員＆急募＆募集人数10名以上の求人
●4/20〜 学校法人、学習塾、教育施設…… 教育業界の求人
●4/24〜 信頼関係をじっくり築く！ルート営業の仕事／経験不問！イチから技術を⾝に付けられる施⼯管理の仕事
●4/27〜 地域に貢献！U・Iターンを歓迎する正社員＆転勤なしの仕事

マイナビ転職求人特集スケジュール

掲載開始：4/27(⾦)まで4月限定プラン

サイトトップのサイトトップのサイトトップのサイトトップの

特設コーナー特設コーナー特設コーナー特設コーナー

参画可能！参画可能！参画可能！参画可能！

求職者への露出最求職者への露出最求職者への露出最求職者への露出最

大化大化大化大化 ++++ 注目度注目度注目度注目度UPUPUPUP

応募を促進応募を促進応募を促進応募を促進

しますしますしますします!!!!!!!!

掲載順位掲載順位掲載順位掲載順位

1111ページページページページ目目目目確約！確約！確約！確約！

●4/2〜 土日休み＆正社員の求人特集／5月入社など！応募から1ヵ月以内で入社できる会社特集
●4/5〜 いきなり月給25万円以上の求人特集／U・Iターン歓迎の求人特集／海の⾒える街で働く仕事特集
●4/9〜 官公庁、社団法人、鉄道など！公共機関・社会インフラ関連の企業特集／コスメ・美容関連の仕事特集
●4/12〜 正社員＆残業ほとんどナシの仕事特集／応募できるのは『エン転職』だけ！限定募集の求人特集
●4/16〜 フレックスや時短勤務など！⾃由な社風・働き⽅が⾃慢の会社／業界特集〜不動産・建設・設備業界編〜
●4/19〜 賞与年2回以上！正社員の求人特集／編集部チョイス！ちょっと珍しい仕事特集
●4/23〜 メリハリ重視！「年間休日125日以上」の企業特集／未経験から手に職がつく仕事特集
●4/26〜 正社員で働く！未経験OKの仕事特集／未経験OK！就職⽀援・採用関連の仕事特集
●4/30〜 企画・事務などへのキャリアチェンジ歓迎特集／旅⾏、スポーツ、⾳楽、イベントに関わる仕事特集／10時以降に出社OKの仕事特集

エン転職求人特集スケジュール

申込締切：4/26(木)チケットプラン
※今月より、全企業様が対象とな

りました！

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

SSSSSSSS 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！

・1週間掲載延長

・カテゴリー追加（2つ

まで選択可）

・スカウト追加50通

130130130130万円万円万円万円

204204204204万円万円万円万円

（1回あたり102万円）

288288288288万円万円万円万円

（1回あたり96万円）

540540540540万円万円万円万円

（1回あたり90万円）

SSSS 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）

「選べる特典付！チケットでコストダウン」

SS企画のご案内 「最も集客に効果的な企画です！」
PointPointPointPoint

1111

PointPointPointPoint

2222

PointPointPointPoint

3333

※毎掲載号50枠限定（SS・Sのみ）

SSSSSSSS企画限定！企画限定！企画限定！企画限定！

3333週目にも週目にも週目にも週目にも

新着アップ新着アップ新着アップ新着アップ!!!!!!!!

フェアセットプラン 申込締切：4/26(木)

▼選べる無料オプション▼

①行動ターゲティングスカウト200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）
※⑥～⑧は最大各1コまで

2018201820182018年年年年7777月月月月22222222（日）（日）（日）（日）

1111ブース出展ブース出展ブース出展ブース出展

会場：東京国際フォーラム会場：東京国際フォーラム会場：東京国際フォーラム会場：東京国際フォーラム

（有楽町）（有楽町）（有楽町）（有楽町）

来場者数：来場者数：来場者数：来場者数：1331133113311331名名名名

（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）

残枠わずか残枠わずか残枠わずか残枠わずか

「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

（（（（4週間週間週間週間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 -

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

▼選べる無料オプション▼

①スカウトメール200名
②PC版求人特集
③期間延長2週間
④PC版新着社名出し
⑤オファーDM3000通1設定
（Qプランのみ）
※③⑤は各最大1コまで

フェアセットプラン 申込締切：4/26(木)

ブース位置を選べますブース位置を選べますブース位置を選べますブース位置を選べます!!!!!!!!

★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！

2018201820182018年年年年6666月月月月30303030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9F9F9F9F

ヒカリエホールヒカリエホールヒカリエホールヒカリエホール

来場者数：来場者数：来場者数：来場者数：1401140114011401名名名名

（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

先着先着先着先着20202020社社社社!!!!

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

（（（（4週間週間週間週間2職種）職種）職種）職種）

選べる

オプション

スカウト

Q 130万円万円万円万円 4つつつつ 25名名名名

P 110万円万円万円万円 3つつつつ 25名名名名

R 95万円万円万円万円 3つつつつ -

2018201820182018年年年年6666月月月月22222222日（金）・日（金）・日（金）・日（金）・23232323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：4/94/94/94/9（月）（月）（月）（月）

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+65万円万円万円万円（単日）で参画可能！（単日）で参画可能！（単日）で参画可能！（単日）で参画可能！

会場：東京国際会場：東京国際会場：東京国際会場：東京国際

フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

来場者数：来場者数：来場者数：来場者数：3265326532653265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）

※2017年4月3日以降にご掲載がない企業様限定 ※エリア限定キャンペーンエリア限定キャンペーンエリア限定キャンペーンエリア限定キャンペーンのため参画条件にご留意ください

（採用窓口と勤務地が東京都のみの企業様、ほか、首都圏や東北など、それぞれエリアが限定されています）

企画企画企画企画 特典付き 通常価格

MTMTMTMT----SSSS スカウト350件 284284284284万円相当万円相当万円相当万円相当

MTMTMTMT----AAAA スカウト200件 193193193193万円相当万円相当万円相当万円相当

MTMTMTMT----BBBB スカウト100件 127127127127万円相当万円相当万円相当万円相当

「6月までの⻑期掲載-応募数の多い今がチャンス！」

約60％
off!!

今だけ！今だけ！今だけ！今だけ！

◎スカウト付◎スカウト付◎スカウト付◎スカウト付

◎◎◎◎9999週間掲載週間掲載週間掲載週間掲載



『DODA・イーキャリア／採用応援キャンペーン』 （2018年4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。

●4/2〜 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／第二新卒歓迎の求人特集
●4/9〜 「35歳転職限界説」を覆し、ミドル層を積極採用する企業特集

未経験から新しい職種に挑戦！キャリアチェンジを目指せる求人特集
●4/16〜 【必⾒】DODAにしか掲載していない求人特集

ワークライフバランス重視！残業20時間未満×年間休日120日以上の求人特集
●4/23〜 やりたい仕事に挑戦しよう！未経験歓迎の求人特集／注目求人がズラリ！上場企業の求人特集

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

●4/3〜 WEBデザイナー・ディレクター特集／ソリューション営業・企画営業職特集／ミドル層積極採用の仕事特集
●4/10〜 様々なプロジェクトが経験できるエンジニア特集／日本の食文化を⽀えるフード関連の仕事特集

実⼒主義の世界で真っ向勝負！歩合制度・インセンティブ制度がある営業職特集
●4/17〜 ゲーム・エンタメ関連の仕事特集／運輸・物流関連の仕事特集／経験者歓迎の仕事特集
●4/24〜 安定した環境でキャリアアップを目指せる仕事特集／電気・電子・機械・メカトロ系エンジニア特集

ワークライフバランスを実現！残業が少ない・⻑期休暇が取れる仕事特集

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

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60万円分万円分万円分万円分 ・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40万円分万円分万円分万円分

スタンダード 120万円 30万円万円万円万円 １クール毎に20万円分万円分万円分万円分

〈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

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60万円分万円分万円分万円分 ・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40万円分万円分万円分万円分

スタンダード 240万円 60万円万円万円万円 １クール毎に20万円分万円分万円分万円分

12・24週間／約75〜80％OFF!!

※２クール目の掲載開始期限は、１クール目終了の翌営業日から２週間以内です。

「採⽤実績により更に４週間掲載無料！」安心パック

【【【【例例例例】】】】6/3
掲

載

開

始

掲

載

開

始

掲

載

開

始

掲

載

開

始

1クール目クール目クール目クール目

（（（（4週間）週間）週間）週間）

6/30
掲

載

終

了

掲

載

終

了

掲

載

終

了

掲

載

終

了
確認期間確認期間確認期間確認期間

（～2週間）

7/13
再

掲

載

開

始

再

掲

載

開

始

再

掲

載

開

始

再

掲

載

開

始

2クール目クール目クール目クール目

（（（（4週間）週間）週間）週間）

もし、もし、もし、もし、1クールクールクールクール

で１名採用でで１名採用でで１名採用でで１名採用で

きなければ・・・きなければ・・・きなければ・・・きなければ・・・

００００円円円円!!

更に更に更に更に4週間週間週間週間

（（（（1クール）クール）クール）クール）

無料掲載♪無料掲載♪無料掲載♪無料掲載♪

企画

定価

（4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 210万円 85万円万円万円万円 １クール毎に60万円分万円分万円分万円分 ・スカウトメール最大60通通通通

・NET-DM最大4,000通通通通

（※1配信最大1,000通×4配信）

ハイエンド 150万円 60万円万円万円万円 １クール毎に40万円分万円分万円分万円分

スタンダード 102万円 40万円万円万円万円 １クール毎に20万円分万円分万円分万円分

4週間最大約60％OFF！

申込締切：4/26(木)

●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。

商品

1クール×1職種 2クールチケット 6クールチケット 6クール×2本

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

E 150150150150万円万円万円万円

180180180180万円万円万円万円

（1回あたり90909090万円万円万円万円）

450450450450万円万円万円万円→→→→360360360360万円万円万円万円

（1回あたり60606060万円万円万円万円）

630630630630万円万円万円万円

（1回あたり52.552.552.552.5万円万円万円万円）

D 100100100100万円万円万円万円

120120120120万円万円万円万円

（1回あたり60606060万円万円万円万円）

300300300300万円万円万円万円→→→→240240240240万円万円万円万円

（1回あたり40404040万円万円万円万円）

420420420420万円万円万円万円

（1回あたり35353535万円万円万円万円）

C 60606060万円万円万円万円

72727272万円万円万円万円

（1回あたり36363636万円万円万円万円）

180180180180万円万円万円万円→→→→144144144144万円万円万円万円

（1回あたり24242424万円万円万円万円）

252252252252万円万円万円万円

（1回あたり21212121万円万円万円万円）

B 40404040万円万円万円万円

48484848万円万円万円万円

（1回あたり24242424万円万円万円万円）

120120120120万円万円万円万円→→→→96969696万円万円万円万円

（1回あたり16161616万円万円万円万円）

168168168168万円万円万円万円

（1回あたり14141414万円万円万円万円）

A 25252525万円万円万円万円

30303030万円万円万円万円

（1回あたり15151515万円万円万円万円）

75757575万円万円万円万円→→→→60606060万円万円万円万円

（1回あたり10101010万円万円万円万円）

105105105105万円万円万円万円

（1回あたり8.758.758.758.75万円万円万円万円）

スペシャルチケットキャンペーン 「⻑期採⽤・多職種採⽤向けお得プラン！」

4444月まで月まで月まで月まで

限定限定限定限定!!!!!!!!

60606060～～～～65656565％％％％

OFFOFFOFFOFF

（（（（6666クール以上）クール以上）クール以上）クール以上）

通常チケットプラン通常チケットプラン通常チケットプラン通常チケットプラン

40404040～～～～50505050％％％％OFFOFFOFFOFFのところのところのところのところ

オプション強化プラン

◎複数職種◎⻑期掲載◎低コスト オプション充実プラン！

申込締切：4/26(木)

DODA転職フェア情報！
2018201820182018年年年年7777月月月月5555～～～～7777日日日日

（木・金・土曜日）（木・金・土曜日）（木・金・土曜日）（木・金・土曜日）

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

（水道橋）（水道橋）（水道橋）（水道橋）

来場者数：来場者数：来場者数：来場者数：13,81613,81613,81613,816名名名名/3/3/3/3日間日間日間日間

（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）（前年度実績）

転職フェアの様子

ブース

サイズ

3日間

出展

2日間

出展

単日

出展

プレミア 630万円万円万円万円 420万円万円万円万円 210万円万円万円万円

スタン

ダード

420万円万円万円万円 280万円万円万円万円 140万円万円万円万円

ミニマム 210万円万円万円万円 140万円万円万円万円 70万円万円万円万円

サイズ 定価

新規

価格

割引率割引率割引率割引率

Eタイプ 150万円万円万円万円 90万円万円万円万円

40%40%40%40%

OFFOFFOFFOFF

Dタイプ 100万円万円万円万円 60万円万円万円万円

Cタイプ 60万円万円万円万円 36万円万円万円万円

Bタイプ 40万円万円万円万円 20万円万円万円万円 50%OFF50%OFF50%OFF50%OFF

Aタイプ 25万円万円万円万円 5万円万円万円万円 80%OFF80%OFF80%OFF80%OFF

■ブース出展 ■セット原稿

※新規価格は、2018年2月の東京フェアに

参画していない企業様が対象です

★★★★開催規模・来場人数とも

業界業界業界業界NO.1!!NO.1!!NO.1!!NO.1!!

★★★★即戦力層即戦力層即戦力層即戦力層の来場も

多い!!

★2018年2月のフェアにご出展の企業様が対象の割引もございます。詳しくは営業担当までご相談くださいませ。


