〒106-0032 東京都港区六本木2-4-5
メールアドレス info@ecareer.ne.jp
ホームページ www.softbankhc.co.jp

イーキャリア www.ecareer.ne.jp

採 用 の 現 場 に 新 た な 革 命 を。
採用コストの増加やリソース不 足でお困りではありませんか？
新しくなったイーキャリアは、採用現場 の「困った！」を強力にサポートします。

時間や場所の都合で面接日程の調整に時間がかかる。
遠方の求職者にも素早く対応したい

オンライン面接機能

面接時の第一印象で
「あ、違ったな・・」
と思うことがあります

自己紹介ムービー・顔写真機能

時間や場所の調整に時間のかかる求職者とも気軽に面接することが可能になりました。※1

顔写真や実際に話している映像で応募者の表情や雰囲気を事前にチェックすることができ、
Webレジュメだけでは実現できなかった視覚情報が加わることでマッチング精度を高めます。
また求職者が登録したポートフォリオも閲覧することができるようになりました※2

自己紹介ムービー

オンライン面接画面
※1 オンライン面接は貴社・イーキャリア会員双方の通信環境が整っている必要があります。
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ポートフォリオ機能
※2 顔写真・自己紹介ムービーの登録は任意のため、全てのイーキャリア会員が登録しているわけではありません。予めご了承ください。
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面接日程の連絡をしたのに返事がこない！
もしかして気づいていない・・？

外出先でも求職者の情報を
チェックする時があります

連絡の見落としを防ぐ
SMS通知機能

応募者管理機能が
スマートフォンに完全対応

メッセージを送ると求職者の携帯電話に通知され、重要な連絡の見落
としを防ぎます※1

外出時でもサクサク対応！求職者のキャリアシートを確認しメモを残し
たり選考結果を通知したりと、
スマートフォンでの管理が快適に行える
ようになりました。

生まれ変わったイーキャリアは、
転職を考え始めた潜在層にも
効果的にアプローチします。
新しい職種・業種にも対応
求める人材がきっとみつかる！最新トレンドを取り入れた職種・業種を揃えました。細分化
された職種・業種軸によってターゲットとなる求職者の絞り込みが、
より簡単になりました。

レコメンド機能を拡充
レコメンド
（おすすめ）表示機能が更にパワーアップ。AI（人工知能）
が求職者の属性や志向に
マッチした求人情報を
「おすすめ求人」
として提案。潜在層の転職意欲を喚起すると同時に、
「自分に合った仕事探し」
を強力にサポートします。
※1 SMS通知機能はイーキャリア会員側でOFFにしている場合は通知されません。

《 他にも充実の企画・機能で求職者を囲い込みます 》
全国の求人をしっかりカバー。エリア専門の求人ページを設置し独自の求人特集を実施。
在住者はもちろんU・Iターンを考える求職者まで、幅広くアプローチします。

理想の人材にスカウトしたくても
思うように検索できない

会議や、移動が多く
忙しくてスカウトを送れない！

年齢、男女別、
市区町村検索が可能に

自動でスカウト配信ができる
スカウト自動配信機能

企業様からの要望が多い「年齢」
「男女別」
での検索が可能になりまし
た。
また、都道府県だけでなく、市区町村に絞り込んで検索することで、
よりマッチ度が高いスカウト検索を行うことができるようになりました。

あらかじめ検索条件を指定しておけば、1日1回自動でスカウトを送信
することができます。検索条件ごとにスカウトメールのテンプレートも
設定※2できるため、忙しい人事担当者様の工数を削減できます。

《 総合転職サイトとして会員は130万人以上 》
総合転職サイトとしてIT系エンジニアやクリエイターをはじめ幅広いユーザー層に支持され
ており、会員は130万人以上。
さらにイーキャリアは会員にならなくても応募が可能なため、
サイトにアクセスしたユーザー全てが応募潜在層と言えます。

年齢のユーザープロフィール

55歳以上
5.7%

19歳以下
0.9%

経験職種のユーザープロフィール

FC・公務員
団体職員
農林水産
5.6%

20〜24歳
8.3%

25〜29歳
20.8%

45〜49歳
13.5%

40〜44歳
13.2%

30〜34歳
14.4%
35〜39歳
12.5%

化学・素材
医薬・食品
3.1%

バックオフィス
事務
15.5%

建築
土木・設備
5.2%

ソフトウェア
ネットワーク
3.2%
クリエイティブ
5.3%
経営・企画
マーケティング
3.0%

コンサルティング
金融・不動産
3.0%
医療
福祉・介護
6.5%

IT
インターネット
通信
7.1%

金融・保険
4.9%
営業
14.9%

50〜54歳
10.6%

経験業種のユーザープロフィール

販売・サービス
28.0%

メーカー
21.9%

サービス
42.9%

小売
13.2%

電気・電子
半導体
機械・メカトロ
6.7%

商社
4.8%

マスコミ
広告・デザイン
5.1%

※2 契約職種数分のメールテンプレートを作成できます。
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シンプルで分かりやすいプランに多彩な機能を 搭載。
圧倒的なコストパフォーマンスを実現いたしまし た。

検索結果表示順位

高い

位

1

掲載プラン

Maximum ／マキシマム

検索結果画面の最上位に表示され、貴社の存在感を十分に発揮することが
可能です。発見率を高めることで、貴社の豊富な魅力・メッセージを求職者に
訴求できます。

スカウトメール50通

+

求人特集2特集

写真掲載数

メインイメージ

1つのプランで3職種まで掲載可能！
複数職種での採用に力を発揮します！例えば、営業、経理、
エンジニアなど、同時に3職種募集したい時でも追加料金は
発生いたしません。同じ職種でも経験者向け・未経験者向けに分けることで訴求力をアップすると同時に貴社求人への
導線を増やすことも可能。
もちろん募集職種が突然変更になった場合の職種の入れ替えも自由に行うことができます。

1枚
フォトエリア

3枚

掲載内容の修正・更新・職種の入れ替えは何度でも！
追加料金はかかりません。
掲載を開始した後でも求人原稿の内容を変更することができます。
※修正内容にも原稿審査が必要です
（一部項目を除く） ※修正内容は最短で当日中の反映が可能です。反映時間はイーキャリア利用規定に則ります。
※別職種への変更は修正ではなく新規掲載または職種差し替えにて承ります。

位

検索結果表示順位

2

High-end ／ハイエンド

マキシマム同様充実した求人情報によるアプローチで、貴社の求める人材へと
訴求していくアドバンテージのあるプランとなります。

スカウトメール50通

位

3

求人特集2特集

Standard ／スタンダード

ベーシックな機能で貴社の採用活動にお応えします。
スカウトメールの標準搭載
により、求職者への訴求力を高め貴社のニーズにお応えします。

スカウトメール50通

位

低い
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+

+

Entry ／エントリー

メインイメージ

1枚
フォトエリア

3枚

メインイメージ

1枚

最短1日から掲載可能！※
月〜金（土日祝日除く）のいつからでも掲載を開始することができます。急な欠員など早急に掲載を開始したい時でも
対応可能です。
※お申し込みから所定の手続きを経て掲載となります。
手続きの進捗によってはご希望の日時に掲載できない場合がございます。
あらかじめご了承ください。

パフォーマンスデータを活用し
戦略的な採用プランの
実行が可能です
掲載している求人のPV数やスカウト開封率、応募者の年齢層・性別などを蓄積したパフォー
マンスデータを無料で使うことができます。
データをチェックしながら求人原稿の内容を変更
したり、
スカウトメールの配信条件を見直したりと、
より効率的な採用プランを立てることが
可能です。

求人特集1特集

“必要な情報だけを掲載したい”、
そんなご要望にお応えする最もシンプルな
プランです。

メインイメージ

1枚

掲載開始後1週間は新着マークがつきます

※同一プラン内では、新着順に表示されます。
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見やすく、わかりやすく。
シンプルなデザインかつ充実の情報量で、貴社 の求人や魅力をPR
❶ アピールポイント・写真エリア

❻ 配属部門の紹介

企業の特徴、
仕事の魅力ややりがいを表現できる、
求人情報の顔とも言える重要なエリアです。

❻

POINT!

POINT!

大 きな サイズ の イメー ジ 写 真（ 画 像 サイズ：ヨコ
1000pixel×タテ415pixel）
を登録できるので貴社の
雰囲気や仕事内容を端的に伝えることができます。
また、
選択した特徴コードに優先順位をつけられるため、一番
伝えたい特徴を大きく表示させることができます。

同僚の雰囲気や年齢層など、
求職者にとって関心が高い
エリアです。

❼ 同僚・上司から一言
❼

❷ 特設ページ

入社後の成長プランや、
採用したい年齢層に近いスタッフ
の体験談・成功事例などを載せると効果的です。

❶

オリジナルの画面を追加することで貴社の魅力を斬新に
訴求することが可能です。
（画像サイズ：ヨコ1020pixel×タテ10000pixel以内）

❽

❸ フォトエリア
イメージ写真を3枚まで表示します

❸

※マキシマム、
ハイエンドをご購入の場合のみ表示が可能です。

❹ 募集の背景
募集に至った背景を表示します。

特に「入社後の一ヶ月間は」
「 達成感を感じる瞬間」は
求職者の関心が高い項目です。具体的なエピソードを
織り交ぜると効果的です。

❷

❾ 募集条件
❹

募集している求人の募集条件を表示します。

❾

POINT!

新規事業の立ち上げや既存事業の拡大など、将来性や
成長をイメージできる内容でまとめると求職者に良い
印象を与えることができます。

❽ 入社後の一ヶ月間は／
達成感を感じる瞬間／
この仕事の大変なところ／
1日のスケジュール
POINT!

POINT!

社内イベントの写真や、社員がリラックスしているシーン
などを織り交ぜると効果的です。
（画像サイズ：ヨコ280pixel×タテ224pixel）。

新たに迎えるメンバーに向けた
メッセージを表示します。
POINT!

グラフィカルなPR画像で貴社の魅力を
アピールすることができます。
POINT!

所属チームや部署・部門の紹介を
することができます。

❿ 応募時の注意事項
応募にあたっての注意事項を表示します。

❺

❺ 具体的な業務内容
実際にどのような仕事をしているのかを
表示します。
POINT!

❿

仕事内容だけでなく具体的な業務フローや人数体制な
どを盛り込むと、
実際に入社した後のイメージがつきやすく
なります。
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ニーズに合わせて選択可能。
希望する人材に効果的にアプローチする
オプションが揃っています

オリジナル情報追加オプション
求人情報に特設ページを追加するオプションです。
グラフィカルなPR画像を用意することで貴社の魅力をよりアピール
することができます。

《 特設ページ 》
掲載可能期間（1年間）
オリジナルの画面を追加することで、貴社の魅力を斬新に訴求することが可能です。
（画像サイズ：ヨコ1020pixel×タテ10000pixel以内）
※制作料金については、制作内容により異なりますので、担当営業にご相談ください。

メールオプション

トップページ表示オプション

メールオプションを活用することで求職者へのダイレクトなアプローチが可能です。
ご好評いただいているスカウトメールに加え、特定のターゲットに一括配信する
オプションをご用意いたしました。
これらを組み合わせて運用することで、効率よく求職者へアプローチすることが可能になります。

イーキャリアトップページに表示されるオプションです。職種問わず広いターゲットに
アピールすることができます。

メールオプションを活用

《 トップページレコメンド 》
掲載期間1週間（火曜日更新）
トップページ4社限定表示／12枠（ローテーション表示）
イーキャリアのトップページに直接貴社の求人情報を表示させます。

スカウトメール

スカウトメール

様々な検索条件で対象者を絞り込み、
キャリア
シートを見て個別に配信することができる。

NET-DM
スカウト登録者

NET-DM
カテゴリーメール

経 験 職 種や現 住 所など、簡 単な検 索 条 件で
対象者を絞り込み、200〜1,000通単位で一括
配信ができる。

カテゴリーメール
指定した職種大カテゴリーを経験または希望して
いる対象者を絞り込み、5,000通単位で一括
配信ができる。

メルマ 会 員
ガ

ターゲットオプション
求職者が検索時に指定した職種条件にあわせて、検索結果ページの上位に表示
されるオプションです。希望する職種にマッチした広告枠で求職者の注目を集めます。

❷

スカウトメール

NET-DM

カテゴリーメール

主な特徴

1to1で詳細条件をもとに送信できるた
めマッチング率を高めることができ求職
者の関心が高いメールです。

忙しくてじっくりスカウトメールを送信で
きない方や、
スカウト会員以外の対象者
にアプローチしたい時にも最適。設定し
た条件にヒットした対象者に絞り込み、1
配信につき200〜1,000通単位で一社
単独メールを一括配信できる。

少しの可能性も逃したくないという場
合にオススメ！各職種カテゴリーを希望
又は経験している最新の会員5,000人
※1に最大3社共同でPRメールを配信
できる。

配信先の条件指定

可

可

職種大カテゴリーのみ指定可

匿名キャリアシート閲覧

可

不可

不可

配信タイミング

毎日

毎営業日

毎週水曜日

ターゲット

希望条件で絞り込んだスカウト会員

経験職種や現住所など、
様々な条件で絞り込んだメルマガ会員

指定した職種大カテゴリーを経験
または希望しているメルマガ会員

配信方法

個別・一括配信

一括配信（200〜1,000通単位）

一括配信（5,000通）
※2

配信文面

自由作成

1配信ごとに自由作成

1配信ごとに自由作成※3

送信先

イーキャリア内スカウト受信画面

個人メールアドレス

個人メールアドレス

あり※4

なし

なし

《 ❶ カテゴリースポンサー 》
掲載期間1週間（金曜日更新） 各カテゴリーごとに1社限定表示／6枠
各職種カテゴリーの検索結果画面の最上位に、貴社の職種情報画面を独占表示。
マキシマムをご購入いただいた貴社限定のオプションです。
※職種指定が必要です
（1職種のみ）。 ※1カテゴリー・1クールにつき1回までの掲載が可能です。同一カテゴリー内
での複数職種同時掲載、連続掲載はご遠慮ください。 ※職種条件以外の絞り込み
（業種・本社所在地など）
が発生
した場合には表示されません。

《 ❷ カテゴリーピックアップテキスト 》
掲載期間1週間（金曜日更新） 各カテゴリーごとに1社限定表示／6枠
詳細職種選択画面と検索結果画面にPR文（テキストバナー）
を掲載します。
※2週間以上連続でのご参画はご遠慮ください。

貴社の採用プランに合わせた選択が可能

メールオプションの種類

❶

開封促進
※1 会員登録・更新・ログイン日を優先して抽出
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※2 1クールにつき1配信まで
（職種カテゴリー毎にカウント） ※3 オプション入稿規定に則ります ※4 個人メールアドレス宛に送信されます
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私たちはソフトバンクグループの
人材事業会社です

「働く」
を変える。
新しい「働く」
との出会いを、
新しい「働く」のカタチを、
提案し続ける。

それが私たちの使命。
SBヒューマンキャピタル株式会社は1999年の創設以来、

HISTORY
1999年

9月 イーキャリア株式会社創設

6月 被災者向け仕事情報サイト
「One Job for Japan」
を開設
2000年

2001年

10月 転職情報専門サイトとして
「イーキャリア」
をリニューアルオープン

10月 国内最大級の求人情報サイト
「イーキャリアJobsearch」
をリリース

10月 2002年度卒向け新卒サイト
「就活ポラリス」
オープン

11月 Facebookに特化した採用情報管理ツール
「Job Builder」
の提供を開始
12月「就活ライブチャンネル2013」
オープン

4月 アビリティデザイン株式会社を買収
10月 2003年度卒向け新卒サイト
「就活ポラリスLEAD」
オープン

働くすべての人に寄り添い、
2002年

1月 紹介会社情報サイト
「イーキャリア・エックス
（eCareer-X）」
オープン

2003年

2月 派遣情報サイト
「イーキャリア派遣サーチ」
オープン

これからも新しいチャレンジを続けます。
4月 IT・技術系専門サイト
「ZDNet Jobs」オープン

2012年

会社名
英文社名

SBヒューマンキャピタル株式会社
SB Human Capital Corp.
《 六本木本社 》
〒106-0032 東京都港区六本木2-4-5
六本木Ｄスクエア
（旧ビル名：興和六本木ビル）3F

所在地

《 東海オフィス 》
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-1
名古屋鴻池ビルディング11階
《 関西オフィス 》
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-1-31
京阪堂島ビル5F
《 福岡オフィス 》
〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲12-33
福岡大同生命ビル8F

代表者

事業内容
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代表取締役社長 木崎 秀夫
・転職情報サイトの開発および運営
・人材紹介事業、教育関連事業
・人材採用特化型マーケティング支援事業
・プロスポーツ選手のセカンドキャリア支援事業
・地方創生支援事業

主要
サービス

10月「SBヒューマンキャピタル株式会社」
に社名変更

2014年

4月 クラウド型ソフトウェア受託開発事業を手がける
「ギルドワークス株式会社」
を子会社として設立

1億円

設

1999年9月30日

役

員

代表取締役会長 土橋 康成
（SBメディアホールディングス株式会社代表取締役）
代表取締役社長 木崎 秀夫

関連会社
グループ企業
許可番号

5月 デジタルハリウッドと提携し、産学連携による採用直結型
クリエイター教育プログラム
「ジョブドラ」
を開始
12月 プロスポーツ選手のセカンドキャリア支援事業を開始

2月 転職アドバイザー発見サイト
「イーキャリアFA」
オープン
4月「ソフトバンク・ヒューマンキャピタル株式会社」
に社名変更

イーキャリア: http://www.ecareer.ne.jp/
イーキャリアFA: http://www.ecareerfa.jp/
イーキャリアNEXTFIELD: http://nextﬁeld.ecareer.ne.jp/

資本金
立

2004年

2月 デジタルハリウッド株式会社と共同で
「Worket Career」
をオープン

2013年

10月「Vector Career Center」オープン

COMPANY PROFILE

1月 iPhone向け求人検索アプリ
「ジョブサーチ」
をリリース
6月 東京都港区六本木に本社を移転

10月 新卒・転職サイト
「イーキャリア」オープン

同じ年に産声をあげたイーキャリアと共に歩み続けてまいりました。
積み上げてきた確かな信頼と実績をもとに、

2011年

8月 日本最大規模の転職データベース
「仁王 nioh.jp」
オープン

2005年

2007年

2009年

ギルドワークス株式会社（ソフトウェア企画開発・コンサルティング）
マムズラボ株式会社（マーケティング・クリエイティブ業務）

2015年

5月「イーキャリアNEXTFIELD」
にてプロバスケットボール選手の
セカンドキャリア支援を開始

4月 採用業務支援アプリケーション
「リクログ」提供開始

10月 鳥取県八頭町の地方創生支援を開始

11月 インターネット関連転職サイト
「イーキャリアプラス」
オープン

1月 求人企業と人材紹介会社のマッチングサービス
「レジュメバンク」β版オープン
6月 東京都港区赤坂に本社を移転

12月 タイにて日系企業向け人材採用支援サイト
「Jobsugoi.com」
を
運営するOZAKI Consulting.Co.,Ltd.へ資本参加

2016年

4月 全国の在宅フリーランスママによる受託事業
「Momʼs Lab（マムズラボ）」
を開始

11月 人材紹介会社向け求人企業開拓代行サービス
「求人バンク」
の提供開始

職業紹介事業許可番号:13-ユ-304266
労働者派遣事業許可番号:派13-305194
2010年

9月 転職ライブチャンネル
「キャリアストリーム
（CareerStream）」
オープン

2月「イーキャリアFA」
サイトリニューアルを実施
2月 ワイモバイルショップ運営店のスタッフ募集に特化した求人サイト
「ワイモバイルショップ求人ガイド」
をオープン

9月「レジュメバンク」正式オープン

ソフトバンク株式会社、SBメディアホールディングス株式会社 他

2月 ソフトバンクショップ運営店のスタッフ募集に特化した求人サイト
「ソフトバンクショップ求人ガイド」
をオープン

2017年

11月「イーキャリア」
サイトリニューアルを実施

12月 Ustreamを活用したオンラインでの会社説明会配信サービス
「就活ライブチャンネル2012」
オープン

12

イーキャリアで培った経験と
ノウハウを生かし、
新しい事業も続々展開中

基本掲載料金
プラン

契約タイプ

Maximum / マキシマム

High-end / ハイエンド

Standard / スタンダード

Entry / エントリー

85万円

60万円

40万円

25万円

1クール
（4週間）

連続掲載

3クール（12週間）

6クール（24週間）

3クール（12週間）

6クール（24週間）

3クール（12週間）

6クール（24週間）

210万円

420万円

150万円

270万円

102万円

180万円

チケット×3

チケット×6

チケット×3

チケット×6

チケット×3

チケット×6

チケット×3

チケット×6

234万円

468万円

162万円

324万円

111万円

192万円

69万円

120万円

45万円お得！

チケット

90万円お得！

21万円お得！

追加パック

イーキャリアNEXTFIELD

42万円お得！

15万円

（仕事情報1つにつき）

30万円お得！

※最大9仕事情報（合計12仕事情報）
まで

90万円お得！

18万円お得！

18万円お得！

36万円お得！

9万円お得！

10万円

-

60万円お得！

48万円お得！

6万円お得！

5万円

※最大18仕事情報（合計21仕事情報）
まで

30万円お得！

5万円

※上記金額に消費税は含まれておりません。※上記サービス内容は、弊社都合により変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※仕事情報は最大3件まで掲載が可能です。3件を超える仕事情報を掲載する場合は、
追加パックのご購入をお願いいたします。詳細は担当営業までご相談ください。※掲載開始後に追加パックをご購入される場合は、残掲載期間分のご購入が必要です。詳細は担当営業までご相談ください。※チケットは、
お申し
込み登録日から1年間有効となります。有効期間超過後に未消化チケットは自動キャンセルとなります。予めご了承ください。※取材申し込み後のキャンセルは取材制作費として実費を請求いたします。又、取材場所・取材時間・取
材仕事情報数などの条件により追加料金を請求する場合がございます。予めご了承ください。

現役中は思い切りプレーに専念し、
セカンドキャリアでもさらに輝けるような
環境を整えていきたい。
また、
たくさんの子供達が真剣に人生の選択肢と
してプロスポーツ選手を考えられる社会にしていきたい。
そんな思いから
「イーキャリアNEXTFIELD」はスタートしました。現在はプロ野球選手、
プロバスケットボール選手を対象に、引退後のセカンドキャリア支援を
行なっています。

オプション料金

トップページで告知

絞り込み告知

商品名

料金

掲載期間

カテゴリーメール

トップページ
レコメンド

20万円

1週間

トップページに求人情報を掲載。
●表示枠：4/12限定表示（ローテーション表示）●火曜日更新
※2週間連続してのご参画はいただけません。

カテゴリー
スポンサー

20万円

1週間

各職種カテゴリーの検索結果画面最上位に、職種情報を追加表示。
●表示枠：1/6限定表示（ローテーション表示）●金曜日更新 ※マキシマムご購入企業様への限
定商品です。 ※1職種カテゴリー1クールにつき、1回のみのご参画となります。

カテゴリーピック
アップテキスト

7万円

1週間

各職種カテゴリー画面の上部に、PR文（35〜50文字）
を掲載。
●表示枠：1/6限定表示（ローテーション表示）●金曜日更新●入稿物：PR文 全角35〜50文字
※2週間連続してのご参画はいただけません。

※カテゴリー：営業／販売・サービス関連／ソフトウェア・ネットワーク関連／ゲーム関連／クリエイティブ関連／経営・企画・マーケティング／バックオフィス・事務関連／電気・
電子・半導体・機械・メカトロ／化学・素材・医薬・食品関連／医療・福祉・介護関連／建築・土木・設備／コンサルティング・金融・不動産／フランチャイズ・公務員・団体職
員・農林水産関連※大カテゴリーを横断する複数の職種で検索された場合、
選択されたカテゴリーにエントリーされている全ての企業様からランダムで1社が表示されます。

情報追加

メールで告知

貴社採用に特化した
オウンドメディア支援を提供

特設ページ

50万円〜

1年間有効

より詳細な情報の掲載が可能な企業様専用のPRページです。※制作料金は内容によって別途お
見積り ※一度ご掲載頂いた内容の変更には更新料が発生いたします。詳しくは担当営業にご相
談ください。

スカウトメール

10万円

-

匿名で公開されているキャリアシートを検索し、企業様の採用条件に合う登録者に個別にメッセー
ジを配信。
※基本掲載期間終了時にメール配信機能も終了（残メール数がリセット）
となります。

NET-DM

10万円 5万円

1配信

検索条件（年齢層、希望職種、希望勤務地等）
をもとに抽出した登録者に対し、1社単独で求人PR
メールを配信。●配信日指定可能（月〜金の営業日のみ）●入稿物：件名／全角35文字 本文／
全角35文字×50行（URL・改行も含む）※英数字は半角 ※上限1,000通／1配信

カテゴリーメール

25万円

1配信

職種カテゴリーごとに、該当カテゴリーを経験・または希望している最新の登録者5,000名に求人
PRメールを配信。●3枠限定／1職種カテゴリー●毎週水曜日配信（休日の場合は翌週配信）
●入稿物：件名／全角33文字 本文／全角35文字×30行（URL・改行も含む）※英数字は半角

お申し込みから掲載までの流れ
お 申し 込 み

提供可能なサービス

13

（200通） （追加200通）

※上記金額に消費税は含まれておりません。※上記サービス内容は、弊社都合により変更になる可能性がございます。予めご了承ください。※お申し込み後、事前のエントリー
（入稿）
が必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。

15年以上に及ぶ転職・求人サイト運営、
マーケティングのノウハウを生かし、貴社採用に特化した専用サイト、
ランディングページの構築・運営、Webを活用した
集客までをカバーするトータルソリューションを提供します。

月

貴社専用サイトの企画・開発

採用代行・スクリーニング代行

プロモーション代行（SEO/SEM等）

イーキャリア会員向け告知

インフラ構築・運用

（30通）

ID発行

日

月

掲載情報の取材・
原稿作成（※1）
日

月

日

公開申請
（13:00までに）
月

掲載内容の審査

日

月

日

掲載スタート
（ 1 0：0 0 ）

月〜金曜日
（土日祝日を除く）
のいつからでも掲載を開始することができます。情報更新も可能です。（※1）取材日程の調整は担当営業までお問い合わせください。
※業態や募集条件により事前審査をさせていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

ご利用に際して

① システムメンテナンスのためサービスを停止する場合がございます。 ② 掲載期間の途中でご掲載中止となった場合、清算および返金は致しかねますので予めご了承ください。
③ サイトのデザインや企画内容につきましては予告なしに変更する場合がございます。 ④ イーキャリアは最新ブラウザでの閲覧を推奨しています。

安心できるサポート体制！

フリーダイヤルでお答えします。各種情報の掲載方法やスカウトメールの操作方法など、
お気軽に企業様専用サポートセンターまでお電話ください。

受付時間
TEL

9:00〜17：45 [ 月〜金（土日・祝日は除く）]
0120-231-049
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