
2019年10月改定

ご掲載料金 毎週火曜日・金曜日掲載スタート

■ 原稿作成
新規職種情報作成 掲載期間中に別の職種にて掲載をする際に新規原稿作成を承ります1職種 10万円

■ ご掲載までのスケジュール

■ 採用事務代行（アウトソーシングサービス）
正式応募受付 応募者への応募お礼メールの送信、デジタルな基準に基づく書類選考。その結果に応じて管理画面上での貴社へのご報告・不合格通知の送信を代行します4週間 20万円

スカウト送信代行 スカウト送信対象者として適切と思われる会員を貴社に代わってDBより選定し、文面作成、スカウト送信の初送から再々送までの代行を行います300名まで 20万円

■ 露出オプション

求人特集（PC/スマホ） TOPページでの特集リンクへの掲載、メールマガジン配信（火・金曜日スタート、各特集20枠）1週間 5万円

TOPバナー（PC/スマホ） 企業ロゴとテキストをTOPページにて表示致します（火・金曜日スタート、各2枠）1週間 30万円

カテゴリーランクアップ（PC） PC版の各職種カテゴリーの職種検索結果上部に貴社PR求人を掲載致します（カテゴリー毎／火・金曜日スタート、各1枠）1週間 30万円

新着社名出し（PC/スマホ） 新着時、TOPページにて社名掲出致します（火・金曜日スタート、各5枠）次回スタート日まで 10万円

検索結果一覧ページ下部、職種詳細ページ下部の2カ所にて
貴社求人にリンクしたバナーやテキストリンクを掲出致します（カテゴリー毎／火・金曜日スタート各2枠）

スペシャルバナーパック（PC） 1週間 10万円

■ メール系オプション
行動ターゲティングスカウト 会員DBにアクセスし、個別にメッセージ送信して頂けます25名 5万円

メルマガPR type会員向けメールマガジンにて貴社求人をPR致します（火・金曜日スタート、各3枠）1回 5万円

シークレットスカウト 会員DBにアクセスし、個別にメッセージ送信して頂けます25名 10万円

オファーDM 設定した条件に合致する会員に一括でメッセージを送信致します1設定 5万円
1設定500通 10万円

500通 5万円

関心お知らせメール 会員のメールアドレス宛に、求人告知メールを配信致します1設定 5万円
1設定1000通 10万円

1000通 5万円

■ 通常プラン

プラン／期間

type-A

type-B

type-D

type-C

100万円

80万円

35万円

60万円

50万円

40万円

18万円

30万円

2原稿まで

4週間 1原稿追加
50万円

40万円

18万円

30万円

2週間延長
270万円

216万円

95万円

162万円

4週間×3 4週間×6 4週間 2週間
510万円

408万円

178万円

306万円

基本プラン

2原稿まで

クーポンプラン

○
○
○
○

AI
マッチング

160名

120名
80名

80名

60名
40名

行動ターゲティングスカウト

付帯機能

注） 上記料金には、基本制作費が含まれていますが、次のケースは別途費用をご請求させていただきます。
　　①取材日程が2日以上にわたる場合は、超過1日ごとに取材費として5万円をご請求させていただきます。
　　②東京駅から100kmを超える場所にて取材・撮影を行う場合は、
　　　取材者の交通費・宿泊費等を実費にてご請求させていただきます。
　　③掲載スタート後に追加で原稿作成を行う場合は、別途新規職種情報作成費をご請求させていただきます。

注）行動ターゲティングスカウトの送信可能期間は基本プランの4週間、2週間ごとになります。
注）メール系商品については、掲載が1日でも途切れた場合、次回契約に残数を引き継ぐことはできません。
注）クーポンプランの1回あたりの掲載は4週間です。行動ターゲティングスカウトも4週間ごとに付帯しています。
　  ※クーポンプランの有効期限は初回スタートから1年以内です。
　　※クーポンプランは1回目のご利用時に一括請求となります。

■ ダイレクトリクルーティングプラン

プラン／期間

ダイレクトリクルーティングプラン  type-C 60万円

2原稿／4週間

10万円

1原稿追加／4週間

○
AIマッチング

80名

シークレットスカウト/4週間
付帯機能掲載職種

注） シークレットスカウトの送信可能期間は基本プランの4週間、2週間ごとになります。掲載が1日でも途切れた場合、次回契約に残数を引き継ぐことはできません。

■ 情報量アップオプション
企業メッセージ 貴社の魅力を最大限にPRすることができるフリーフォーマットのオリジナル広告ページです4週間 80万円

セミナーページ 基本プランコンテンツに会社説明会概要ページ、専用応募フォーム、会社説明会応募者管理機能を追加致します開催日まで 10万円

注） 企業メッセージは通常の求人広告よりも制作に期間が必要となります。詳しくは営業担当へお問い合わせください。

type サービスに関する免責事項　■type のサービスにおけるサポートの時間帯は、月～金の 9 時～19 時とし、祝日に関しては年末年始を除き暦通りとさせていただきます。万が一、休日に障害が発生した場合につきましては、翌営業日以降に
対応させていただくことを予めご了承ください（年末年始につきましては別途担当営業よりご連絡させていただきます）　■サービス維持のため、事前に予告無くサービスを最大 48 時間程度停止させていただくことがございますので予めご了承
ください。　■サービスの性質上、天変地変その他不可抗力な理由による、回線の障害、プロバイダー障害、システム環境の変化による障害、機器の障害に関しましては、その期間に関わらず免責とさせていただきますことを予めご了承ください。

〒107-0052　東京都港区赤坂3-21-20　赤坂ロングビーチビル
TEL▶03-3560-1622 FAX▶03-3560-1612 URL▶http://type.jp

大型プロ
モーショ

ン実施中
！

type独自の集客で
「ひとつ上」を目指す
ユーザーを獲得

独自の集客
仕事探しコンシェル、

行動ターゲティングスカウトにより
転職者へダイレクトアプローチ

AIマッチング＆
ダイレクトアプローチ

応募につなげる
原稿展開

ワンプライス複数原稿展開により
ターゲットにあわせた原稿訴求

Point 1 Point 2 Point 3

カテゴリーランクアップ（スマホ） スマホ版の各職種カテゴリーの職種検索結果上部に貴社PR求人を掲載致します（カテゴリー毎／火・金曜日スタート、各1枠）1週間 30万円

TOPテキスト（PC/スマホ） TOPページにて貴社のテキスト掲出（火・金曜日スタート各1枠）1週間 10万円

※ニールセン2019年6月度データ 家庭と職場のPCからのアクセス
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タ イ プ

LINE連携

一人ひとりの希望に合った求人を
LINEで配信！スカウトも届きます。

LINE公式アカウントが登場！
若手応募を促進！

転職意欲の高い顕在層から潜在層まで多くの転  職者へアプローチ！
若手層獲得のためスマホ、アプリへの出稿を特に  強化します！

JR、私鉄、東京メトロ、都営地下鉄、東京モノレール、  横浜市営地下鉄など、
首都圏の主要路線をカバー！

引き続きエンジニア訴求のクリエイティブも掲出！

2019年10-12月　  プロモーションのご案内

Web広告

交通広告

バナー広告 リスティング広告
（検索連動型広告）

アライアンス提携サイト

「転職」「求人」など検索数の多い
ワードだけでなく、ニッチな検索
ニーズに対応した細かい運用を
行っています。

※1

※1　ニールセン　2019年6月度データ　家庭と職場のPCからのアクセス

多数のアラ　  イアンスサイトで
 type   求人を掲載！

※広告メニューは変更になる場合があります。

エンジニア向け「エンジニアtype」
20代向け「20’s type」を運営。

オウンドメディア

エンジニア転職フェア

1日で約1400名のエンジニア転職希望者と会える日本最大規模のフェア。
フェア開催時は交通広告やWeb広告を強化するため、サイト利用者も増加！

東京ドームシティ
プリズムホール
で開催！

10/26（土）

転職サイト【アクセス者数No.1】

大型
プロモーション
継続中
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※2019年8月末時点ユーザープロフィール

3,064,000人会員数

■ ユーザー・会員DATA

typeの歩み

経験業種
●ソフトウェア、システム開発関連　9.0％
●コンサルティング・シンクタンク　1.9％
●通信サービス　2.8％
●インターネット関連　3.3％
●電気機器メーカー　2.9％
●精密機器メーカー　1.5％
●半導体、電気・電子部品メーカー　1.9％
●コンピュータ・通信機器メーカー　1.4％
●自動車・輸送用機器メーカー　3.2％
●化学・素材メーカー　1.9％
●医薬品、バイオ、食品メーカー　3.0％

●その他　14.7％
●人材派遣・アウトソーシング　3.0％
●人材紹介　0.5％
●放送・出版・広告・マスコミ・印刷　4.7％
●住宅・不動産・建築・土木　7.2％
●運輸・交通　2.6％
●ファッション・アパレル　3.1％
●サービス、レジャー、飲食　15.2％
●商社、流通　7.6％
●金融・保険・証券　5.2％
●その他メーカー　3.2％

●IT・通信・Webエンジニア　13.9％

●プロジェクトマネージャー・ITコンサル
　3.5％

●電子・電気技術者・メカトロ技術者　8.7％

●営業系　17.5％

●販売員・サービス・スタッフ系　22.7％

●クリエイティブ系　5.5％

●事務・管理部門系　14.7％

●企画・マーケティング系　2.9％

●ビジネスコンサルタント・専門職　4.1％

●土木設計、建築・設備設計　4.3％

●化学・バイオ関連職　2.1％

　学　歴

経験職種

●短大卒業
　5.0％

●専門専修
　学校卒業
　13.8％

●高校卒業
　22.8％

●その他
　3.0％

●大学院修了
　6.6％

●大学卒業
　46.2％

●高専卒業
　1.9％

●大学（二部）卒業
　0.6％

　年　齢 ●19歳以下
　0.4％

●25～29歳
　14.2％

●20～24歳
　5.0％

●30～34歳
　20.9％

●35～39歳
　23.2％

●40～44歳
　16.7％

●45～49歳
　9.2％

●50歳以上
　10.5％

2,377,000人スカウト利用

会員数

「type」 リニューアル(新検索軸搭載)

「typeメンバーズパーク」スタート

業界初の新機能
 「行動ターゲティングスカウト」サービス開始

（株）キャリアデザインセンター設立

 「営業フェア」初開催

「エンジニアtype」創刊 （隔月刊）
「エンジニアtype適職フェア」初開催

キャリア転職サイト「type（旧@type）」スタート

「エンジニアtype」月刊化

「type」にてAI機能を新規リリース開始
業界初 LINE＠と連携

「type」創刊

「営業の転職type」スタート

キャリア転職サイト 「type」リニューアル
「企業メッセージ」サービス開始
「営業の転職type」リニューアル

1993 2006

2009

2015

2016

2017

2004

●新イメージキャラクター オードリー 春日俊彰さん就任
●過去最大規模大型プロモーションスタート2019

2000

1997

1998

1994

2018



専用コンテンツと独自の集客でエンジニア採用を強化 営業パーソンのために企画されたコンテンツ群と検索機能

■ 「エンジニアならでは」の求人独自項目

■ 集客 ■ 集客

■ 求人広告・応募までの導線

■ 「エンジニアならでは」の検索コードで求人をPR
ソフトウェア関連のこだわり条件
自社内で開発できる 顧客と直接関われる スペシャリスト志向 アジャイル開発あり Gitでソース管理 大規模開発に関わる

一次請け7割以上 社長がエンジニア 女性エンジニア在籍 技術で年収1000万超 技術力向上

電気・電子・機械関連のこだわり条件
異業種採用実績あり 自社製品の開発 アウトソーシング 開発期間6ヵ月以上 ベテラン技術者歓迎

■ 「営業ならでは」の検索コードで求人をPR
給与・報酬の特徴

成果給が充実

個人インセンあり

新規顧客向け 既存顧客向け チームで営業

直行直帰 車で営業 商品開発に関われる 経営層に営業

営業スタイル

取扱商品・サービス その他の特徴
受注単価1000万円以上 法人向け・モノ

個人向け・モノ 法人向け・サービス 個人向け・サービス

年収1000万円以上可能 ノルマがきつくない

モバイル端末支給 アシスタントが在籍 女性営業5割以上

■ 「営業ならでは」の求人独自項目

■ 求人広告・応募までの導線

05 06【Point１】独自の集客 　エンジニア 【Point１】独自の集客 　営業

エンジニアtypeは、各種エンジニアをはじめ「創る人たち」の
キャリア形成に役立つ情報を発信することで、type内のユー
ザーを活性化。企業様のエンジニア採用を後押しします。
※タイアップ記事もご用意しております。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

エンジニア向けのイベントに「type」が協賛。技術を学ぶ
エンジニアに向けtypeのブランド認知拡大を図っています。

■ イベントへの協賛
2019年
協賛イベント

仕事内容 あなたには、ソフトウェア分野における開発・設計・保守・運用など各種業務をお任せします。
経験者には上流工程の案件定義・基本設計から製造、評価、保守など希望に沿ったポジションでの勤務が可能です。

★具体的な業務内容
■Web 系システム開発
■業務系システム開発
■アプリ系開発
■組込み系開発
※新しい IT 技術・機器の調査、社内で活用提案もぜひお願いします。

システム・ユーザーである大手・上場企業で、当社のチームメンバーとともに開発を行います。

アジャイルでの開発をしており、スクラムを採用しています。
1週間のサイクルで開発・保守のプランニングを実施。
最終的にレビュー・振り返りを行っています。

※入社後、当面は開発をメインにご担当いただきます。
※チームの人数構成はプロバー 3 名、協力会社12 名の体制です。
※インフラは運用がメインとなりますが、
徐々に設計への理解を深めていっていただきたいと思います。

【業務スタイル】
自社サービスのためユーザーとの距離が近く、
定期的にミーティングを行っては、サービスをブラッシュアップしています。

案件例

開発環境・業務範囲

エンジニア限定取材

エンジニア限定取材

仕事内容
あなたが今ご覧になっている、当社運営の転職サイト「type」を扱います。
（エンジニア、営業・販売における掲載職種数で【シェア No.1】 ※自社調べ）

営業業務へのバックアップ体制も充実！
企業の採用課題に 20 年以上も携わってきた弊社ならではの
採用成功リソースや役立つデータは豊富にありますので、
それらを有効活用し、営業活動に励んでいただけます。

《当社が運営する転職サイト》
■100 万人転職サイト「type」http://type.jp/
■女性特化型の転職サイト「女の転職 type」http：//woman.type.jp/
■営業向け転職サイト「営業の転職プラス」http://sales.type.jp/

・type：エンジニアにおける掲載職種数で【業界トップクラス】
・女の転職 type：女性向け転職サイト掲載職種数【業界トップクラス】
・WEB 広告露出量やユニークユーザー数【業界トップクラス】

営業スタイル

手がける商品・サービス

営業職限定取材

扱う商材 営業職限定取材

案件例 エンジニア限定取材

開発環境・業務範囲 エンジニア限定取材

エンジニアならではの項目が
アイコンとして表示されます

営業スタイル 営業職限定取材

扱う商材 営業職限定取材

営業ならではの項目が
アイコンとして表示されます

毎月20万人がアクセスする
20代若手ビジネスパーソン向け情報サイト

業界最大級のエンジニア特化型転職イベントです。約1400名のエンジニアが来場し、
その5割はtype非会員。多くの来場者が会員登録しています。

■ エンジニア転職フェア

車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

10/26（金）までの事前登録でQUOカード1000円分GET! 転職に役立つコンテンツを多数ご用意 詳細は　　　　　で随時公開！ 検索アットタイプ　転職フェア

大手・優良企業約120社出展

NTTデータ／LINE Growth Technology
日本マイクロソフト／富士通／京セラ／キヤノン
ANAシステムズ／ソニーLSIデザイン／アスクル
パナソニック システムソリューションズ ジャパン
ニトリ／日立コンサルティング／ショーワ
大塚商会／セイコーエプソン／ＪＴＢ情報システム
コナミデジタルエンタテインメント／矢崎部品
Ｓｋｙ／富士通コンポーネント／富士通総研
ルネサス エレクトロニクス／Japan Taxi
カービュー／フューチャーアーキテクト／ハイマックス

11：00～18：0010/27土 東京ドームシティ
プリズムホール

受付終了17：30

入場無料 履歴書不要 入退場自由

事前登録でQUOカード

1000円分GET

スマホで簡単登録3分
出展企業

モノづくりエンジニア

キャリアデザインセンター／キャリアデザインセンター
CDC／キャリアデザインセンター／CDC
キャリアデザインセンター／キャリアデザインセンター
CDC／キャリアデザインセンター／CDC
キャリアデザインセンター／キャリアデザインセンター
CDC／キャリアデザインセンター／CDC
キャリアデザインセンター／キャリアデザインセンター

メニュー

特別講演

エンジニア出身のキャリアアドバイザーによる
面接対策セミナーも実施！ [type転職エージェント]

スタートトゥデイテクノロジーズ ※10月よりZOZOテクノロジーズ

15：30～16：15

「70億人のファッションを
　技術の力で変えていく」
　～技術集団が見据えるZOZOTOWNの未来～

20’s  t y p eは、20代若手ビジネスパーソンの「働く力」を
育むために役立つ情報を発信するコンテンツを提供してお
り、毎月20万人～30万人のアクセスを獲得しています。
「キャリア」ページでは、豊富な実績を誇るビジネスマンや
著名人のキャリアインタビューを通して、20代の若手ビジ
ネスマンの中長期のキャリア形成を応援しています。
また t y p eと連動した特別特集や記事ページも展開。20代
の若手ビジネスパーソンが転職を検討した際の t y p e への
導線も用意しています。



07 08【Point２】AIマッチング 【Point２】AIマッチング

AI機能「typeの仕事探しコンシェル」の特徴

■ 3つの方法で貴社の求人情報が届く

■typeの仕事探しコンシェルキャラクター紹介

会員の
登録情報

typeの仕事探しコンシェルキャラクター
キャリアを相談でき、ユーザー毎に適した求人情報を提案する
typeのロボット。

キャリボと転職者の会話イメージ

「キャリボ」

求人検索、閲覧、検討中保存、
応募などの

サイト内行動データ

 現住所、性別、年齢などの
基本情報、経験、保有スキル、
希望条件（職種・業種など）、
パーソナリティ（志向）、
転職についての
ヒアリング情報

 現住所、性別、年齢などの
基本情報、経験、保有スキル、
希望条件（職種・業種など）、
パーソナリティ（志向）

企業が求める
採用条件

AIエンジン
「typeの仕事探しコンシェル」

■ Point.2　機械学習により毎日進化するAIエンジン
■ Point.3　おすすめ理由をいれて、貴社求人を提案

【1】 現住所、性別、年齢などの基本情報
【2】 経験、保有スキル
【3】 希望条件（職種・業種など）
【4】 パーソナリティ（志向）
【5】 転職についてのヒアリング情報
【6】 行動履歴

毎日、メール、ログインページ、グローバルナビでおすすめ求人を提案。その際
にただ求人情報を届けるのではなく、「応募をおすすめする理由」も添えて届
けるので転職者の納得感が高まります。

⇒転職者、企業、双方にとって精度の高いマッチングを実現

■ Point.1　6つの主軸を元にマッチング

［メール］ ［ログインページ グローバルナビ］

転職者の行動や提案し
た求人へのアクション
で機械学習、毎日進化！

おすすめ理由が
入った求人提案

能知工人＝］ecnegilletnI laicfiitrA［IA
type の AI 機能では、求人提案という機能において

人間のように企業要望と転職者の志向を日々学習して
最適な求人を転職者に届けます。

AI機能
搭載!

!
有効応

募獲得

採用活
動の効

率化実
現

201
8 年

10 月
リリ

ース
！業

界初
！

転職

読



09 10【Point2】ダイレクトアプローチ 【Point2】ダイレクトアプローチ

アプローチ型メールサービス

■ 関心お知らせメール

多くの対象者にアプローチすることができる求人告知メール
ユーザーのメールアドレス宛に求人告知メールを配信し、求人へと誘導します。サイトを訪問していないユーザーも含め、

多くの対象者に求人を告知できます。

貴社のターゲットとなるスキル・経験を持つ人材をtypeDBからピックアップし、直接個人宛にメッセージを送ることが

できます。より応募効果を上げるための様々な機能をご用意し、貴社の採用をサポートします。

■ 行動ターゲティングスカウト
ポイント① ユーザーのレジュメを見て個別メール送信が可能
貴社のターゲットとするスキル・経験を持つ人材を、会員DBからピックアップし、個別

にメールを送り、応募へ誘導します。

ポイント② ユーザーの行動履歴でピックアップ可能
直近28日以内に特定の行動をとっているユーザーを会員DBからピックアップした上

でスカウトメールを送ることができます。

【直近28日以内に・・・】

●自社の求人を検討中リストに入れた会員 ●特定の職種で検索している会員

●自社の求人を閲覧している会員  ●特定の勤務地で検索している会員

●他社の求人に対して積極的に活動している会員 ●特定の業種で検索している会員

ポイント③ 何度でも送信が可能！双方向にやり取りが可能
掲載期間内であれば、1人のユーザーに対して何度でもアプローチが可能。また、スカウ

ト受信者が企業へ匿名で質問をすることができ、双方向でのやりとりを行うことがで

きます。

ポイント④ 業界初！LINE@で個別配信
LINE上で希望条件マッチやスカウトお知らせメッセージを配信します。

■ オファーDM

特定のターゲットにオファーメールを一斉送信
貴社のターゲットとなるスキル・経験を持つ人材を会員DBからピックアップし、オファーメールを一斉送信し応募へ誘導します。

行動ターゲティングスカウト

属性プロフィール
経験・スキル、行動履歴

送信対象者選定

送信文面

送信方法

送信先

利用シーン

通数・料金体系

文面イメージ

行動ターゲティング機能

個別レジュメ閲覧

再送機能

件名

オファーDM 関心お知らせメール

属性プロフィール
経験・スキル

属性プロフィール
経験・スキル

サイト上マイページ
個人メールアドレス

サイト上マイページ
個人メールアドレス

個人メールアドレス

あり なし なし

あり なし なし

各個別設定 1回送信ごとに1設定 一律固定メッセージ

25名　5万円
500通　5万円
1設定　5万円

1000通　5万円
1設定　5万円

各個別設定 一斉送信 一斉送信

あり
（文面の変更も可能）

なし なし

掲載可能文字数 全角2000文字以内 全角30000文字以内 固定

《オリジナル作成》

（例）【特別スカウト】ぜひ面接
でお会いしましょう！

《オリジナル作成》

（例）未経験からスタートしま
せんか？

《固定》

○○様に[企業名]が関心を
持っています

ターゲットとなるユーザーを
厳選し、それぞれ文面を個々
に変更し、送信タイミングも
工夫してアプローチしたい

一定条件でターゲットとなる
ユーザーを絞り、文面を工夫
して（手間を省いて）アプロー
チしたい

一定条件でターゲットとなる
ユーザーを絞り、求人広告掲
載の告知を行いたい

で

個別配信

「type」の開発をお任せ！

「type」および「女の転職

『type』、『女の転職 type』



多彩な2原稿活用で、ターゲットに合わせた訴求が可能

11 12【Point3】応募につなげる原稿展開 企業メッセージ

■ 2原稿活用の３つのメリット

① ターゲットに合わせた原稿作成

② それぞれの原稿に合わせてAIマッチング搭載

③ 原稿に合わせて職種カテゴリーを設定、TOPページから見つけやすい

① ターゲットに合わせた原稿作成

② それぞれの原稿に合わせてAIマッチング搭載

③ 原稿に合わせて職種カテゴリーを設定、TOPページから見つけやすい

① 職種で分ける① 職種で分ける

全く異なる2職種の掲載でコスト削減も可能です。全く異なる2職種の掲載でコスト削減も可能です。

② 経験・未経験で分ける② 経験・未経験で分ける

③ 案件で分ける③ 案件で分ける ④ 勤務地で分ける④ 勤務地で分ける

⑤ 仕事のやりがいで分ける⑤ 仕事のやりがいで分ける

営業 事務 ベテラン
SE

若手未経験
PG

A案件
例：自社開発 例：客先常駐

B案件 関東 地方

稼げる訴求
営業職採用

商品の
優位性訴求

ビジュアルにより他社との差別化を実現「企業メッセージ」

企業メッセージを経由して求人詳細ページへ

導入例.1 導入例.2 導入例.3

① 完全フリーフォーマット
完全フリーフォーマットのオリジナル広告ページ。通常プランにはない広告スペースで、写真やイラストなどを活かし貴社魅力を最大

限に訴求できます。

② 検索結果の最上位に表示
企業メッセージをご掲載いただくと、求人検索結果表示の際type-Aのなかでも上位に表示されるため、メッセージ付きのtype-Aが事

実上の最上位プランとなります。

③ TOPページにも特集を設置
TOPページ上部の「人気求人」に企業メッセージ特集を設置することで、PV向上を実現。また、メールマガジンも配信。企業メッセージ

ご掲載企業様の採用を後押しします。

検索結果一覧ページから求人をクリックした際、自動で企

業メッセージページに遷移。確実に貴社広告をユーザーに

届けます。また、広告表示後も広告上部のタブで企業メッ

セージと求人広告の行き来が可能。アイキャッチとしての

機能はもちろん、求人情報確認後のユーザーに対する応募

への一押しも、企業メッセージを通じて行うことができます。

■ 企業メッセージ3つのメリット

1度の掲載で、より幅広い層にリーチすることができます。1度の掲載で、より幅広い層にリーチすることができます。

AとBで異なるスキル・経験者にアプローチすることが可能です。AとBで異なるスキル・経験者にアプローチすることが可能です。

同じ職種でもどんなやりがいを求めているかで分けることで、
ターゲットへの訴求効果を高めることができます。
同じ職種でもどんなやりがいを求めているかで分けることで、
ターゲットへの訴求効果を高めることができます。

それぞれの勤務先の特徴や待遇を掲載できます。それぞれの勤務先の特徴や待遇を掲載できます。

検索結果一覧ページ 求人詳細ページ

営業職採用



13 14露出アップオプション（PC・スマホ） 露出アップオプション（PC・スマホ）

露出

■ typePC版　TOPページ ■ typeスマホ版 ■ 大分類検索結果ページ

● メルマガPR

type事務局発行のメールマガジンの上部に貴社

求人情報をテキスト形式で記載し、メール受信者

に貴社求人情報を告知します。貴社の魅力を伝え

るとともに求人ページへの導線を強めます。

● 新着社名出し

掲載1週目の新着時にTOPページ上部に貴社名を

テキストで表示させることで、貴社求人ページへの

導線を強化します。

● 求人大特集ページ

毎月1テーマずつ業界や職種を限定した大特集を展

開。業界や職種をサイト全体でプッシュしていくこ

とで、テーマにあった企業様の採用を後押しします。

● カテゴリーランクアップ

特定の職種で求人検索した際の検索結果表示部のさらに上部に貴社PR求人を掲載致

します。該当週は最上位プランの新着週にランクアップしたかのように見え、ページ

閲覧数、応募数の大幅増が見込めます。

● スペシャルバナーパック

「検索結果一覧ページ下部」「職種詳細ページ下部」の2カ所に貴社のバナーやテキストリ

ンクを表示させ、露出を高めることで求人ページへの導線を強めます。表示させるバナー

は同一のバナーとなります。

スマホPC

PC

type[ タイプ ]

PC
スマホ

● TOPバナー

企業ロゴと社名をTOPページに表示。貴社求

人ページへの導線を強めます。

PC
スマホ

● TOPテキスト

TOPページにて貴社のテキストを掲出します。

PC
スマホ

● 求人特集

テーマに沿った特集よりTOPページからの

貴社求人ページへの導線を強めます。

PC
スマホ

type ニュース



15 16面接数アップ・面接ドタキャン防止機能 エンジニア転職フェア

より応募効果を上げるための3つの機能

■面接情報機能：+αの情報提供で「応募促進」「面接ドタキャン予防」、
　　　　　　　　　面接情報を設定している求人を検索結果一覧で上位表示
・貴社の面接情報は、応募した会員限定で見ることができる情報になるため、面接情報が気になる転職者からの応募増が見込まれます。
　（一部会員登録時に表示）
・検索結果時に表示されるため、PV数のアップも見込めます。
・事前に面接内容を示すことで、面接のドタキャンを抑止します。
・面接情報を設定していない求人よりも、同じプラン内で上位に表示されます。

● 書類選考の有無

● SPIテストの有無

● デジタル履歴書可/不可

● 選考期間（応募～採用までに必要な期間）

● 面接回数

● 面接可能な日程・時間帯

● 面接時の服装

● 面接の所要時間

【選考フロー・選考概要】 【面接詳細情報（質問内容・ポイントなど）】

● 一次面接の面接官について （性別・役職・年齢）

● 一次面接の質問内容・流れ※

● 求める能力、重視するポイント

● 面接の中で見ているポイント・深掘りしたい箇所※

● 不採用になる方の傾向・NGワード※

● 必ず質問すること・よく質問すること※

● 活躍中社員からの面接アドバイス※

※自由記入式

■応募歓迎機能：応募を検討する転職者の意思決定に先手を打ち応募確率をアップ
応募歓迎機能は、本機能を活用している転職者が、貴社の求人情報を検討中リストに入れた際に、貴社から「応募歓迎」の意思表示をでき

る機能です。これにより、貴社への応募を検討している転職者への応募の後押しをすることができます。

匿名レジュメとして公開されない情報

● 氏名　● 生年月日　● 都道府県以外の住所　● 自宅電話番号
● 携帯電話番号　● メールアドレス　● 携帯メールアドレス　● 職務経歴内の勤務先企業
上記以外の経験職種、業種、スキルを閲覧し、応募してほしい転職者に対して、「応募歓迎」の意思表示をすることができます

■シンプル応募・ライト応募機能：転職者の負担を減らし応募促進
企業側が選考で重視する必須項目を残しながら、転職者が応募する際の負担を減らし入力途中での離脱を防ぎ、応募数を増やします。ま

た、シンプル応募・ライト応募が可能な求人には、求人広告上部にてアイコンを表示し、本機能対象企業であることをアピールします。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

●

●

●

ー

●

ー

任意

任意

任意

ー

ー

任意

●

任意

●

ー

任意

任意

任意

任意

ー

任意

ー

ー

　　 応募フォーム項目

お名前

性別

メールアドレス

生年月日

現住所（郵便番号、都道府県、市町村以降）

電話番号

最終学歴（学種、学校名、学部/学科/専攻）
※ ●は必須、ーは削除項目となります
※ お客様管理画面ではシンプル応募「自己PR不要」ライト応募「自己PRと職歴不要」と表記されます

　　 応募フォーム項目

学歴補足事項

現在の就業状況

転職回数

経験職種

経験業種

語学・資格

勤務先企業

　　 応募フォーム項目

勤務した期間

勤務先についての詳細

職務内容

職務経歴補足

スキル・経験

保有資格の登録

シンプル
応募

ライト
応募

シンプル
応募

ライト
応募

シンプル
応募

ライト
応募

掲
出
項
目
一
覧

転職イベント

1日に約1400名のエンジニアが来場する日本最大級のエンジニア特化型転職イベント。

国内最大級の
転職イベント1 エンジニアに特化した転職イベントでは、

国内で最大級の規模を誇ります。

充実の機能2 マッチングやスカウトなど、貴社と来場者をマッチング
する当日限定の様々なサービスをご用意しています。

3 平均約30名の
エンジニアと面談可能

過去開催したイベントの1日平均面談数は約30名。
効率よくエンジニアの転職希望者と面談ができます。

4 フェアならではの
来場者層

来場者の約60％は電車内広告を見て来場。転職サイ
トには登録していない転職希望者にも出会えます。

豊富なプロモーション5 イベントの開催にあわせ、type内はもちろん、交通広
告やWeb広告などを積極的に展開し集客します。

会場内を「ITエンジニアを求める企業ブースエリア」「モノづくりエンジニアを求め

る企業ブースエリア」に分け、効率的な出会いの場を創出。

企業担当者様コメント：ITエリアとモノづくりエリアに分かれているため、自社ブース

付近を歩く人に声をかけてもターゲットから大きく外れていることがなく効率的ですね。

●50歳以上
　9.8％

●20歳以下 0.4％

●21-25歳
6.7％

●36-40歳
　17.1％

●41-45歳
　17.4％

●46-50歳
　11.9％

●31-35歳
18.0％

●26-30歳
18.7％

●5回以内
　22.3％

●10回以内
　8.9％

●2回以内
　14.2％ ●1回以内

17.6％

●なし
37.0％

●5年以内
　13.1％

●3ヶ月以内
28.4％

●1ヶ月以内
17.1％

●6ヶ月以内
　19.0％

●1年以内
　22.4％

●在学中0.3％

●その他0.5％

●大学（文系）
27.8％

●専門専修学校
　13.1％

●短期大学
　3.7％

●高専1.6％

●高校11.1％

●大学院（理系）
11.4％

●大学（理系）
27.8％

●大学院（文系）
2.7%

来場者と出展企業の方がブース外で

も交流を図れるよう、スカウトカフェ

コーナーを設けております。全ご出展

企業様の資料が置かれているコー

ナーと併設している為、数多くの来場

者と接点を持つことが出来ます。

■ スカウトカフェコーナー

年齢

学歴

転職
時期

転職
回数

その他 2.7％

選考がスムーズに進んだ 1.8％

給与や待遇がよかった 5.4％

有名な企業だった 7.1％

雰囲気が自分に合っていると感じた 17.0％

話した社員と意気投合した 25.0％

仕事内容がよかった 25.9％

自分の経験を活かせると思った 40.2％

直接話して、働くイメージがわいた 49.1％

■ 来場者の声

来場者は転職先として検討する上で、直接話す事で応募

意思が高まったという声が多く、Webでは実現し得ない

動機付けの場となっています。

Q.転職先として検討できる社数が１社以上の方、決め手は何でしたか？

20代～30代が55％

専門専修学校・大学卒が80％以上

転職経験なし・1回の人が55％ 1～3ヶ月以内で転職を検討している人が45％

▲特別講演会場の様子

開場前の様子

会場の様子

特別セミナーの様子



■ 職種カテゴリー

大分類11種／中分類30種／小分類143種

※業種コードは1企業につき、該当する業種であれば最大5業種まで設定可能です

Aカテゴリー Bカテゴリー

第3者視点も取り入れた応募意欲を高める原稿フォーマット

■ 掲載広告記事　プランの違い ▶ ①コンテンツ量　②掲載順位　③行動ターゲティングスカウトの有無 ■ 検索結果一覧

オープン・Web系（SE）
制御・ファームウェア・組込系（SE）
汎用機系（SE）
パッケージソフト開発（SE）
オープン・Web系（アプリ開発）
制御・ファームウェア・組込系（アプリ開発）
オープン・Web系（PG）
制御・ファームウェア・組込系（PG）
汎用機系（PG）
パッケージソフト開発（PG）
データベース設計・構築（オープン・Web系）
データベース設計・構築（汎用機系）
データベース運用・管理
ネットワーク設計・構築
ネットワーク運用・監視
ネットワーク・サーバ運用・保守
サーバ設計・構築
通信インフラ設計・構築（有線・無線系）
通信インフラ施工・保守・運用
テクニカルサポート（ソフトウェア）
テクニカルサポート（ネットワーク）
システム保守・運用オペレーター
システム導入・運用トレーナー
社内SE
テスター・テストエンジニア
フロントエンド・マークアップエンジニア
その他IT・通信・Webエンジニア関連職

システム
エンジニア（SE）

アプリケーション
開発エンジニア

プログラマー（PG）

データベース・サーバ・
ネットワークエンジニア

通信インフラ系
エンジニア

テクニカルサポート・
カスタマーサポート

社内SE、テスター、
その他

IT・通信・Webエンジニア
企画営業、コンサルティング営業（法人向け）
企画営業、コンサルティング営業（個人向け）
技術営業
内勤営業
ルート営業
海外営業
MR
営業管理・営業マネージャー
キャリアカウンセラー・人材派遣コーディネーター
その他営業職
コールセンタースーパーバイザー（運営・管理）
ヘルプデスク・カスタマーサポート
テレフォンオペレーター、テレフォンアポインター

営業・企画営業

コールセンタースタッフ・
カスタマーサポート

営業系

店舗開発
スーパーバイザー、エリアマネージャー、店長
販売、サービス、飲食関連スタッフ
ホールスタッフ・調理補助
ラウンダー
介護・福祉
マンション管理員・マンションコンシェルジュ
理美容・エステ関連職
旅行・ホテル・ブライダル関連職
警備員・清掃
その他 販売員・サービススタッフ関連職
パーソナルトレーナー・講師・インストラクター
その他専門職（医療、介護、看護、美容等）
教室長・スクールマネージャー
翻訳・通訳
タクシードライバー・その他ドライバー
メカニック・整備士

販売員・サービススタッフ

インストラクター・
ドライバー・
メカニック・その他

販売員・サービススタッフ系

化学・素材系研究開発
化学・素材系製品開発
その他素材・化学関連技術者
バイオ・食品・医薬系研究開発
バイオ・食品・医薬系製造開発
その他医薬・バイオ・食品関連職

化学・バイオ関連職

化学・バイオ関連職

建築・設備設計、プラント設計、施工管理
土木設計・施工管理
CADオペレーター、その他技術関連職
その他建築・設備、土木関連技術者

土木設計、建築・設備設計

土木設計、建築・設備設計

オープン・Web系（PM・PL）
制御・ファームウェア・組込系（PM・PL）
汎用機系（PM・PL）
パッケージソフト開発（PM・PL）
ITアーキテクト
システムコンサルタント
SAP・ERP導入コンサルタント
セキュリティエンジニア・コンサルタント
プリセールス・セールスエンジニア

プロジェクトマネージャー（PM）・
リーダー（PL）

ITコンサル・プリセールス

プロジェクトマネージャー・ITコンサル

要求分析、システム設計
デジタル回路設計
アナログ回路設計
メカトロニクス関連技術者
システムLSI設計
デジタルIC設計
アナログIC設計
プロセス開発
光学機器設計・開発
機械・機構設計（自動車、輸送機器、装置、各種部品）
機械・機構設計（電子・精密機器）
電気通信機器設計・開発
金型設計
生産技術エンジニア
品質管理・保証（技術系）
生産管理（技術系）
セールスエンジニア
サービスエンジニア
FAE、サポートエンジニア
基礎・応用研究・研究開発
工業デザイナー
その他　電子・電気技術・メカトロ技術関連職

回路・システム設計、
メカトロニクス関連技術者

半導体エンジニア

光学技術エンジニア

機械・機構設計、金型設計

生産技術、品質・生産管理

セールス・
サービスエンジニア

基礎・応用研究、
工業デザイナー、その他

電子・電気技術・メカトロ技術者

戦略・経営コンサルタント
財務・会計コンサルタント
組織・人事コンサルタント
生産・物流コンサルタント
営業・マーケティングコンサルタント
金融アナリスト、トレーダー、商品開発
ファイナンシャルプランナー、資産運用
その他金融関連専門職
不動産関連専門職
物流関連職
税理士、公認会計士、弁護士
特許調査・特許技術者
テクニカルライター
その他 コンサルタント・専門職

ビジネスコンサルタント

専門職

ビジネスコンサルタント・専門職

総務
経営企画・事業企画
人事・労務管理
経理
会計・財務
知的財産・法務
購買・資材調達
生産、品質管理（事務系）
一般事務、営業事務、貿易事務
営業アシスタント
秘書・受付事務
その他 事務・管理部門系関連職

管理部門系

事務系

事務・管理部門系

マーケティング、営業企画
Webマーケティング（Web広告/SEMなど）
リサーチャー・データサイエンティスト
商品開発・商品企画
バイヤー・マーチャンダイザー
広報・IR
その他 企画・マーケティング関連職

企画・マーケティング系

企画・マーケティング系

Webディレクター・Webプロデューサー
Webデザイナー・コーダー・コンテンツ企画
ゲームクリエイター・ゲームプランナー
編集・ライター
制作進行管理
出版、広告、印刷関連
ファッションデザイナー、パタンナー
グラフィックデザイナー・イラストレーター
ファッション、インテリア関連
映像、音響、イベント関連
店舗・空間デザイナー
その他クリエイティブ関連

Web・インターネット関連

その他クリエイティブ関連

クリエイティブ系

17 18掲載プラン 掲載プラン

type-C

フリー記事2点 3点写真

瞬間マッチングAIマッチング

type-D

フリー記事2点 3点写真

行動ターゲティング
スカウト

瞬間マッチングAIマッチング

type-B

フリー記事2点 3点写真

行動ターゲティング
スカウト

行動ターゲティング
スカウト

瞬間マッチングAIマッチング

必須項目／文字数

フリー記事2点 3点写真

行動ターゲティング
スカウト

瞬間マッチングAIマッチング

type-A

type-A（企業メッセージ付き）新着求人

type-A新着求人

type-B新着求人

type-C新着求人

type-D新着求人

type-A（企業メッセージ付き）
type-A
type-B
type-C
type-D

2-4週目

検索結果表示順
全プラン新着は上位表示

※面接情報を設定すると同じプラン内で上位表示されます
※新着求人マークは掲載スタート日から1週間
※火・金どちらの新着求人も表示順はデイリーのランダム表示

type-A（企業メッセージ付き）

職種名

メイン記事見出し

PRコード 応募資格

想定給与 勤務地

TOP画像（typeA～Cのみ）

3点写真（type-A～Bのみ）

目安残業時間（任意）

type-A
職種名

メイン記事見出し

PRコード 応募資格

想定給与 勤務地

TOP画像（typeA～Cのみ）

3点写真（type-A～Bのみ）

目安残業時間（任意）

type-B
職種名

メイン記事見出し

PRコード 応募資格

想定給与 勤務地

TOP画像（typeA～Cのみ）

3点写真（type-A～Bのみ）

目安残業時間（任意）

type-C

PRコード 応募資格

想定給与 勤務地

目安残業時間（任意）

職種名

メイン記事見出し

TOP画像（typeA～Cのみ）

type-D
PRコード 応募資格

想定給与 勤務地

目安残業時間（任意）

職種名

職種名

TOP画像（type-A～Cのみ）／PRコード

メイン記事見出し

募集背景

仕事内容

応募資格

事業内容

TEL／表示用emailアドレス

50文字

50文字
メイン記事本文 500文字

150文字

500文字

500文字

500文字

250文字

400文字

800文字

写真（type-A～Bのみ） 3点

TEL／50文字
email／256文字

500文字
250文字

100文字

検索結果一覧 表示項目

500文字選考プロセス 詳細

50文字選考プロセス（最大5ステップ） （1ステップにつき）

休日休暇

勤務地

勤務時間

待遇・福利厚生

もっと知りたい！会社の素顔

想定給与

黄色の項目は検索結果
一覧に表示されます。

仕事内容の中でも特にアピールしたい情報
を紹介する「注目ポイント」を2つ記載可能

フリー記事２点は
「社員インタビュー」か
「トピックス」を選択可能

この仕事の向き・不向きを記載可能
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