ＰＣ× スマホ 利用者からの

indeed の利用ポイント !!
画像でイメージが
伝わりやすい

応募者数が増える

indeed への流入は
スマホが 7 割
誰

日本最大の求人情報サイト！
月間訪問 1000 万人を超え、
スマホからのエントリー率 70%

POINT 1

POINT 2

画像で求職者に
アピール

POINT 3

スマホからの
流入にも完全対応

月間訪問

ハイクオリティー

求職者に応募を促す
エントリーフォーム

1000 万人

ハイスピード

日本

最大

の求人情報サ

イト

正規代理店／株式会社プロジエ

すでに自社のスマホ対応求人ページを持っている場合
既存求人 HP を利用して求人を運用
（情報の更新は代理店で行います）

スタンダードプラン
＊求人案件が 10 件までは無料。11 件以上は 1 件につき
追加料金が発生します。
＊スマホ対応の求人 HP を新規作成する場合は、
別途お見積もり致します。

15

初期
設定費

+

広告費の
万円〜

求人ＨＰ管理費 月額

2 万５千円〜

12 万円〜 30％
indeed 広告費

採用への近道は「求職者目線」が必要 !!

広告運用費
こ の 調 査 か ら は、若 年 層 の 求 職 者 が 働 き 先 に
ついて” 個別企業のホームページ” をもっとも
有益な情報源としていることが分かります。
つ ま り 若 年 層 を 求 め る 企 業 は、自 社 の 採 用

スマホ対応していない、求人ページを持っていない場合
「おまかせ Q-JIN」
（CMS）を
利用して多くの求人を運用
職種が多く情報更新の多い方におすすめ

プレミアムプラン
＊CMS をご利用頂くとお客様ご自身で求人内容の更新ができます。

ページを強化し、求職者に魅力を伝えることが
重要となってきます。

CMS 作成
初期
費用

25万円〜
+

CMS 管理費 月額

3 万５千円〜

広告費の

12 万円〜 30％
indeed 広告費

出展：キャリタス就活2017学⽣モニター調査

広告運用費

スマホ検索が「当たり前」の時代に !!

＊チャージした広告料金はいかなる場合も返金いたしかねます。
但し、使用していない広告料金は未使用期間によって棄損することはございません。

2018 年 2 月現在
LINE が全国で実施した「インターネットの利用環境に関する調査結果」

＊初期設定費は初月のみとなります。
＊キャンペーン設定 / 広告予算設定 / クリック単価設定 / 効果検証用タグ設定 / キーワード設定含む

ネットを週に 1 回以上する、15 〜 59 歳の男女
計 759 人に利用時のデバイスを尋ねています。

＊広告費の初回ご入金額は Indeed の出稿規定の通り 12 万円からとなります。
＊広告費 12 万円は CPC（クリック課金）広告ですので、消化されない限り続きます。
＊消化されない限り、広告費を追加する必要はありません。
＊早期に採用が成功した場合、異なる職種や次回の有料掲載に広告費を回すことも可能です。
＊弊社は Indeed 正規代理店です。12 万円は全て広告費に使用されます。

インターネット利用時の使用デバイス調査

スマホのみ
スマホと PC 両方利用
PC のみ

46％

スマホ利用者

39％
6％

計

85％

＊スタンダードプランの場合、有料掲載広告を追加する場合、別途設定費が必要となります。
＊プレミアムプランの場合、有料掲載を追加されても、上記金額で運用します。

特に 10 代、20 代は、スマホのみと答えた人が 70％に達し、

＊Indeed 上での随時求人掲載及び検索最適化、単価調整を行います。

30 代もスマホのみと答えた人が 50％を上回っており、

＊広告運用状況・応募状況レポーティング報告を月 1 回メールで送信いたします。

半数以上の人がネット利用時にスマホをメインに使用していることが判明しました。

2017年4月全国調査によるDATA

は最強の求人検索ツール !!

の運用は正規代理店にお任せください

その役割は、検索している求職者に最適な求人情報を日本中から見つけ出してくれるということ！
マイナビやタウンワーク等の大手求人媒体広告、ハローワークの求人まで、WEB 上にある欲しい情報をまるごと検索。

ハイクオリティー

indeed なら御社が HP で公開している求人情報を直接掲載し求職者との間を繋ぎます。

結果に裏付けされたノウハウをご提供

もちろん従来の求人広告のように決まった掲載期間や〆切日はありません。

ハイスピード
indeed で求人を検索する場合

マイナビ

リクナビ

ハローワーク

最短 10 営業日でスピード納品

従来の求人サイトを検索する場合

マイナビ

リクナビ

検索

検索

ハローワーク

CPC 広告（クリック課金制）

検索

あらゆるサイトを一括検索

絶えず上位表示が約束され、クリック単価も平均 15 〜 90 円程度

indeed に完全対応した採用 HP を作りたい

検索

求人サイト毎に検索
時間と手間がかかる

短期間で採用効果を集中させたい場合におすすめ !!

弊社の開発した indeed 求人募集システム「おまかせ Q-JIN」を入力し

１番効果の高い
自社 HP への誘導

御社 HP へ貼り付けるだけ！もちろんスマホにも完全対応！

現在持っている自社 HP 採用サイトを使いたい
まずは indeed の掲載基準を満たしているか無料診断します。
改修ポイントがあればお教えしますので、改修後は indeed が運用開始できます。

の料金体制
有料掲載

無料掲載

( スポンサー掲載 )

( 掲載には登録作業が必要です )

メリット

メリット

目立つ位置、クリックされやすい位置に表示。

コストが￥0 でお試しからスタートできます。

無料と比べるとクリック率は約

5倍

消費する金額の調整をする必要があります。

とりあえず試したい！
indeed 公式
テキスト採用ページ

自社 HP も持ってない、とにかく一度試したい
ご安心ください！ indeed 公式直接掲載を使用してテキスト採用ページを登録します。
こちらはお試し料金キャンペーンを実施中！詳しくは担当者にお伺いください。

デメリット

デメリット
有料掲載中は状況に合わせて

新着時には上位表示。

無料掲載（お試しに便利！） 但し、時間の経過と共に掲載順位は下がります。

効果が出づらい。
クリックされやすい表示位置に掲載されない。
情報の新しさも表示位置に関係しているので、

正規代理店だからできること

時間が経つほど露出も減ってしまいます。

クリック課金制
従来の求人広告は、「効果はどうあれ、
○週間掲載で△万円」という形がほとんどですが、
indeed の場合、料金が発生するのは掲載している情報がクリックされたときです。
つまり、検索者が自社のページに訪れた瞬間。これが “クリック課金制” なのです！

掲載基準をクリアしたページを作成
ページ構成を考えなくても、掲載基準を満たした indeed 対応の自社採用ページが作成出来ます。

時間・労力・コストカットで採用ページを作成！
indeed に対応したオリジナル採用ページ「おまかせ Q-JIN」はテンプレートのため、
1 からページを作るよりも格安でページを提供することができます。採用ページを作り直す時間と費用を大幅に削減。

入金はチャージ制

indeed の運用代行
Indeed のクリック単価、日額予算の変更など日々のチューニング、原稿改善などをプロ視点で行い、効果を最大限に引き出します。

消費されるのはチャージされた分までだから安心です。
入金以降は検索者が求人情報ページに訪れた瞬間だけ消費！募集状況で料金は持ち越し可能です！

indeed への御社求人審査が通れば、クリック課金の初回チャージが必要です。
（最低 12 万円〜）

お金が消費されている＝情報を見てくれている＝応募につながる

正規代理店の弊社に運用代行をおまかせいただけば初回入金分を分割でお支払いが可能です。

まさに求人広告にはできないコストカットです！

12 万円の初回チャージ料金を 4 ヶ月以上で運用するなら月々のお支払いは 3 万円〜で OK ！

※初回のみ設定費が別にかかります。

