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この資料では、タウンワークオンラインの
サービス内容、ご利用方法をご紹介します

どんなサービス？ 原稿の見た目は？

ユーザーの属性は？
困ったときに

サポートは受けられる？
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サービスのご紹介

1 タウンワークとタウンワークオンラインの違い
「これまでのタウンワークと何が違うの？」

2 タウンワークオンラインは早い・安い
「急な求人ニーズにも対応してほしい！」

3 簡単・スピーディな原稿作成
「自分で原稿をつくるのは、時間がかかるし大変そう…」

4

認知度とユーザーの属性
「タウンワークってどんな人が使っているの？」5

いつでもサポートセンターに相談
「はじめて利用するから、使い方や手続きがよくわからない…」
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1 タウンワークとタウンワークオンラインの違い
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タウンワークはフリーペーパーと
ネット掲載の2本柱！!

タウンワークは、フリーペーパーに掲載した内容をインターネットにも掲載することで、
幅広いターゲットに情報を届けることができます。
毎週月曜日のタウンワーク本誌発行と併せて、タウンワークネットにも原稿が掲載されます。

営業が訪問
し、ヒアリ
ング

リクルート
営業が求人
原稿作成

原稿内容
ご確認 月曜日

フリーペーパーに掲載した内容を
タウンワークネットにも掲載

最短3日～1週間

●タウンワーク 掲載フロー

1 タウンワークとタウンワークオンラインの違い
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タウンワークオンラインはネット掲載に特化！
お得でスピーディーな掲載が可能です。
タウンワークオンラインは、お客様ご自身で原稿を作成いただくことで、
お得でスピーディな求人掲載を実現しました。
タウンワークネットへ、いつでもどこからでも掲載のお申し込みが可能です！

原稿内容のご確認

求人原稿入力
内容確認と
ご購入手続き

原稿入力でわからないことは、
サポートセンターがしっかりサポート
いたします。

タウンワークネットに掲載
●タウンワークオンラインの掲載フロー

※お客様情報の確認と原稿作成が完了している場合(2回目以降ご利用)の実績です。

1 タウンワークとタウンワークオンラインの違い
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 毎日が掲載日！

 掲載期間は2週間～4週間！ ※掲載エリアにより異なります。P.10参照

 掲載料金がお得！

 写真は最大3枚まで掲載！

 掲載期間中の原稿内容の修正が可能！

1 タウンワークとタウンワークオンラインの違い
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2 タウンワークオンラインは早い・安い
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急な欠員が出た時でも安心！
土日もOK！最短1日 で掲載可能♪

急な欠員が出てしまったときもご安心ください。
タウンワークオンラインのサポートセンターは土日も営業しており、
いつでも求人掲載の手続きが可能です。

求人ニーズが発生したら、まずは申込を

急な異動や退職で人手不足に…

人手が足りない

早く採用しないと…

そうだ！タウンワークオンラインなら…

原稿入力

決済

サポートセンターに
確認依頼 ※2

※3 最短1日 で

掲載開始!!

※1

※1 お客様情報の確認と原稿作成が完了している場合(2回目以降ご利用)の実績です。

※2 品質担保のためにサポートセンターで原稿内容の確認をさせていただいております。
一度掲載いただいた原稿を変更せずに掲載いただく場合は、すぐに決済へお進みいただけます。

※3 決済は「クレジットカード」と「コンビニ支払い」からお選びいただけます。

2 タウンワークオンラインは早い・安い

※1



2 タウンワークオンラインは早い・安い

ご掲載エリア 2週間掲載 4週間掲載

東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県

大阪府・兵庫県・京都府・愛知県・福岡県

岐阜県・三重県・滋賀県・奈良県

群馬県・茨城県・栃木県

北海道・静岡県

宮城県・新潟県・石川県・福井県・富山県・

岡山県・広島県・香川県・山口県

熊本県・大分県・佐賀県・鹿児島県・宮崎県・長崎県

青森県・秋田県・岩手県・福島県・山形県・長野県・山梨県・

和歌山県・徳島県・高知県・愛媛県・島根県・鳥取県・沖縄県

¥18,000

¥17,000

¥16,000

¥14,000

-

-

-

-

※表示価格は全て税抜価格です。

¥30,000

¥29,000

¥27,000

¥24,000

¥10,000

¥18,000

¥12,000

¥9,000
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3 簡単・スピーディな原稿作成
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スマホで原稿作成が可能！
タップのみで所要時間は最短10分※!!

3 簡単・スピーディな原稿作成

※ 原稿作成にかかる時間は、情報量や原稿に掲載する写真の準備により増減します。

タウンワークオンラインなら…
スマホで原稿作成が可能です！
簡単操作で、電車の中や待ち時間など、
スキマ時間に原稿作成ができます。

忙しくて、
なかなかまとまった
時間がつくれない…

現場に出ることが多くて
PCで作業ができない…



13

簡単・スピーディな原稿作成でも
お仕事の魅力をしっかりと伝えられます！

原稿内容はシンプルにわかりやすく
お仕事詳細、勤務条件など
項目ごとに必要な情報を表記でき、
求職者の方が知りたい情報を、
わかりやすく伝えることが出来ます。

会社情報は1316文字まで入力可能
会社の強みや事業内容など
余すことなくアピールすることができます。

写真は最大3枚まで掲載可能
会社の雰囲気やイチオシスタッフの笑顔で
求人の魅力をグッと高めることができます。

3 簡単・スピーディな原稿作成

POINT

1

2

3

POINT

2

POINT

3

1
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4 いつでもサポートセンターに相談



お困りの際は、お気軽にお問合せください
サポートセンターがしっかりサポートします

タウンワークオンラインを初めてご利用されるお客様もご安心ください。
サポートセンターは土日も営業しております。（受付9:30~18:00※年末年始を除く）
不安なことやわからないことがあれば、いつでもお問い合わせください！

プロが書くような
求人原稿が書けない…

個人事業なので会社口座を
開いていないのですが…

社内稟議を通すために
見積書は出せますか？

もっと応募効果を出すために
原稿を修正したい！

魅力的な言葉が思いつかない時も、
ご相談ください！
専門スタッフがサポートします！

お支払は個人のクレジットカード
でもコンビニ払いでも可能です。
個人事業の方でも安心です。

お見積書の作成も承っています。
お気軽にお問い合せください。

掲載後も原稿修正可能です。
「もっとこうしておけば…」
そんな時は掲載期間内であれば
より魅力的な原稿に修正ができます。

4 いつでもサポートセンターに相談
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5 認知度とユーザーの属性



タウンワークは全世代でブランド認知度No.1！
多くのユーザーにご利用いただいています。

全世代で
ブランド認知度

No.1

スマホサイト
ユーザー数

No.1

検索エンジン
での1位出現率

No.1

※1

※2

※3

※1 当社調べ2017年8月 アルバイト・パート領域調査
※2 当社調べ2018年1月～3月 主要求人メディアSP.PCユニークユーザー数
※3 当社調べ2018年5月 大手検索エンジンでの指定約一万ワードの検索結果

5 認知度とユーザーの属性

タウンワークは全世代でブランド認知度No.1のサービスです。
幅広く多くのユーザーにご利用いただいています。スマホサイトユーザー数もNo.1！
スマホでお仕事を探している人へのアプローチもバッチリです！



タウンワークユーザーの属性（年齢・現在の職業）

年齢別 現在の職業別

5 ユーザーの認知度と属性

ユーザーは10代～40代以上まで、幅広くご利用いただいています。
お客様のニーズに合った求職者を安定して獲得できているサービスだからこそ、
タウンワークオンラインの掲載方法がスムーズな掲載・求人獲得を実現しています！

幅広いユーザーの支持を得ているサービスです



お申込から
掲載までの流れ

掲載までの手順は？



お客様情報
＆原稿内容
確認完了！

求人原稿作成

ID/パスワード
発行

お客様情報
店舗情報の
ご登録

お申込から掲載までの流れ

ご購入手続き

原稿内容確認

初回ご利用に限り、お客様情報の確認に3~4日かかる場合がございます ※1

掲
載
開
始

お客様情報確認 ※2

mail mailTEL

※1 サポートセンターの状況により、記載の期間よりも確認に時間がかかる場合がございます。ご了承ください。
※2 初回のご利用に限り、書類のご提出をお願いさせていただく場合がございます。



2回目以降の掲載は、原稿作成と購入手続きのみ！

2回目以降の掲載は最短1日!! ※1

※1 原稿内容に問題がない場合や、過去に掲載実績のある原稿を流用した場合の実績です。

原稿内容
確認完了

求人原稿作成
原稿内容確認と
ご購入手続き

原稿内容の
確認

掲
載
開
始

リピート掲載で
手間と時間を

削減♪

mailTEL



0120-984-958

お申込みはこちらの申込フォームから
https://townwork.net/cl/shopreg/split/

タウンワークオンライン サポートセンター

受付時間: 9:30～18:00 ※年末年始を除く

ご不明点がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

https://townwork.net/cl/shopreg/split/
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Q&A 決済について

決済方法について知りたい
｢コンビニ振込｣または｢クレジットカード｣でのお支払が可能です。※銀行振込は対応しておりません
■ご利用可能なコンビニエンスストア
セブンイレブン/ローソン/ ファミリーマート/ サークルKサンクス/
セイコーマート/ ミニストップ / デイリーヤマザキ
■ご利用可能なクレジットカード会社

VISA/ MasterCard/ JCB/ AMERICAN EXPRESS/ Diners Club International

コンビニ振込票の発送タイミングはいつですか？
決済代行会社より当日～翌日に発送されます。
※土日祝日は決済代行会社が対応していないため、振込票の発送が遅れる場合がございます。

領収書の宛名はどう表示されますか？
ご登録いただいている会社名になります。
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Q&A 原稿掲載について

掲載までどのくらい時間がかかりますか？
■初回利用の場合

申込日から掲載までは3~4営業日（※1）いただきます。
サポートセンターにて参画基準と表記規定に基づく事前確認（※2）が完了次第、掲載開始となります。
※1 サポートセンターの状況により、記載の期間よりも確認に時間がかかる場合がございます。ご了承ください。
※2 事前確認では、書類の確認をさせていただく場合がございます。ご了承ください。

■2回目以降の場合
最短で当日中に掲載いただくことが可能です。

原稿作成はどのくらい時間がかかりますか？
10分~30分程で作成可能です。
※情報量や原稿に掲載する写真の準備により、作成時間が増減します。

募集内容が詳細に記載されている原稿、また、お仕事の雰囲気が伝わる写真が掲載されている原稿の方が
応募率が高いというデータがございます。(当社調べ)

掲載順位はどうなっていますか？
ランダム表示となります。

原稿修正・掲載・停止は何回できますか？
掲載期間中、何回でも修正可能(※)です。
原稿を修正した場合、サポートセンターにて内容の確認が必要になりますので、
再掲載まで少々お時間をいただく場合がございます。
※募集職種・勤務地など、掲載期間中に修正ができない項目もございます。ご了承ください。


