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この情報は 2021年10月現在のものです。
予告なく内容が変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

求める人材との最高の出会いのために。
貴社の人材に関する課題をアイデムが幅広いサービスで解決します。
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煩雑になりがちな採用業務を効率化し、採用
担当者様の業務負担を軽減するのが採用管
理ツールです。
システム内で応募から選考･採用までの一
元管理を行い、複数の担当者様で情報を共
有することができます。また、求人媒体の効
果測定を「見える化」することで、採用コス
トの削減にも貢献します。

採用管理ツール
Jobギア採用管理

＜オウンドメディア＞＜求人まとめサイ
ト＞＜求人サイト＞がパッケージされた
正社員採用に特化したサービスです。正
社員を目指す、転職を志す求職者への幅広
い露出、スタッフインタビューとデザイン
性の高いオウンドメディアによる訴求、そ
して低コスト実現により、費用対効果の高
い採用活動をサポートいたします。

キャリア採用パッケージ
Jobギアキャリア

採用ホームページ構築サービス
Jobギア採促

導入実績数33,000社超を誇る、採用ホー
ムページ構築サービスです。現在、多くの
求職者が応募前にコーポレートサイトを
見ています。採用ホームページを充実さ
せることで、企業理念や事業内容、仕事の
やりがいに共感した質の高い人材採用に
繋がります。

すべての雇用形態をカバーする総合求人
サイトです。月間のユニークユーザーは約
300万人、学生やフリーター、主婦（夫）層
や中高年層まで幅広い求職者へ訴求する
ことができます。また、サイト内で最も利
用されている検索項目は勤務地検索と
なっており、地元の求人の人気が高いサイ
トです。

求人サイト
イーアイデム

詳しくはこちら 詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　メディア＆サービス一覧



毎週月曜日発行の求人フリーペーパーで
す。東京・神奈川・千葉・埼玉をまたぐ「首
都圏版」を発行しています。駅･スーパー･
ファミレス･ドラッグストア等、幅広い場
所に設置しているため、すぐに勤務可能な
アクティブな読者層へアプローチするこ
とができます。

求人フリーペーパー
ジョブアイデム

毎週日曜日に新聞と一緒にお届けする、
新聞折込求人紙です。
配布エリアは通勤圏を考慮して設定し、配
布部数も高密度に設定しているため、地元
で働きたい求職者へアプローチすることが
できます。

新聞折込求人紙
しごと情報アイデム

詳しくはこちら詳しくはこちら 詳しくはこちら

入社時点ではじめて費用が発生する完全
成功報酬型の中途採用向け人材紹介サー
ビスです。より効率的･計画的な採用活動
を行えるように、専任のエージェントが企
業様と求職者の間に入り、双方が最適な形
でマッチングできるようにサポートいた

します。

人材紹介サービス
アイデムスマートエージェント転職

「外国人を採用したい企業」と「日本で働き
たい外国人」をマッチングさせる人材紹介
サービスです。“高度人材”から“特定技能”
まで外国人雇用をトータルサポートしま
す。言葉の壁による齟齬が無いよう、社内
にベトナム人・ミャンマー人の専任スタッ
フを配置し、母国語でのサポート体制を整
えています。

外国人材紹介サービス
アイデム グローバル

詳しくはこちら詳しくはこちら
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採用活動にまつわる業務を企業様に代
わって行うサービスです。採用業務の一
部、または全業務をアウトソーシングする
ことで、採用プロセス全体の質向上に繋げ
ることを目的としています。

採用代行サービス

新たな採用手法として選ばれている、新卒
採用向け人材紹介サービスです。企業様が
求める人物像をヒアリングし、条件に合っ
た方のご推薦から選考の日程調整や志望
度の醸成、内定後のフォローまで専任の
エージェントが担当いたします。内定承諾
時点ではじめて費用が発生する成功報酬
型なので、安心してご利用いただけます。

新卒人材紹介サービス
JOBRASS新卒紹介

求める学生に直接オファーを送ることが
できる“逆求人型”就活サイトです。学生の
プロフィールを閲覧した上でアプローチ
できるため、ミスマッチを解消し、効率の
よい採用活動を可能にします。オファーを
送るプランと合わせて、新卒向け人材紹介
サービスを利用することもできます。

新卒サイト
JOBRASS新卒

RPO

様々な人材教育のニーズにお応えします。
新入社員向けのビジネスマナー研修から、
階層・職種・業種に合わせた専門性の高い
セミナーまで、多彩なラインアップで企業
様の人材育成をサポートします。各企業様
に合わせたオリジナルのカリキュラムに
よるオーダーメイド研修も可能です。

研修・セミナー

人材育成サービス

詳しくはこちら 詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら
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コーポレートサイト内に
独自の採用ホームページを構築

※2021年8月現在

CLICK！

導入
実績数

社 

超
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https://jp.indeed.com/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A/adpartner#adpartner


■ 下記プランからお選びいただけます

完全無料の

お試しプラン

ク
イ
ッ
ク
プ
ラ
ン

初期
導入費 月額

円

30,000円～月額

780,000円～初期
導入費

カ
ス
タ
ム
プ
ラ
ン

ミ
ド
ル
プ
ラ
ン

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
プ
ラ
ン

●メインビジュアル重視パターン

※他に＜スクロールパターン＞＜ボックスパターン＞もあります。

●検索軸パターン

事前のお打合わせで
ご要望をお伺いし、
お客様ごとに
お見積もりなどで
ご案内いたします。

30,000円～

480,000円

月額

30,000円～

240,000円

月額

コンテンツは任意で
2つまで設定可能です。　
※有料で更に2つまで追加可能

コンテンツは任意で
2つまで
設定可能です。　
※有料で更に2つまで
　追加可能

コーポレートサイトのテイス
トに合わせて、採用ホームペー
ジを完全オリジナルで制作し
ます。
ブランドイメージを踏襲しつ
つ、詳細な採用情報を提供する
ことで、求めるターゲットに強
くアピールします。

複数のトップページデザイン
から業態やコーポレートサイ
トに合ったパターンを選択で
きるプランです。動画の埋め込
みや求人の検索軸追加（フリー
で2項目まで）も可能です。

固定テンプレートでありながら
コーポレートカラーにフィット
させるカラーバリエーション。
ロゴ・メイン画像・検索軸・求
人情報を設定するだけで簡単
に始められます。

シンプルだけど使いやすい

オリジナルで制作

複数のデザインバリエーションから選択可能

ご利用料金（税抜）

ご利用料金（税抜）

初期
導入費

ご利用料金（税抜）

初期
導入費
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メディア＆サービス一覧ページへ戻る

求めるターゲットに訴求できる各種コンテンツを用意。
スタッフインタビューや人事担当者のメッセージなど、貴社で働く魅力をしっかりアピールすることができます。

＜必 須＞　
○TOPページ　
○新着情報　
○求人（一覧・詳細）

＜任意コンテンツ例＞
○スタッフインタビュー　
○人事担当者メッセージ　 ○商品・サービス紹介　
○施設・店舗紹介　 ○働くメリット　
○研修　 ○会社概要

■ コンテンツ

■ 求人サイト「イーアイデム」との連動掲載が可能

求人原稿

※実装には別途設定費用が必要です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

採用ホームページ 求人原稿 求人サイト

貴社ページへ
アクセス

応 募 応 募

応募情報は一括管理可能

連　動連　動
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採用業務の負担を軽減する
採用管理ツール CLICK！
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「Jobギア採用管理」は、応募者の確認や進捗管理の全てに対応しています。
担当者様が複数いる場合でも常に最新の状況を共有することができます。
また、電話での応募も簡単に「Jobギア採用管理」へ入力・共有することができます。

■ 応募者情報・選考状況を複数の担当者様で簡単に共有できる

採用担当者様の面接予約に関する手間を軽減します。
同時に面接実施率を上げるための施策も自動で行い、無断欠席を防ぎます。

■ 面接状況・面接予約を簡単に管理できる

応募数だけでなく採用数や面接予約数も媒体ごとに“見える化”します。
応募状況・採用状況をスピーディーに把握することができます。

■ レポートを簡単に抽出、現状をすぐに把握できる

タブレット・スマートフォンにも対応！

ヘルプデスクによる問い合わせ対応！

採用業務の効率化と的確な応募者対応を実現します！
貴社の採用コストの削減にも繋がります。

操作面での疑問については、
専任のヘルプデスク担当者が
対応いたします。
チャット画面でのサポート
も充実していますので
安心してご利用いただけます。

当社提供媒体はもちろん、他社のWeb応募も「Jobギア採用管理」に自動で取り込めます。
また、同時に取込完了メールも送付されますので、応募者管理がスムーズです。全ての応募者情報を一元管理全ての応募者情報を一元管理

ID・パスワード
はひとつだけ！

求人サイト
他社

求人媒体Ａ
他社

求人媒体Ｂ
他社

求人媒体Ｃ
他社

求人媒体Ｄ

人事 SV 店長

自動取り込み

Jobギア採用管理
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応募者の氏名・性別・年齢・連絡先はもちろん、写真や履歴書、Webメールでの連絡履歴、録画・ライブ面接を含む面接内容や、
選考状況なども各応募者毎に一元管理でき、担当者様間で共有が可能です。

　応募者情報の一元管理、担当者様間の共有で採用を効率化。録画・ライブ面接にも対応！

貴社の採用の選考フローに合わせた選考状況を追加することができます。
進捗に合わせて選考状況を更新することで、応募者の進捗管理の共有がスムーズに行えます。

選考状況をカスタマイズできます

1

3

■ 応募者管理機能

Webメール機能での連絡のほか、LINE、またはSMS通知オプション機能をご利用いただくことで、 
応募者にLINEやSMSで通知ができ、専用のチャットボード上でコミュニケーションを取ることが可能です。
通知により応募者からの返信の即時性が高まり、採用過程でのコミュニケーションがよりスムーズになります。

応募者とのコミュニケーション機能が充実！2

未対応 面接打診中 面接予約
不採用

採　用

※ご利用プランによります。

※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。

Jobギア採用管理からの
メッセージ送信

応募者側での
メッセージ受信
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キャリア採用が加速する
貴社の本当の魅力を伝える、
正社員採用に特化した求人メディアパック CLICK！
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短期（３ヶ月/６ヶ月）利用に

ライトプラン
登場！！

短期（３ヶ月/６ヶ月）利用に

ライトプラン
登場！！

https://job-career.jp/


Jobギアキャリアは、オウンドメディアとしての「Jobギアキャリア HOME」だけでなく、
まとめサイトの「Jobギアキャリア PORTAL」や求人サイトの「イーアイデム」にも同時掲載。
正社員を目指す、転職を志す求職者の幅広い仕事探しの志向に対応し、訴求効果が期待できます。

■ 圧倒的な露出効果

ご利用料金は1ヶ月あたり70,000円～と様々なメディアをパッケージしながら低コストを実現。 
採用ホームページはスタッフインタビューや会社概要のコンテンツ制作のための取材・撮影を含め、
約1ヶ月後にはリリース可能です。「Jobギアキャリア」なら予算をひっ迫することなく、すばやく効果を実感できます。

■ 低コスト＆スピーディなサービス提供

「Jobギアキャリア HOME」に掲載の求人情報は、Indeedや求人ボックス、スタンバイといったアグリゲーションサイトにも対応。
幅広く求職者と接点を持つことで、機会の損失を防ぎます。
さらに、Indeedスポンサー求人やGoogle広告を活用することで、より多くの求職者に情報を届けることが可能になります。

■ 「Indeed」や「求人ボックス」などアグリゲーションサイトにも対応

https ://job-career.jp/

11:11 11:11

https://www.e-aidem.com/

求 人サイトオウンド
メディア

求  人
まとめサイト

11:11

求人サイト「イーアイデム」求人まとめサイト
「Jobギアキャリア PORTAL」

キャリア採用特化型採用ホームページ
「Jobギアキャリア HOME」

求める人材にあらゆる方向からアプローチする求人メディアパック求める人材にあらゆる方向からアプローチする求人メディアパック
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Jobギアキャリア HOMEJobギアキャリア PORTAL
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■   キャリア採用特化型採用ホームページ 「Jobギアキャリア HOME」

■   求人まとめサイト 
　「Jobギアキャリア PORTAL」

■   求人サイト 「イーアイデム」

「Jobギアキャリア HOME」に掲載されている求人情報を集約し
たまとめサイト。今まさに転職を考えている求職者から潜在層
まで幅広い人材にアプローチできます。

コ ン テ ン ツ

・求人情報　・スタッフインタビュー　・会社概要

全国33,000社超の採用ホームページを構築した実績とノウハ
ウを持つアイデムが提供するキャリア採用特化型ホームペー
ジ。スタッフインタビューとデザイン性の高いオウンドメディ
アで、貴社にマッチしたキャリア人材の採用を可能にします。

正社員に特化した求人サイトと全ての雇用形態を対象とした総
合求人サイトへの掲載により、月間約300万人のユニークユー
ザーに求人情報を届けます。

※ライトプランのコンテンツは求人情報のみになります。





「あなたの街」の
お仕事が探せる求人サイト
https://www.e-aidem.com/ CLICK！
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アルバイト・パート、派遣、正社員、契約社員など、全ての雇用形態に対応した「総合求人サイト」です。
毎日更新なので急な採用ニーズにも対応可能。様々なお客様のご要望に柔軟に対応いたします。

■ 全ての雇用形態をカバー、正社員求人は専用サイトも完備

月間のユニークユーザーは約300万人。独自のプロモーションで学生やフリーターはもちろん、
主婦（夫）層や中高年層まで幅広い求職者にご利用いただいています。

■ 若年層から中高年層まで多くのユーザーが利用

イーアイデムで最も利用されている検索方法が「勤務地検索」。働く場所を第一に考えている求職者が多く、特に地元の求人の人気が高いサイトです。

■ 「地元」の求職者へ強く訴求　

プロモーションプロモーション Webマガジン、SNSなど、
独自のサイトブランディングでイーアイデムの認知を拡大しています。

Webコンテンツ 読者にとって価値ある（面白い）情報を継続的に提供！

どこでも
地元メディア

ジモコロ
はたらく気分を
転換させる
深呼吸マガジン

りっすん イーアイデムエンタメ情報

地元あるある・地元のふしぎ・地元の小ネ
タ・地元としごとの話などを様々な切り口
で紹介しています！

明日からの「はたらく気分」をちょっと転換
させていく、女性向けのワークスタイルメ
ディアです。

毎週更新！
最新映画情報
サイト

イーアイデム会員限定の試写会・ムビチケ・
オリジナルグッズが当たるプレゼントキャ
ンペーンを実施しています！

SNS公式アカウント
フォロワー8.9万人（2021年1月現在）に向け、
地元や仕事にまつわる情報をツイートしています。
定期的に豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも
実施中です。

Instagram eaidem_ig

Twitter @eaidem_tw
Facebook
https://www.facebook.com/eaidem.jp/

CLICK！CLICK！CLICK！
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■  多彩な検索機能で高いマッチングを実現

フリーワード検索・簡単検索

期間限定の特集項目

条件から検索

おすすめの勤務条件・
人気の職種

専門サイトから検索

人気駅から検索

あなたの知ってるお仕事特集

エリアトップバナー
★オプションメニュー
イーアイデム掲載中の求人原稿へリンクし、
露出を高めることができます。
さらにオリジナルのランディングページを制作しリンクさせることで、
掲載中の情報へ効果的に誘導させることができます。　

求人トピックス
★オプションメニュー
テキストバナーからイーアイデム掲載中の求人原稿へリンクし、
露出を高めます。

正社員サイト「イーアイデム正社員」

1
2
3
4

5
6
7
8

9

10

※

※

※通常プランとは別料金のオプション商品です。

1
8

9

10

2
3

4

5

6

7

1

3

2

9

8

PC版 スマホ版

※2020年8月現在
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■ 就職・転職情報サイト“イーアイデム正社員”

■ 業種・職種・働くスタイルに特化したページやサイトを展開
「フード」「ファッシヨン」「医療・介護・福祉・保育」「派遣」など、業界・
職種を絞って仕事を探している求職者ニーズに合わせて、様々な専門
ページやサイトをご用意しております。条件に該当する求人は各専門
サイトへ同時に掲載され、より訴求力向上が期待できます。

■ Webサービスとの連携
採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」に掲載中の求人を「ボタンひとつ」
でイーアイデムへ連携できます。オウンドメディアと求人サイトのコラボレーショ
ンでより多くの求職者へスピーディーに且つ、効率よく露出できる点が最大のメ
リットです。採用管理ツール「Jobギア採用管理」にて応募者の一元管理を実現し、
担当者様の業務軽減にも貢献いたします。

正社員の求人は“イーアイデム正社員”に同時掲載。総合サイトとは異なる属性、就
職・転職志向のユーザーを中心にアプローチすることが可能です。新着求人情報を
TOP画面に写真付でランダムに紹介する「ピックアップ求人情報」を設け、新しい情
報を求める求職者へ積極的にアピールすることができます。

https://www.e-aidem.com/shain/ CLICK！

CLICK！

採用ホームページ 求人サイト

応募者の一元管理

原稿連携

応募
応募

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　求人サイト イーアイデム
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■ イーアイデム掲載プラン
採用ニーズとご予算に合わせて、
5つのプランより選択できます。
プランによって掲載できる情報量や、
サイト内での表示順位が異なります。

ハイグレード
スタンダード
勤務地2 画像2
アピールポイント1

エコノミー
勤務地1 画像1

ハイグレード
勤務地6 画像8
アピールポイント6

PC版

勤務地30 画像8
アピールポイント6
勤務地30 画像8
アピールポイント6

フリースペース
+

フリースペース
+

スマホ
版

一覧画面 詳細画面 表示順位アップ！
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■ プラン別掲載価格表 表示価格はすべて税抜きです。

クイックプラン

契約画面数

1ヶ月契約

3ヶ月契約

1週 2週 3週 4週 職種 駅・路線 地図勤務地
（市区町村）

￥250,000

￥90,000

￥60,000

￥30,000

￥375,000

￥135,000

￥90,000

￥45,000

￥500,000

￥180,000

￥120,000

￥60,000

￥625,000

￥225,000

￥150,000

￥75,000

プレミアム

ハイグレード

スタンダード

エコノミー

検索ルート最大設定数

5

5

5

5

30

6

2

1

2

2

2

2

50

18

6

3

30画面

￥336,000

￥907,200

20画面

￥256,000

￥691,200

10画面

￥144,000

￥388,800

5画面

￥80,000

￥216,000

●入力システムの導入により、お客様による求人情報の制作・ 修正・公開／非公開が可能です。
※表示順位は「エコノミープラン」の次になります。　
※検索ルート最大設定数：職種／ 1つ、他項目は「エコノミープラン」に準じます。

※詳しくは営業担当へお問い合わせください。
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■ スマートフォンアプリ
イーアイデムはスマートフォンアプリを

リリースしています。
こちらは、様々な検索軸からユーザーが希望する
求人情報を探すことができるアプリです。
また、幅広い世代のユーザーが登録しており、
簡単な操作で仕事を探すことができるため、
応募効果の向上が期待できます。

求人検索アプリ

■ オプションメニュー

※その他、検索サイト・検索エンジンへの露出強化など、応募効果アップの手法がございます。詳しくは営業担当へお問い合わせください。

表示価格はすべて税抜きです。

詳　　細オプションメニュー名 利用料金

PC 4週

スマホ 4週

1週

1週

1週

1週

エリアトップバナー
イーアイデム　エリアトップページにピクチャーバナーを掲出。
掲載中の原稿へ誘導できます。

イーアイデム　エリアトップページのテキストバナーから掲載中の原稿へ誘導できます。

同プラン内の掲載求人より優先的に上位表示できます。

スターオプションよりさらに上位表示できます。

検索一覧上で黄色に着色され、他の求人と視覚的に差別化できます。

求人トピックス

スターオプション

スーパースターオプション

カラーオプション

￥150,000

￥100,000

￥30,000

￥10,000

￥20,000

￥10,000

メディア＆サービス一覧ページへ戻る
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1冊で広域募集を可能にする
毎週月曜発行の求人フリーペーパー

※表紙のデザインは予告なく変更になる場合がございます。CLICK！

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　求人フリーペーパー ジョブアイデム

https://www.aidem.co.jp/business/advertising/jobaidem/index.html


JR・地下鉄・私鉄各線の主要駅、スーパー、ファミレス、
ホームセンター、回転寿司チェーン、ドラッグストア、書店、有名商業施設などに設置。
バラエティに富んだ設置が幅広い読者層を支えています。
高い利用率を誇り、すぐに勤務可能なアクティブな求職者が多いのも特長です。

■ バラエティに富んだ設置で幅広い読者層にアプローチ

通勤エリアを考慮して東京・神奈川・千葉・埼玉をまたぐ広域に設置しているため、
手に取った読者の多くが募集のターゲットになります。
また設置エリア内の複数の勤務地で同時募集する場合にも、1回の掲載で効率良く人を集めることが可能です。

■ 広さと効率を兼ね備えた設置により広域を１冊でカバー

「働き方特集」や「今週の特集」など、
求職者の動きや労働市場を考慮した様々な特集テーマを設定しています。

■ 求職者の探し方を考慮した求人特集

にも同時掲載にも同時掲載

Webならいつでもどこでも応募ができるので、応募者の取りこぼしを防げます。

昼も 夜も
誌面で

Webで
応募！

送信送信
「ジョブアイデム」にご掲載いただくと、
求人サイト「イーアイデム」にも
同時掲載されます。
PCやスマートフォンユーザー等、
幅広い求職者へ訴求可能です。
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早川町

韮崎市

求人データスペースとデザインスペースを明確に区分。 （※一部の特集企画を除く）
求職者が探している情報がどこにあるのか、一目瞭然の見やすいレイアウトです。

　 インデックス
原稿上部に勤務地・雇用形態・職種を配置しているため、
求職者はすぐに情報を判別できます。

　募集内容
　会社情報

　 二次元コード
スマートフォンから企業様ホームページや
イーアイデムに掲載中の求人情報へ
ダイレクトに誘導できます。

　 デザインスペース
文章、画像、ロゴ、地図など、企業様の魅力を
伝えられるスペースです。

1

2
3
4

5
34

2
5H58×W92

N22枠

1

★原稿の仕様は、一部変更になる可能性があります。

※原稿はイメージです。

■ 見やすく分かりやすい原稿レイアウト
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春
日
部
市

立川市

南区

中央区緑区

厚木市

栄区 金
沢
区

大
和
市

座間市
横浜市

東京都

神奈川県

川崎市

鶴見区
川崎区

神奈川区

西区

南区

港南区戸塚区

泉区

瀬谷区

中区

磯子区

保土ケ谷区

港北区

旭区

緑区

青葉区
都筑区 幸区

中原区
高津区

多摩区

宮前区
麻
生
区

千代田区
新宿区

中
央
区港区

文
京
区 台東区

墨
田
区

江東区

品
川
区

目
黒
区

大
田
区

世田谷区

渋
谷
区

中野区
杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

武蔵野市
三鷹市

府中市

昭島市

調布市

町田市

相模原市

小金井市

小平市

日
野
市

八王子市

東村山市

国分寺市
国立市

西東京市

狛江市

東
大
和
市

清瀬市

東久留米市

多摩市 稲城市

さいたま市
川越市

川口市

所沢市

岩槻区

草加市

越谷市

蕨市
戸田市朝霞市

志木市

和光市新座市

八
潮
市

富士見市
ふじみ野市

三郷市入間郡
三芳町

吉川市
西区

上尾市

北区 見沼区
大宮区

中央区
桜区

浦和区
緑区

南区

船橋市
市川市

松戸市

柏市

習志野市

浦安市

千葉県

埼玉県 茨城県

海老名市

駅設置 約610駅
設置拠点 約3,200箇所

首都圏版
設置エリア
マップ

※2021年10月現在

■ 幅広い地域をカバーして人材獲得の可能性を広げるネットワーク
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N21

N41 N42
N34

N24

N31 N32

N22

※原稿はイメージです。
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N44

※原稿はイメージです。

CLICK！

ジョブアイデム 価格表

サイズ名 サイズ
（H×W 単位：ｍｍ） 価　　　格

N21

N31

N22

N41

N32

N24

N42

N34

N44

N84

N88

表2･表3

表4

H58×W45

H88×W45

H58×W92

H118×W45

H88×W92

H58×W186

H118×W92

H88×W186

H118×W186

H238×W186

H238×W386

H257×W210

H257×W195

¥24,000 

¥36,000 

¥48,000 

¥48,000 

¥69,000 

¥88,000 

¥88,000 

¥130,000 

¥172,000 

¥340,000 

¥680,000 

¥600,000 

¥1,000,000 

（1Ｐ）

（2Ｐ）

表示価格はすべて税抜きです。

メディア＆サービス一覧ページへ戻る
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毎週日曜発行の“地域密着”新聞折込求人紙
※原稿はイメージです。

CLICK！

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　新聞折込求人紙 しごと情報アイデム

https://www.aidem.co.jp/business/advertising/shigotojoho/index.html


「しごと情報アイデム」は毎週日曜日に新聞と一緒に各家庭にお届けする、地元で働きたい求職者のための求人メディアです。
1970年の創刊以来、多くの企業･求職者の皆様より信頼を獲得し続けています。
「しごと情報アイデム」の最大の特長は地域密着。緻密な地域分析により、通勤圏を考慮したエリアを設定。
1エリアあたりの配布部数を高密度に設定しているため、
地元の求職者をターゲットに、地域を絞って効率的に募集をかけることができます。

■ 地域を限定したピンポイント募集  「地元で働きたい求職者にアプローチ」　　

関東圏では読売・朝日・毎日の3大紙に、静岡県では4～5紙に、
関西圏では読売・朝日・毎日・産経の4紙に、福岡県では西日本・読売・朝日の3紙に、
岡山県では山陽新聞に折込んでいるため、ほとんどの新聞購読世帯に求人情報を届けることができます。※
現在お仕事を探している方だけではなく、「いい仕事があれば」と考えている潜在的な求職者に対してもアプローチが可能です。
※関東圏では地域により2紙折込、また3大紙以外の新聞にも折込んでいる場合があります。
※関西圏では地域により産経新聞が神戸新聞・京都新聞・中日新聞の折込に変更となります。

■ 多様な読者に幅広く求人情報をお届け 「潜在的な求職者にアプローチ」

日曜日の朝刊に一斉に折込むため、閲覧のタイミングが週前半に集中します。
そのため出稿･応募受付･面接･採用までをスピーディーに進めることができます。

■ 短期集中で即効性のある効果 「スピーディーな採用活動ができる」　

「しごと情報アイデム」にご掲載いただくと、
求人サイト「イーアイデム」にも
同時掲載されます。
PCやスマートフォンユーザー等、
幅広い求職者へ訴求可能です。

にも同時掲載にも同時掲載

Webならいつでもどこでも応募ができるので、応募者の取りこぼしを防げます。

紙面で

Webで

昼も 夜も

応募！
送信送信
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■ 見やすく分かりやすい原稿レイアウト

求人データスペースとデザインスペースを明確に区分。 
求職者が探している情報がどこにあるのか、一目瞭然の見やすいレイアウトです。

　 インデックス
原稿上部に勤務地・雇用形態・職種を配置しているため、
求職者はすぐに情報を判別できます。

　募集内容
　会社情報

　 二次元コード
スマートフォンから企業様ホームページや
イーアイデムに掲載中の求人情報へ
ダイレクトに誘導できます。

　 デザインスペース
文章、画像、ロゴ、地図など、企業様の魅力を
伝えられるスペースです。

1

2
3
4

5
34

2
5Ｈ58×Ｗ92

N22枠

1

★原稿の仕様は、一部変更になる可能性があります。 ※原稿はイメージです。
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「しごと情報アイデム」は、通勤圏を考慮し、地域を絞り込んだエリア設定をしています。 
また関東・静岡、さらに関西・岡山・愛媛・香川・福岡と幅広い地域をカバーするネットワークを構築。 
本店・支店・営業所等の複数拠点での募集もスムーズかつ効果的に行えます。

■ 幅広い地域をカバーして人材獲得の可能性を広げるネットワーク
CLICK！

※地域ごとの配布詳細図をご用意しています。 
　詳しくは営業担当までお問い合わせください。　
※エリア数・発行数は2021年10月1日現在。
※愛媛県・香川県は（株）アイデム四国の
　展開エリアとなります。
　

各エリア4～5紙折込
（読売・朝日・毎日・静岡、地域により
  中日をプラス）

静岡県
6エリア
1エリアあたり10万部

各エリア4紙折込
（読売・朝日・毎日・産経、地域により
  産経が神戸・京都・中日に変更）

42エリア
1エリアあたり8万部
（岡山地区は7万部）

関西圏／岡山県

※岡山県は山陽新聞。

各エリア3紙折込
 （西日本・読売・朝日）

福岡県
3エリア
1エリアあたり8万部

各エリア5紙折込（愛媛・朝日・読売・毎日・産経） 

愛媛県／香川県
3エリア
1エリアあたり3.5万部～6万部
（新居浜・西条版6万部、四国中央・観音寺版3.5万部、
 今治版3.5万部）

愛媛

※（株）アイデム四国の展開エリアとなります。
　通常の紙面規格とは一部異なりますので、
　詳しくは営業担当までお問い合わせください。

香川

福岡

各エリア3大紙中心
（読売・朝日・毎日、他 
※地域により2～5紙折込のエリアあり）

関東圏
84エリア
1エリアあたり基本8万部
※エリアにより異なる　。（7～10万部）

栃木

埼玉

神奈川

東京
千葉

茨城

群馬

静岡

大阪 奈良

和歌山

兵庫
岡山

滋賀
京都
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※原稿はイメージです。

N44

N34

N32N31

N24

N41

N21 N22

N42
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しごと情報アイデム（愛媛・香川）  価格表
※（株）アイデム四国の展開商品となります。 
　前掲のサンプル紙面とは規格が異なりますので、
　詳しくは営業担当までお問い合わせください。

しごと情報アイデム  価格表 表示価格はすべて税抜きです。
※①古河周辺エリア、栃木県内エリア
※②水戸周辺エリア、日立・ひたちなか・那珂周辺エリア、静岡県内エリア

サイズ名 サイズ（H×W 単位：ｍｍ） 東日本基本価格 上記 ※①エリア参照 上記 ※②エリア参照

N21

N31

N22

N41

N32

N24

N42

N34

N44

N84

N88

H58×W45

H88×W45

H58×W92

H118×W45

H88×W92

H58×W186

H118×W92

H88×W186

H118×W186

H238×W186

H238×W374

¥18,000 

¥27,000 

¥35,000 

¥35,000 

¥52,000 

¥70,000 

¥70,000 

¥103,000 

¥137,000 

¥274,000 

¥548,000 

¥21,000 

¥31,000 

¥39,000 

¥39,000 

¥58,000 

¥78,000 

¥78,000 

¥114,000 

¥152,000 

¥304,000 

¥608,000 

¥19,000 

¥29,000 

¥37,000 

¥37,000 

¥55,000 

¥74,000 

¥74,000 

¥107,000 

¥143,000 

¥287,000 

¥574,000 

西日本基本価格 岡山地区価格 福岡地区価格

¥17,000 

¥25,000 

¥34,000 

¥34,000 

¥48,000 

¥64,000 

¥64,000 

¥96,000 

¥128,000 

¥256,000 

¥512,000 

¥18,000 

¥27,000 

¥36,000 

¥36,000 

¥54,000 

¥72,000 

¥72,000 

¥108,000 

¥144,000 

¥288,000 

¥576,000 

¥17,000 

¥25,500 

¥34,000 

¥34,000 

¥51,000 

¥68,000 

¥68,000 

¥102,000 

¥136,000 

¥272,000 

¥544,000 CLICK！

CLICK！

サイズ名 サイズ（H×W 単位：ｍｍ） 新居浜・西条版 今治版四国中央・観音寺版

S12

S13

S14

S15

S23

S18

S24

S25

S28

S38

H62.5×W62.5

H62.5×W84

H62.5×W127

H62.5×W170

H127×W84

H62.5×W256

H127×W127

H127×W170

H127×W256

H191.5×W256

¥21,000 

¥28,000 

¥42,000 

¥57,000 

¥57,000 

¥86,000 

¥86,000 

¥115,000 

¥172,000 

¥258,000 

¥13,500 

¥18,000 

¥28,000 

¥37,500 

¥37,500 

¥57,000 

¥57,000 

¥76,000 

¥115,000 

¥160,000 

¥13,500 

¥18,000 

¥28,000 

¥37,500 

¥37,500 

¥57,000 

¥57,000 

¥76,000 

¥115,000 

¥160,000 

メディア＆サービス一覧ページへ戻る
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採用のプロが貴社の人材要件に合う
候補者を的確にご紹介します

https://smartagent.jp/

Aidem Smart Agent は一気通貫型の転職エージェントです。
業界・職種に精通したコンサルタントが
貴社が求める人材要件にマッチした候補者をご提案します。 CLICK！

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　人材紹介サービス アイデムスマートエージェント転職

厚生労働大臣許可  有料職業紹介事業13-ユ-304636

https://www.aidem.co.jp/business/jinzaisyoukai/smartagent-tenshoku/index.html


求人メディアで培った集客ノウハウに各種プロモーションを加え、貴社に最適な人材をご提案します。
豊富な転職者データベースから貴社の採用要件に基づいてサーチ。丁寧な面談により、適切なマッチングを行い、ご紹介します。

■ 多彩なアプローチでターゲット人材を確保

専任の企業担当者が貴社の求人内容・採用要件・求める人物像についてヒアリング。
募集背景や仕事の厳しさ、採用課題まで伺うことにより、精度の高いマッチングを図ります。
決定実績の多い職種：営業職、管理系（人事・経理・経営企画・労務・法務等）、薬剤師、看護師、介護士、タクシードライバー

■ 業界や職種に特化したエージェントが担当

人材紹介サービスは、あらかじめマッチングした求職者の選考となるため、採用にかかる労力を最小限に抑えることができます。
募集から候補者との各種連絡(日程調整や合否連絡)、条件交渉など、人事担当者様の様々な負担を軽減し、採用までを一貫してサポートいたします。
書類選考や一次選考の代行、採用代行のご依頼も承ります。

■ 採用負担の軽減

入社日まで
一切手数料が
かかりません。

完全成功報酬型完全成功報酬型

＜返戻金制度について＞
紹介した方が短期退職した場合に手数料を返戻する制度を設けています。
求職者の責により入社日から１ヶ月未満に退職された場合は紹介手数料の80％、 1ヶ月以上2ヶ月未満の場合は50％、 
2ヶ月以上3ヶ月未満の場合は20％をご返金させていただきます。

※手数料は、職種等により異なります。お気軽にお問い合わせください。　

紹介手数料は、想定年収の35%です。
薬剤師   手数料：30% 看護師   手数料：20～30%

※医療業界専任のコンサルタントが担当します。介護士   手数料：20～30%

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　人材紹介サービス アイデムスマートエージェント転職



より効率的な中途採用をサポートする人材紹介サービス

対 応 可 能 な 領 域

企業紹介のフロー企業紹介のフロー

候補者推薦

求人依頼会員登録

企業紹介

企業・医療機関求 職 者

応募したい求人を見つけて
エージェントに交渉依頼ができる
転職サイトの運営

https://career.jobrass.com/

広告＆インターネット

プランナー、
アカウントエグゼクティブ、
プロデューサー、ディレクター、
システムエンジニア、
プリセールス、
インフラエンジニア

セールス＆マーケティング

アカウントセールス、
マーケティング、
カスタマーサクセス、
コンサルタント、
ブライダル

HR &管理部門

管理部門
（人事・経理・経営企画・
労務・法務・広報・
受付・事務等）、
人材教育関連専門職

医 療 従 事 者

薬剤師、看護師、臨床検査技師、
臨床工学技士、
診療放射線技師、介護士、
社会福祉士、介護福祉士、
ケアマネージャー、管理栄養士

エンジニアリング

電気機械設計、開発設計、
品質管理、品質保証、
生産技術、生産管理、
サービスエンジニア、
製造

バイオベンチャー＆化学

研究開発、営業、
分析・解析、
品質管理、品質保証、
細胞培養、
製造・生産技術

製薬・医療機器・化粧品

研究開発、生産、生産管理、
品質保証、
CRA、CRC、PV、
薬事、管理薬剤師、
医療機器営業、MR

不動産・建築・物流

不動産管理、設備管理、
不動産売買仲介、
建築士、物流管理、
倉庫管理、SCM、
貿易実務

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　人材紹介サービス アイデムスマートエージェント転職

メディア＆サービス一覧ページへ戻る



＜日本の生産年齢人口＞ ＜外国人労働者の数＞
CLICK！

“高度人材”から“特定技能”まで
外国人雇用をトータルサポート

エ ン ジ ニ ア な ど

※2020年10月時点

約
１７２
万人

約
１７２
万人

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　外国人材紹介サービス アイデム  グローバル

厚生労働大臣許可  有料職業紹介事業13-ユ-304636

https://www.aidem.co.jp/global/index.html


独自に集客した外国人材の登録人数は延べ約10,000人。ベトナム・ミャンマーの外国人留学生や元技能実習生、中途人材などが中心です。
企業は高度人材から特定技能まで、日本語能力や採用要件に応じて、国内・海外を問わず、求める人材と効率よく出会えます。

■ 国内の外国人材を独自に集客

ベトナム・ミャンマーの送り出し機関や韓国の協業する人材会社などを通じてオンライン面接会を随時開催します。
企業の採用要件に合わせて求職者を集めるため、マッチング精度が高く、内定承諾率は8割以上です。
一定の日本語能力がある方や、日本への就職を希望する成長意欲の高い人材に出会えます。

■ 採用効率が高い海外からの人材採用を支援

契約書関係や業務マニュアル等を翻訳・作成します。ベトナム語・ミャンマー語にて対応可能です。

■ 外国人材の活躍・定着のために

ミャンマーベトナム 韓国※今後の情勢次第では、現地へ渡航し直接面接いただくこともできます。

アイデムには専任の外国人スタッフがいるから、フォローも安心です！
言葉の壁による齟齬が無いよう、母国語でのサポート体制を整えています。

アイデム  グローバルのサポート体制アイデム  グローバルのサポート体制

※2020年11月よりベトナム駐在員事務所を開設しております。
　ローカルスタッフが在籍し、オンライン面接時の通訳、
　内定者のサポート、日本語会話練習、現地の最新情報の提供など
　ベトナムからの採用もサポートいたします。

17F VIT Tower, 519 Kim Ma, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Hanoi

ベ ト ナ ム 人 ス タ ッ フベ ト ナ ム 人 ス タ ッ フ ミャンマー人スタッフミャンマー人スタッフ ベトナム駐在員事務所
ローカルスタッフ

ベトナム駐在員事務所
ローカルスタッフ

ベ ト ナ ム 駐 在 員 事 務 所
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●学生の専攻学科
情報技術、電子通信、遠隔制御工学、機械・電子、プレス工学、コンピュータ工学、機械製作、食品技術　等

●外国人が就労できる主な職種
機械系エンジニア、CADエンジニア、電子回路設計エンジニア、ITエンジニア、通訳・翻訳者　等

■ 日本での就業を目指すハノイ工科大学生採用イベント！

日本語授業の様子

完全成功報酬型　外国人材の紹介手数料完全成功報酬型　外国人材の紹介手数料

ハノイ工科大学生採用：100万円～／1名入社（税抜）

日越外交関係樹立
45周年記念事業

ベトナム・理工系大学トップクラスの“ハノイ工科大学”にて、
アイデムが選抜した毎年約50人の学生を対象に年間500時間×2年間の協同教育プログラム講座を2018年8月より開設。
大学の授業と日々並行して、日本語教育から日本の文化・ビジネスマナーまで理解促進を図っています。
同大学との協同教育プログラム講座を開設するのは、人材サービス業界における初の取り組みです。
今日では、Webインターンシップを通じて、優秀なエンジニア人材との出会いを実現しています。

学生の詳細リストあり オンライン面接も可能

※今後の情勢次第では、現地へ渡航し直接面接いただくこともできます。

CLICK！
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https://www.aidem.co.jp/global/hanoi/index.html


＜特定技能外国人採用のメリット＞
登録支援機関として人材のご紹介から入社後までサポートいたします。支援の実施も行います。

■ 即戦力となる特定技能外国人を採用しませんか？

採用人数の
制限なし

従事できる
活動内容の
範囲が広い

最長5年間
フルタイムでの
就業が可

特定技能面接会の様子

2019年4月に新設された在留資格「特定技能」により、
人手不足が深刻な14業種で新たに外国人雇用が認められています。

完全成功報酬型　外国人材の紹介手数料完全成功報酬型　外国人材の紹介手数料

特定技能採用：～20万円／1名入社（税抜）
※在留資格の申請や支援の実施には別途費用がかかります。

若い労働力
の確保

一定の日本語
能力やスキル・
経験がある

アイデムは
登録支援機関
登録支援機関登録番号

19登-000325

内定実績

450人以上
2021年7月末時点

特定技能の最新在留人数

約2万2,000人
※2021年3月時点

※介護・建設分野を除く

＜対象14業種＞
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、
建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

CLICK！
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専任スタッフがお客様の希望条件に合わせてスクリーニングした人材をご紹介します。
個別での人材紹介や集団面接の集客、どちらも対応可能です。

■ 国内の外国人材紹介（正社員）

専任の
外国人

スタッフが
サポート

登録
外国人材は
約10,000人

定着に
向けた
内定者
フォロー

契約書関係
などの翻訳
サービス

集団面接会の様子

完全成功報酬型　外国人材の紹介手数料完全成功報酬型　外国人材の紹介手数料

正社員採用：50万円～／1名入社（税抜）

メディア＆サービス一覧ページへ戻る
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｢貴社のもう1人の人事に」
新たな採用手法として選ばれている
新卒人材紹介サービス
https://jobrass.com/agent/ 厚生労働大臣許可  有料職業紹介事業13-ユ-304636

CLICK！

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　新卒人材紹介サービス JOBRASS新卒紹介

登 録 学 生 数

70,000人以上

https://www.saiyo-jobrass.com/


内定承諾が確認された時点で費用をいただく料金体系です。
何名の学生と会っても、内定が出ても、その後承諾まで
繋がらない限りは料金が発生しないため、安心してご利用いただけます。

■ 内定承諾後に料金が発生する成功報酬型

企業様ごとに求める人物像をヒアリングさせていただき、条件に合った方を推薦いたします。
その後、日程調整や志望度の醸成、また内定後のフォローまで、エージェントが一緒に行いますので、
採用工程を大幅に軽減することができます。

■ 学生選定、日程調整、内定承諾後のフォロー等、エージェントが行います

アイデムの自社媒体、就活セミナー、大学訪問など、幅広い集客ツールの中からご紹介が可能です。
ナビサイトでのエントリーが減る時期やプレ期なども集客可能です。

■ 多彩な集客ツールで登録学生が毎年増加

初回面談時だけでなく、各選考時での志望度や、他社選考状況、承諾・辞退意思など、随時確認します。
学生の志望度を確認しながら選考をすすめることができるので、効率的な採用活動ができます。

■ 学生１人にエージェント1人　しっかりサポートしています

新卒紹介手数料新卒紹介手数料

90万円1 1名/
（税抜） 100万円名/

（税抜）文系 理系

※学生の自己都合による内定承諾辞退になった場合、紹介手数料を返金いたします。
※入社後の返金規定は設けておりません。
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■ 導入の流れ

リスクのある
方法はとりたくない

採用にかかる手間
を減らしたい

ナビサイトに
出してもエントリー

が来ない

ターゲット
学生だけに会いたい

サービス開始後の流れは以下の通りです。

1
求人内容／
青少年雇用情報
シートの作成・
基本契約書締結

当社
貴社 2

貴社の募集内容
をご案内

当社 3
学生を推薦

当社 4
選考・

フィードバック・
学生の感想共有

貴社 5
内定連絡・
入社意志確認

当社 6
承諾・ご請求

当社当社
貴社 7

入　社

当社
貴社
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メディア＆サービス一覧ページへ戻る

逆求人サイト「JOBRASS新卒」の
登録学生すべてがターゲット。
70,000人以上の学生データから、
エージェントが貴社の求める人物
を細かく分析して
マッチングさせます。

■ JOBRASS新卒紹介 
　活用実績

■ ソフトウェア・通信
■ メーカー
■ サービス
■ 商社

■ 広告・出版・マスコミ
■ 金融
■ 小売・流通

■ 営業系
■ Web・IT系
■ 事務系
■ 販売・サービス
■ 企画・マーケティング

■ 研究・開発
■ 専門職系
■ 設計・施工管理
■ 制作・編集・
　デザイン系

1.8%2.6%
4.6%

1.3%

業   界 募集職種

■ 男性
■ 女性

■ 北海道・東北
■ 関東
■ 甲信越・北陸
■ 東海

■ 関西
■ 中国・四国
■ 九州・沖縄

※2府4県

■ 関東国公立大
■ GMARCH以上私大
■ その他関東の私大
■ その他地域の大学

■ 関西国公立大
■ 関関同立
■ その他関西の私大
■ その他地域の大学

■ 大学
■ 大学院
■ 短大
■ 高専

■ 専門学校
■ 海外の学校

■ 文系
■ 理系

74.0%

26.0%

性　別 居住地

所属学校（関東） 所属学校（関西）学校区分 文理区分

利用企業データ 登録学生属性

30.1%

31.2%

28.4% 21.6%

45.9%
8.8%

9.0%

5.4%

2.8%
1.3% 0.8%

4.4%

54.9%45.1% 50.7%

7.3%

25.2%

4.1% 5.3% 4.8%

2.6%

0.8%
0.2%1.2% 0.2%

90.6%

7.0%

※1都6県
1.0%

10.0%

32.5%56.5%

1.8%

17.0%

30.2%
51.0%
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ターゲット学生に直接オファーができる
逆求人型就活サイト
https://jobrass.com/ CLICK！

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　新卒サイト JOBRASS新卒

https://www.saiyo-jobrass.com/


幅広い検索条件や高い応諾率により、求める学生をピンポイントで集客することが可能です。■ 貴社にマッチした学生集客

登録学生の4割以上がGMARCH/関関同立以上。自分を積極的にアピールしている学生が多数います。■ 質の高い学生の確保

JOBRASS新卒は大学1年生から登録可能。様々なオファーを通し、早期アプローチができます。■ 大学1、2年生へ早期からアプローチ

■ JOBRASS新卒　オファープラン
学生を検索し「会いたい」と思う学生に
貴社から直接オファーを送るプランです。

※最短契約は1ヶ月～となります。

（税抜） （税抜）5万円月額20万円年間システム利用料

掲載課金プラン

※年度（4/1）をまたいだご契約は、改めて年間システム利用料がかかります。

「スペシャルオファー」とは？！「スペシャルオファー」とは？！

スペシャルオファー受信・応諾

どんな学生が
いるんだろう？

スペシャルオファー
がきた！

○○株式会社から

この学生が良い。
スペシャルオファー

をしよう！

応諾！応諾！

応諾がきた！

スペシャルオファー送信

HAPPY!HAPPY!

HAPPY!HAPPY!

学生検索
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■ 逆求人型就活サイト　
JOBRASS新卒を利用している学生は、70,000人以上います。
履歴書やエントリーシートだけでは得られない様々な情報から、貴社が求める学生を見つけてください。
また、学生の会員登録は大学1年生から可能なため、インターンシップ誘致など、
低学年学生への早期アプローチも実施できます。

1,000社以上掲載企業数

70,000人以上登録学生数

※2020年12月時点

■ 学生の個性や能力をより分かりやすく！ 高いオファー応諾率！
企業から学生へのスペシャルオファー
を可能にする詳細な「就活プロフィー
ル」。学歴・資格はもちろん、能力やパー
ソナリティを判断できるよう、自己PR、
論文など作品のアップロード、リンクな
ど多彩な内容を表示。複数の条件を組
み合わせた絞り込み検索も可能です。
オファーの平均応諾率は24.6％。約4人
に1人の学生がオファーに応諾してい
ます。

応諾率

24.6%

約4人に1人の
学生がオファーに応諾！

※2021年1月時点

開封率

%78.4
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■ JOBRASSインタビュー

JOBRASS新卒　インタビューページ（イメージ）

貴社の経営者・先輩社員・人事担当者の方から、仕事に対するリアルな本音を語ってい
ただくコンテンツ記事。記事ページにはシンプルな企業データを表示し、企業採用
ホームページなどへのリンクも可能です。

（税抜）15 万円JOBRASSインタビュー（1名）
※追加1名／5万円（税抜）　※最大5名まで掲載可能　 ※掲載期間／通年
※年度（4/1）をまたぐ場合：掲載継続費／5万円（税抜）

ＡＩＤＥＭ SERVICE LINEUP　新卒サイト JOBRASS新卒
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求人広告アイデムならではの
“企業の「人」に関する課題”を解決

人材育成サービス
Feel, Idea,Theory,Training

CLICK！
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■ 公開研修　集合型研修で実践的なスキルを磨く

ご希望の「カリキュラム」「時間」「場所」で研修を完全オーダーメイド。
研修プランナーがニーズに合った研修をプランニングし、最適な講師をアサインします。オンライン研修にも対応しています。

■ オーダーメイド研修　お客様のニーズを把握し、完全プロデュース

どこにいても所有のデバイス（PC、タブレット、スマートフォンなど）で受講できるLive配信型のオンライン研修です。
旬のテーマを取り扱い、講師と受講者がコミュニケーションをリアルタイムでとれる臨場感が特徴です。

■ オンライン研修　どこにいても受講可能。Live配信で臨場感を演出！

過去に実施したオンライン研修を動画として有料配信しています。
いつでも・どこでも時間や場所にとらわれず視聴できるため、研修を効率化でき学びの幅が広がります。

■ オンライン研修アーカイブス　豊富なテーマを、いつでも・どこでも動画で視聴可能

アイデムの研修会場（東京・新宿、大阪・本町）で行う、集合型研修です。
会社とは違う環境で緊張感を持ちながら、実践演習に重きを置き、ビジネススキルを学ぶことができます。
ビジネスマナーから管理職研修、人事労務実務まで幅広いカリキュラムを通年実施しています。

数字で見るアイデム 人材育成サービス（集計期間：2012年～2021年6月）数字で見るアイデム 人材育成サービス（集計期間：2012年～2021年6月）
年間研修総時間数研修実施回数受講者数利用企業社数

研 修 に 関 す る 評 価

14,573社 1,859回70,818人 9,300時間約

カリキュラム男女比受講年齢層

とても分かりやすかった
分かりやすかった

97％

講師の説明

とても分かりやすかった
分かりやすかった

98％

52％48％

女性男性

4％8％
18％

23％
46％

21歳未満
21～30歳
31～40歳
41～50歳
51～65歳

CLICK！ CLICK！

CLICK！

CLICK！

CLICK！

東日本 西日本
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https://apj.aidem.co.jp/seminar/online-archives/index.html


■ FITT式研修で自ら頭を回転させ、動く人材を育てる

Training 実践
研修受講後の悩みで、「この学び
を現場に持ち帰ってどう生かせ
ば良いか？」というものがありま
す。アイデムの研修は、研修後の
実践を想定した内容です。受講者
の職種や業務内容に対応した、実
践型カリキュラムで「研修で終わ
りにしない」研修を提供します。

Idea 気付き・着想

「体験」を通して、グループや個人
で振り返りを行います。何が良
かったか？ 何が悪かったか？を
考えることで課題解決のポイント
を主体的に探っていきます。また、
講師や受講者同士のコミュニケー
ションを大事にし、個人だけでは
なく他者の視点も踏まえた多様な
「気付き」を引き出していきます。

Theory 理論

「体験」や「気付き」を通して感じ
た疑問点や悩みに対し、経験豊富
な講師が、「理論」をもってレク
チャーしていきます。「体験」「気
付き」と関連付けて「理論」を落と
し込むことで、問題が生じるメカ
ニズムや解決への道筋を捉えや
すくなり、受講者の理解レベルが
上がります。

Feel 体験
アイデムの研修の多くはグルー
プワークやビジネスゲームから

入っていきます。それは、研修
テーマに対してまず「体験」を積
み、問題意識や課題を自分事とし
て捉えてもらうため。受講者の当
事者意識を高めることで、研修へ
の興味を喚起し、深い学びにつな
げます。
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学生から社会人へと意識を切り替えるとともに、働くための土台を整え、これからの成長を支えます。　● 新入社員研修

新人、新社会人、新人指導の立場の方に向けたビジネスマナーが身に付くカリキュラム。
身だしなみ、言葉遣い、電話応対など少人数でトレーニングします。

● ビジネスマナー研修

自分以外の価値観を持った相手と良好なコミュニケーションを取るために
「話す」と「聴く」の2本柱を中心にビジネスに必須のコミュニケーション力を養います。

● コミュニケーション研修

人事・労務担当者、経営層に必要な法改正の最新情報、実務対策を提供しています。● 法改正対応・人事･労務

■ 研修テーマ例

入社２年目～５年目対象　仕事の基本を見直し、今後の成長に必要なスキルを身に付けます。    ● 若手社員研修
入社５年目～10年目対象　組織の中核人材としての自覚と行動を促します。    ● 中堅社員研修
マネジメントに必要なスキル、リーダーとしての在り方、経営視点の思考法など、
新任管理者から経営幹部候補まで対応。    

● 管理職研修

階 層 別 研 修

ビジネスマナー・コミュニケーション研修

目 的 別 研 修

（全て公開研修・オーダーメイド研修・オンライン研修での実施可能・実施実績あり）
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ニーズに合った研修をプランニングいたします。ご要望の「カリキュラム」「時間」「場所」での実施が可能です。
お客様のご要望、ご予算、社員教育方針に合わせた３つのプランをご用意しています。

■ オーダーメイド研修

各種研修・セミナーの詳細・お申し込みは、人と仕事研究所Webサイトをご覧ください

https://apj.aidem.co.jp/

アイデム　研修

「人と仕事研究所 Ｗebサイト」の
メニューバー「研修・セミナー」から、
「研修開催一覧（東日本･西日本）」を選び、
お進みください。

自社の問題解決、課題達成に沿った研修にしたい

職場全体の意識と行動を一気に改善したい

会議等で関係者が集まる機会を利用したい

お問い合わせ
ご相談

打ち合わせ 企画の提案 研修決定 研修実施 アフターフォロー

オーダーメイド研修  実施の流れオーダーメイド研修  実施の流れ

メディア＆サービス一覧ページへ戻る
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採用代行サービスでアイデムが
課題解決までサポートいたします

RPO（採用代行サービス）
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採用代行（Recruitment Process Outsourcing）は、
採用活動にまつわる業務を企業様に代わって行うサービスです。
採用業務の一部または全業務をアウトソーシングすることで、
大切なコア業務に専念できるようにサポート。
採用プロセス全体の質向上に繋げることを目的としています。
採用業務が煩雑な多店舗を展開する企業様や
複数事業所での採用が必要な企業様に大きな効果が期待できます。
下記のようなお困りごとがございましたら、ご相談ください。

他業務を複数抱えながら行うため、手間が発生し残業代発生・長時間労働
に繋がり、『働き方改革』が進まないことがあります。
採用担当者様の業務負担を軽減し、業務環境改善を促します。

■ 業務負担の軽減

媒体社の営業担当者からの情報頼りになったり、他業務で繁忙の際には、
新しく情報収集する時間が取れず現場責任者に任せきりになりがちです。
人事部門として適切な媒体出稿を選定し、効率の良い採用をサポートします。

■ 適切な媒体選定

通常業務時間内での対応が基本になり、
繁忙時間帯や休業日の応募者対応が後手になるケースがあります。
コールセンターでの応募受付代行により、対応スピードを向上し、
取りこぼしのない円滑な採用業務を行います。

■ 受付時間拡張・対応スピードアップ
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メディア＆サービス一覧ページへ戻る

採用業務の全面的なバックアップで、コア業務に集中できる時間を増やします。

全ての領域のご発注から、一部導入まで貴社の環境に合わせてカスタマイズすることが可能です。

求人媒体管理

プロモーション
ツール作成･運営コア業務 コア業務

※コア業務の対応もご相談可能です。

応募・面接・採用状況を分析。
採用計画の立案及び
集客に向けての媒体選定に活用。

客観的データをもとに、
適正な募集人員・募集手段を選定。
ムダなコストを削減。

求人媒体の出稿代行により
・発注業務の効率化
・原稿表記などの統一化による
　 採用ブランディング
・正確な情報をもとにした

　 応募者対応の質向上

専門コールセンターで、
1週間通しての安定した受付対応を
実施。応募の取りこぼしを軽減。

面接実施率の向上の為に、
丁寧な対応と、応募者への
継続的なアプローチ・面接日前日
確認フォローで最大化を図る。

採用マネジメントDiv. POLYGON　
コンサルティンググループ

Tel. 03-6850-5603東日本：

Tel. 06-7661-7425西日本：

アイデムのRPOサービスは、
求人媒体社の強みを活かしながら
「自社採用HPの構築」から、
「原稿運用・各媒体社との直接交渉・出稿代行」
「Indeed・Googleを始めとした
各種リスティング広告の運営・分析」
「応募者受付代行（コールセンター）」
「請求取りまとめ」など
幅広いニーズに対応しています。

お問い合わせ

応募者管理
システム運営 面接日程 設定管理

応募受付
コールセンター データ集計･分析

母
集
団
形
成

応
募
受
付

面
接
設
定

面
接・採
否
決
定

募
集
条
件
の
設
定

採
用
計
画

入
社
手
続
き

採用
計画

応募者
対応

効果
分析

面接
調節

集客
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Ｊリーグトップパートナー
アイデムは、創業当時から地域と向き合うことを原点と
してきました。地域に根差した活動を基本とするJリー
グの考えに賛同し、2005年よりアイデムはJリーグを応
援しています。

©J.LEAGUE

©J.LEAGUE

CLICK！

CLICK！

CSRビジョン   「働く感動」をつなげ、人・企業・地域が発展する社会へ
アイデムは「人と企業のトータルコミュニケーションづくり」をスローガンに、雇用を創出し、
人と企業、そして地域が発展する社会の実現を目指しています。
社会の一員として、事業を通じて社会課題に取り組み、誰もが活き活きと働ける機会を提供するため、
安心してご利用いただける媒体作り、サービスの提供に努めてまいりました。
そして地域を基本とする理念や事業より経たノウハウを基に、
「地域・社会への貢献」・「次世代への取り組み」・「文化・芸術活動」を通じて社会の発展に寄与します。

文化・芸術活動文化・芸術活動地域・社会への貢献地域・社会への貢献 次世代への取り組み次世代への取り組み
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東日本事業本部 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-10　 
西日本事業本部 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-13-43　 https://www.aidem.co.jp/ AIDEM Service Lineup

https://www.aidem.co.jp/csr/photocontest/アイデム写真コンテスト「はたらくすがた」
小学生・中学生・高校生を対象とした写真コンテスト。カメラを通して働く
姿を見つめることで、仕事にかける情熱や真摯な気持ちを感じてほしい、そ
んな願いから2005年より開催しています。2017年にはキッズデザイン賞を
受賞、コンテストを通じて子どもたちが働くことについて考える機会を作り
ます。2019年は全国から8,274点の作品が集まりました。

【2019年の各部門グランプリ作品】

CLICK！

https://www.photo-sirius.net/　アイデムフォトギャラリー「シリウス」
2001年9月に写真専用ギャラリーとして
本社2階にオープン。写真作品のための最
適な環境を念頭において、専用の設計をほ
どこしています。 開館以来、国内外の様々
なジャンルの作品展を開催し、多くの皆様
にご来場いただいています。
また、若手写真家の応援プロジェクトも実
施。写真文化の発展にささやかながら寄与
することを願っています。

CLICK！

メディア＆サービス一覧ページへ戻る
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