関西版
関西最大級!

1

幅広い年齢層から支持されるデザイン

女性のための
高収入アルバイトサイト！

2

PCサイトデザイン変更

3

スマートフォンサイトリニューアル

4

さらなる機能向上

5

独自規定により、女の子からの信頼大

6

求人情報誌ビガーとのメディアミックス

2003年より運営しているビガーネット関西版は、
女の子からの支持が非常に高く、リピートユーザ
ーが多い求人サイトとなっており、ご掲載頂いて
いるクライアント様からも費用対効果が良い等、
高い評価を頂けております。
SEO対策はもちろん、業界未経験者向けのWeb
広告をはじめとした、弊社独自のプロモーション
を行っており、常に新たなユーザーの獲得に成功
しています。
さらに、時代のニーズに合わせた最先端のシステム
や機能を盛り込み、お店様と女性ユーザーをベスト
マッチングすべく、日々進化し続けております。

お求めの年代をターゲットにして頂けます！

新機能を追加。さらに機能が充実しました。

直感的に分かるデザインで使い易さバツグンです！

様々な機能を戦略的にお使いください！

経験者・未経験者問わず採用して頂けます！

毎月2回発行される情報誌からのアクセスも多数

http://www.vigor-net.com/

トップページ（コンテンツ）のご紹介 【ＰＣ/スマートフォン/モバイル】
ＰＣ版

スマートフォン版

モバイル版

枠数限定! NEWコンテンツ

お仕事検索メインツール

★新着HOTニュース

★求人CM動画コンテンツ
（V3のみ）

お店が投稿できる求人ニュース機能。
急募や限定情報などタイムリーな配信が可能。

お店の求人CMの動画をアップできます。
より女性へのPRが効果的に！

★面接ガチレポート
（V3・V2プランのみ）
在籍女性の応募・面接状況や採用理由、採用者の
コメント等を紹介するコンテンツ

★お仕事検索

【エリア・業種・こだわり・フリーワード・ピックアップワード（※）】検索
といった、お仕事探しに使い勝手が良い便利なツールをご用意。
※ピックアップワードとは・
・
・
（V3・V2プラン限定機能）

ニュース配信と連動してビガートップページ表示も可能
ページビュー数のアップが見込めるコンテンツです♪
※詳しくはP2をご参照ください。

★お店適性診断システム

女の子とお店をマッチングする機能。お店のエリアや
雰囲気、採用条件等によるマッチング度や内容も表示。

その他、お楽しみコンテンツ
●インタビュー・動画コンテンツ
●ネット特集（テーマが変わり、月2回更新されます）
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●本誌連動コンテンツ
（毎月第1・3木曜更新）
●求人情報誌無料送付サービス

掲載プラン(Ｖ3)のご案内 【ＰＣ/スマートフォン/モバイル】

第1弾として、限定30枠のクライアント様に
ご提供されるスペシャルプラン！
掲載料金(1ヶ月間) ¥100,0００-（税別）

Ｖ3プラン
ＰＣ版店舗詳細ページ

新着HOTニュース配信と連動して検索上位表示され
動画・レポートコンテンツがTOPページに配信されます！
検索結果順位最上位表示
ニュース配信と連動して「1日3回」×30分間、V2・V1プランよりも
上位階層に検索結果が表示されますので、訴求効果バツグンです。
※30分以内に次の配信を行った場合、上位表示時間は積算されます。
※上位階層内の順位は最新の更新が上位表示されます。

新着HOTニュース機能強化と配信回数アップ
お店が投稿できる求人ニュース機能は急募や大募集などタイムリーな内容がビガー
ネットのトップページや貴店求人ページ内に「1日3回」、更新順で配信表示されます。
その配信と連動して動画コンテンツと面接ガチレポートもトップページに配信され、
さらに検索結果も最上位表示され、強力に効果を後押しいたします。

求人CM動画コンテンツ
貴店の求人ページに求人PR用の動画をアップできます。また「1日3回」
ニュース配信と連動してトップページに動画も配信可能ですので、貴店の
求人ページのページビュー数も格段にアップするコンテンツです。
※撮影・編集は基本的にビガーネットが行います。

面接ガチレポート
在籍女性それぞれの応募・面接状況や採用理由、採用担当者のコメント等を
紹介するコンテンツ。ターゲットとする女性への訴求はもちろん、
「1日3回」
ニュース配信と連動してトップページに配信可能ですので、求人ページの
ページビュー数もアップするコンテンツです。
※登録人数制限はございませんが、3ヶ月ごとに再掲載の更新処理があります。

お店適性診断システム対応
女の子とお店のマッチング機能により検索やバナーなどの従来機能では
なしえない面接・入店率アップに寄与。

モバイル版店舗詳細ページ

スマートフォン版店舗詳細ページ

イメージ画像掲載
ＰＣ画像(横７4０px×縦４０0px)・モバイル・スマートフォン画像(横30０px
×縦163px)にて求人広告としてアピールできます。

画像掲載(３点まで)
写真や画像(横５００px×縦３７５px)３点とキャプション(80文字以内)でアピール。

検索結果一覧にて、こだわりポイント表示
検索結果一覧にて、求人ページへの誘導を高める為、こだわり項目（こだわり
ポイント）が表示されます（最大6個まで）。※次ページをご参照ください。

ピックアップワード機能
お好きな10文字以内のワードを設定頂き、
Topページのテキスト広告としてアピールできます。

お仕事情報
キャッチコピー・メッセージや連絡先、業種・勤務地・資格・勤務時間・給与・待遇・
住所・ＭＡＰ(希望による)・交通・ＵＲＬを表示。

キープＢＯＸ
応募したいお店や比較検討したいお店を画面のＢＯＸにキープできる機能。
ＢＯＸ内からの一括応募や選択応募も可能です。
※モバイルは対応していない機種があります。

メールアドレス非公開応募機能
女の子とお店とのメールのやりとりはログイン不要。
女の子が自分のメールアドレスを店側に非公開で応募できる機能です。

LINE問い合わせ機能
LINEの「友だち追加用URL」
「ID」情報を入力することで、公開側のアプリの
起動・ID検索の案内が表示されます。
女の子が簡単にLINEでお店へのお問い合わせが可能です。

エリア・業種の登録は1プランにつき1つずつの登録となります。

求人情報誌ビガーにご掲載のクライアント様は
本誌セット割引がございます。(詳細別紙)

エリア・業種の追加登録ご希望の場合、下記の料金が追加されます。※本誌ご掲載の場合は、広告内容に基づく形になります。

追加料金：V3プランの場合 ￥40,000-（税別）
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掲載プラン(Ｖ２・Ｖ１)のご案内 【ＰＣ/スマートフォン/モバイル】
掲載料金(1ヶ月間) ¥５0,0００-（税別）

Ｖ２プラン
スマートフォン・モバイル版店舗詳細ページ

ＰＣ版店舗詳細ページ

面接ガチレポート
在籍女性それぞれの応募・面接状況や採用理由、採用担当者のコメント等を
紹介するコンテンツ。ターゲットとする女性への訴求はもちろん、
「1日2回」
ニュース配信と連動してトップページに配信可能ですので、求人ページの
ページビュー数もアップするコンテンツです。
※登録人数制限はございませんが、3ヶ月ごとに再掲載の更新処理があります。

お店適性診断システム対応
女の子とお店のマッチング機能により検索やバナーなどの従来機能では
なしえない面接・入店率アップに寄与。

新着ＨＯＴニュース機能
お店が投稿できる求人ニュース機能は急募や大募集などタイムリーな内容が
サイトトップ・店舗詳細ページに更新順で表示されます。
配信と連動して面接ガチレポートもトップページに更新順で配信されます。

検索結果一覧上位表示
V2プランの中で閲覧者(更新)毎に、順位が回転して表示されます。
順位のパターンは24時間毎に変更。

イメージ画像掲載
ＰＣ画像(横７4０px×縦４０0px)・モバイル・スマートフォン画像(横30０px
×縦163px)にて求人広告としてアピールできます。

画像掲載(３点まで)

メールアドレス非公開応募機能
女の子とお店とのメールのやりとりはログイン不要。
女の子が自分のメールアドレスを店側に非公開で応募できる機能です。

写真や画像(横５００px×縦３７５px)３点とキャプション(80文字以内)でアピール。

検索結果一覧にて、こだわりポイント表示

お仕事情報

検索結果一覧にて、求人ページへの誘導を高める為、こだわり項目（こだわり
キャッチコピー・メッセージや連絡先、業種・勤務地・資格・勤務時間・給与・待遇・ ポイント）が表示されます（最大6個まで）。※次ページをご参照ください。
住所・ＭＡＰ(希望による)・交通・ＵＲＬを表示。

ピックアップワード機能

キープＢＯＸ
応募したいお店や比較検討したいお店を画面のＢＯＸにキープできる機能。
ＢＯＸ内からの一括応募や選択応募も可能です。
※モバイルは対応していない機種があります。

お好きな10文字以内のワードを設定頂き、
Topページのテキスト広告としてアピールできます。

LINE問い合わせ機能
LINEの「友だち追加用URL」
「ID」情報を入力することで、公開側のアプリの起動・ID検索
の案内が表示されます。女の子が簡単にLINEでお店へのお問い合わせが可能です。

求人情報誌ビガーにご掲載のクライアント様は本誌セット割引がございます。(詳細別紙)

Ｖ１プラン

掲載料金(1ヶ月間) ¥２0,０００-（税別）
スマートフォン・モバイル版店舗詳細ページ

ＰＣ版店舗詳細ページ

検索結果標準表示
V1プランの中で閲覧者（更新）毎に、順位が回転して表示されます。
順位のパターンは24時間ごとに変更。

お仕事情報
キャッチコピー、メッセージや連絡先、業種・勤務地・資格・勤務時間・給与・
待遇・住所・ＭＡＰ(希望による)・交通・ＵＲＬを表示。

メールアドレス非公開応募機能
女の子とお店とのメールのやりとりはログイン不要。
女の子が自分のメールアドレスを店側に非公開で応募できる機能です。

キープＢＯＸ
応募したいお店や比較検討したいお店を画面のＢＯＸにキープできる
機能。
ＢＯＸ内からの一括応募や選択応募も可能です。
※モバイルは対応していない機種があります。

LINE問い合わせ機能
LINEの「友だち追加用URL」
「ID」情報を入力することで、公開側のアプリの起動・ID検索
の案内が表示されます。女の子が簡単にLINEでお店へのお問い合わせが可能です。

求人情報誌ビガーにご掲載のクライアント様は
このV1プランで本誌掲載内容が無料で同時転載されます。

エリア・業種の登録は1プランにつき1つずつの登録となります。
エリア・業種の追加登録ご希望の場合、下記の料金が追加されます。※本誌ご掲載の場合は、広告内容に基づく形になります。

追加料金：V2プランの場合 ￥25,000-（税別） V1プランの場合 ￥10,000-（税別）
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バナー広告

掲載プランのご案内 【ＰＣ/スマートフォン/モバイル】

V2プラン・V1プランどちらかに
お申込頂いたクライアント様が
対象となります。

ＰＣ版検索結果※PC版はトップページにはバナー広告は表示しておりません。
スーパーバナー

※バナー広告は、ビガーネット内の店舗詳細ページにリンク
しています。外部サイトへのリンクはできません。

バナー広告枠

サーチバナー

スーパーバナー(限定12枠)
バナー掲載ページ

スタンダードバナー

表示方法

お仕事検索ページ（エリアのみ） 各ページに3画像をラン
● 新着HOTニュース一覧ページ
ダム表示（左右回転ボタ
● 今月のお仕事特集・急募店ページ
ン有り）
● お仕事検索結果一覧ページ
● 店舗詳細ページ
※注1
●

PC

スマホ

イチオシ
優良店

全件スライド式、画像・テ
トップページ（参照右画像）
新着HOTニュース一覧ページ（上部） キ スト で ラン ダ ム 表 示
● お仕事検索ページ
（左右回転ボタン有り）
（上部）
● 店舗詳細ページ
※注1
●
●

トップページのみ2件、そ
トップページ（参照右画像）
お仕事検索ページ（TOP/上部） の他各ページ1件づつ、
●
〃 （複数選択ページ上部） テキストでランダム表示
● 店舗詳細ページ
※注1
●

モバイル
イチオシ
優良店

●

こだわり
ポイント

掲載料金1ヶ月/100,000円（税別）
スタンダードバナー(限定16枠)
バナー掲載ページ

表示方法

お仕事検索ページ（エリアのみ） 各ページに4画像をラン
● 新着HOTニュース一覧ページ
ダム表示
● 今月のお仕事特集ページ
● お仕事検索結果一覧ページ
● 店舗詳細ページ
※注1
●

PC

スマホ

オススメ
優良店

モバイル
オススメ
優良店

スマートフォン・モバイル版トップ

全件スライド式テキスト
トップページ（参照右画像）
新着HOTニュース一覧ページ（下部） でランダム表示（左右回
転ボタン有り）
お仕事検索ページ（下部）
● 店舗詳細ページ
※注1
●
●
●

トップページのみ2件、そ
トップページ（参照右画像）
お仕事検索ページ（TOP/下部） の他各ページ1件づつ、
●
〃 （複数選択ページ下部） テキストでランダム表示
● 店舗詳細ページ
※注1
●
●

お仕事検索結果一覧ページ

業種・エリアの検索結果
一覧ページの上部と下部
に1枠づつランダム表示

Pick Up 求人

掲載料金1ヶ月/70,000円（税別）
バナー表示の為ご利用頂く画像サイズなど
スーパーバナー

スタンダードバナー

サーチバナー

横270px × 縦95px

横200px × 縦55px

横170px × 縦60px

■モバイルはテキストバナーとなります。
店名、テキスト30文字までをご用意下さい。
（スマホでも用いられます）
※但し18文字以降は省略表示（サーチバナーは20文字）

サーチバナー

●

スタンダードバナー

業種・エリアの検索結果
一覧ページの右サイドに
2枠ランダム表示

ｃｈeck it

スマホ
モバイル

表示方法

お仕事検索結果一覧ページ

︵オススメ優良店︶

バナー掲載ページ
●

スーパーバナー

サーチバナー（限定各業種・エリア2枠づつ）

︵イチオシ優良店︶

掲載料金1ヶ月/70,000円（税別）

PC

スマートフォン・モバイル版検索結果

尚、表記内容について規定がございます。 ※注2

※注１
※注２

ＰＣ・モバイル共に、ビガー本誌掲載より転載されたV1プランの店舗詳細ページ内には表示されますが、V2プラン・V1プランの店舗詳細ページ内には表示されません。
（PCバナー画像）①表記内容は「店名・グループ名」
「店舗所在地」
「業種」
「コメント」
「イラスト・画像」のみ。
「店名・グループ名」の表記は必須項目で、バナー面積の40%以上を割いて下さい。
②「店名・グループ名」については固有名詞やサイト名であっても、誤解を招く恐れがあると弊社が判断した場合、修正・削除をお願いする件について、ご了承下さいませ。
「コメント」なども同様になります。③給与や保証について金額の表記は不可といたします。④弊社がバナーを作成する場合、ホームページからの切り抜きのみで作成いたします。
（モバイルバナー画像）テキスト内容については、
クライアント様各位で決められますが、何か問題のあった場合は修正や削除をお願いする件について、ご了承下さいませ。
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ビガーネット
1 ビガーネットとは…

ビガーネットについて
簡単に解説します。

について

ビガーネットは情報信頼度No.1!!
女性からの支持率も非常に高いサイトなんです!!
大人気!! ビガーマスコットキャラクター ラビくん

なぜなら…

1 「お給料・バック額」を当社独自の規定で表記することにより
誇大広告を無くし、より正確な情報を配信します。
2 全店が営業実態に基づいた業種のみを掲載!!
信用できるサイトだから、女の子が安心してお仕事を探しています!
3 デザインや企画など、年齢を問わず未経験者〜経験者まで幅広い女性を
ターゲットにしたサイトです!!

2 ビガーネット 表現・表記の規定
●表現について

◎他店（他業種）と比べる事のできない言い切りの表現はできません。
最大・最高・最大手・マックス・No.1・一番など…

◎文言・写真共に卑猥な表現はできません。
●金額の表記について

◎媒体の自主規制により、表記できるのは以下の通りです。※一部の業種には例外があります。
時給5,000円まで

日給35,000円まで

月給80万円まで

入店祝金10万円まで

※支払い日を必ず表記すること。定まっていない場合は「支払日についてはお問い合せ下さい」など注釈を要する

※「以上」
・
「〜」
・
「＋α」などの語尾は付けれます。

◎バック額の表記について
10分1,350円換算、それ以上の場合は客単価の60％になっております
1 10分1,350円換算の表記

（例）60分コースバック 8,100円以上〜

100分コースバック 13,500円以上〜

2 客単価の60％のコースバックの表記

（例）客単価60分コース 19,000円の場合

60分コースバック11,400円まで表記が可能です。

3 通常コースよりも高い料金のコースバックを表記する場合は、

必ず通常のコースバックも表記して下さい。

（例）レギュラーコース 60分 8,100円バック
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特別Aコース 60分 9,600円バック

