
お申し込み期間：2018年1月1日～2018年6月30日まで (2018年2月～2018年7月 掲載開始分) 



「男性  高額」 「男  高収入」のキーワード検索など 
反響につながるSEO対策を実施しています。 

男性×○○ワードで上位表示 4 

エリアキャンペーンと業種キャンペーンの併用で
1ヶ月料金の掲載期間が延長されます。 
 

キャンペーンがお得 2 

他の求人サイトに比べ格安の料金プランをご用意。 
長期的な採用計画が立てやすくなります。 

格安の料金体系 1 

管理画面でリアルタイム集計 5 
フォームや電話などのリアルタイムな反響状況を 
管理画面で確認できます。 

安定した反響実績により、1人当たりの採用広告に 
関わる費用を抑えることができます。 

費用対効果が高い 3 
サイトＡ 

※関東エリア 東京都 最安プラン1ヶ月料金 

50,000円 

30,000円 

サイトＢ 野郎WORK 
シルバープラン 

■同業他社の料金比較例 

ｚ 

■掲載期間と反響相関図 

野郎WORK 
最安値 

1ヶ月 

12,000円 

3ヶ月 6ヶ月 9ヶ月 12ヶ月 

長期掲載ほど1ヶ月あたり
の反響数が高くなります 

（反響数） 

（掲載期間） 

掲載期間 
≒ 

反響数 

P1. 野郎WORKの特徴 

※毎月最新のSEO状況をご案内しております 

※自社調べ 
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■ 年齢データ 
会員は20代の若手が最も多く、30代以下全体では7割を占めます。 

18～29才 

30～34才 

35～39才 

40～44才 

45～49才 

50～才 

野郎WORK概要 
・開設 ：2014年7月 

・有料掲載総数：715求人 

・スカウトメール配信可能会員数： 3,714人 
 

・月間反響 平均件数：2889件 
（1求人につき平均4.0件以上の応募実績） 

（2017年9月現在） 
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販売・接客サービス 

運転手・配送・製造 

飲食・ナイトワーク 

事務・営業 

WEB・デザイン・SE 

内装・土木建築 

風俗業 

講師・医療従事 

公務員・警備他 

■ 前職データ 
販売、運転手、営業、エンジニアなど幅広い職種経験があります。 

※非会員のユーザー数は含みません。 

P2. 会員属性 



※取扱いのない職種についてはお問合せください。 

※お申し込み前に審査が必要となる場合があります。 
大手リクルートサイトで掲載できない企業様もお問合せください。 
 

営業・事務関連 
法人営業/個人営業/海外営業/技術営業/メディカル営業/企画営業/ルートセールス/代理店営業/カウンターセールス/ 

営業マネージャー/営業アシスタント/カスタマーサポート/事務スタッフ/一般庶務スタッフ/テレフォンアポインター 

クリエイティブ・プログラム関連 
デザイナー/プログラマー/WEB運営スタッフ/ディレクター/ WEBデザイナー/WEBエンジニア/サイト更新スタッフ/ 

写真加工スタッフ/カメラ撮影スタッフ 

建築・警備・運送関連 
建築・土木/トラックドライバー /製造・整備/軽作業・清掃/施設・館内警備/イベント警備 /保安警備/交通誘導警備/ 

警備・守衛/引越し/工場/配送 

 

店舗スタッフ・運営関連 
店長・幹部候補/店舗スタッフ/ヘアメイク/スタイリスト/ホールスタッフ・黒服・ボーイ/エスコートスタッフ 

ドライバー/受付スタッフ/キッチンスタッフ/バーテンダー/キャッシャー/ホスト/飲食店スタッフ/ホテルスタッフ 

物販・サービス 
DVD・ビデオ鑑賞店スタッフ/金プラ買取店スタッフ/パチンコ店スタッフ/雀荘スタッフ 

エステ店スタッフ/案内所スタッフ /漫画喫茶・ネットカフェスタッフ 

P3. 掲載職種一覧 



大手リクルートサイトで掲載できない企業様もお問合せください。 
 

PC TOPページ 

1掲載につき、最大7職種まで掲載可能 
募集職種が多数ある場合も職種ごとに求人情報を掲載することができます。 
求める人材にあわせたピンポイントな訴求が可能になります。 
 ※プランにより掲載可能な職種数が異なります。 

勤務地の 複数選択・掲載が可能 
勤務地が複数ある求人向けに、1契約内で勤務先を複数設定する機能をご用意。 
エリアを絞り込んだ検索結果にも設定勤務地が表示されます。 

欲しい人材をスカウトメールで募集可能 
野郎WORK会員のプロフィールを閲覧し、直接スカウトメールを送ることが
できます。単独送信だけでなく複数の会員へ一斉送信も可能です。 
※プランにより送信可能な人数が異なります。 

SP TOPページ 

※ 

※ 

※実際の勤務地のみ設定可能、プランにより掲載可能な勤務地設定数が異なります。 
 

HTMLタグを埋め込むだけ！ 

簡単 
設置 

オフィシャルサイトに 
野郎WORK求人情報の掲載が可能です。 掲載したいページに 

設置できます。 

※ 

P4. 設定・機能 



  プラン別条件  プラチナプラン   ゴールドプラン  シルバープラン 

  月額料金     55,000円     24,000円     12,000円 

  枠数  東京都     限定20枠 
 その他都道府県 限定15枠     制限なし     制限なし 

  検索結果順位 
     上位     中位     下位 

  選択可能職種     7職種     5職種     3職種 

  勤務地設定 

メイン 
エリア 5枠 

制限なし 
2枠 

最大5枠 
1枠 

最大2枠 
サブ 
エリア 

制限
なし 3枠 1枠 

  メッセージ枠      2枠      1枠      - 

  スカウト機能      30人/月      30人/月      - 

  バナー  下部バナー/オススメ求人バナー   ピックアップ求人バナー      - 

  オプション枠  お申し込み・掲載可能   お申し込み・掲載可能  お申し込み・掲載不可 

  公開日  契約前月15日～先行掲載（土日祝日の場合は前営業日に公開）※新規申し込み対象（前回掲載6ヶ月以上経過） 

※すべて税抜料金です 

※実際の勤務地のみ設定可能です。 

※プラン内で1日ごとにランダム切り替え 

P5. 月額料金・プラン比較 

 
日割り料金  1～10日 掲載開始 満額 55,000円 満額 24,000円 満額 12,000円 

11～20日 掲載開始 月額2/3 36,666円 月額2/3 16,000円 月額2/3 8,000円 

21～末日  掲載開始 月額1/3 18,333円 月額1/3 8,000円 月額1/3 4,000円 

※ご請求 
当月日割り料金 

+ 
翌月の掲載料金 

※キャンペーン期間：2018年1月1日～2018年6月30日までのお申し込み分 (2018年2月～2018年7月 掲載開始分) 



 
メイン写真 
 
 
 
職種掲載 
 
 
メッセージ用写真  

P6. プラチナプラン詳細 

プラチナプラン 
東京都     限定20枠 
その他都道府県 限定15枠 

メイン5枠・サブ無制限 
グループ掲載時の地域設定 

エリアトップページ 

Ｂ 

Ａ 

下部バナー 
 
 
オススメ求人バナー 
 

A C 

D 

E 

求人ページ 

B 

C 

D 

E 

メイン写真が掲載されます。 
(460×270ピクセル) 

画像 200×80ピクセル 

画像 890×290ピクセル 
画像 460×270ピクセル 

最大7職種掲載可能 

最大2件掲載可能 

※全国トップページにも掲載されます。 
※検索条件に都道府県が含まれる場合は 
該当都道府県のバナーがランダム表示されます。 

画像 320×220ピクセル 

情報密度・露出度とも最大の効果が見込めます。 

反響効果 

月額料金 55,000円 （税抜） 検索結果ページ掲載露出  上位  ※スカウト機能 30件/月 



P7. ゴールドプラン詳細 

検索結果ページ掲載露出  中位  ※スカウト機能 30件/月 月額料金 24,000円 （税抜） 

ゴールドプラン 
ピックアップ求人バナーと 
募集掲載がセットになった掲載枠です。 

メイン2枠・サブ3枠 
グループ掲載時の地域設定 

エリアトップページ 

A 

ピックアップ求人バナー 
 
 

画像 80×80ピクセル 

画像 890×290ピクセル 
画像 460×270ピクセル 

最大5職種掲載可能 

最大1件掲載可能 

メッセージ  

※最大10件の1時間更新ランダム掲載 
 

A 

B 

C 

D 

求人ページ 

B 

C 

D 

 
メイン写真 
 
 

職種掲載  

画像 320×220ピクセル 

※検索条件に都道府県が含まれる場合は 
該当都道府県のバナーがランダム表示されます。 



P8. シルバープラン詳細 

月額料金 12,000円 （税抜） 

求人情報をしっかりと抑えた基本掲載枠です。 
求人ページ 

B 

A 

メイン1枠・サブ1枠 
グループ掲載時の地域設定 

A 

B 

画像 460×270ピクセル 

最大3職種掲載可能 

 
メインバナー 
 
 

検索結果ページ 

店名検索 

勤務地検索 

職種検索 

こだわり検索 

職種掲載 

シルバープラン 

検索結果ページ掲載露出  下位  ※スカウト機能 なし   



エリア 

Ａ 
東京・神奈川・大阪 
千葉・埼玉・愛知 
 

1ヶ月掲載 2ヶ月掲載 3ヶ月掲載 

エリア 

Ｂ 京都・兵庫・福岡 
エリア 

Ｃ Ａ・Ｂを除く地域 

オフィスワーク 
一般企業の営業・制作・事務など 

プランアップキャンペーン：お申し込みの料金でワンランク上のプランに掲載 
北海道・東北・北信越・中四国・九州/沖縄の各都道府県 

1ヶ月料金の 
エリア別掲載期間 
 

ゴールドプラン  → プラチナプラン※ / シルバープラン  → ゴールドプラン ※プラチナプランの空き枠がある場合のみ適用、 
 満稿の場合はプランアップはお受けできません。 
 

エ リ ア 別 掲 載 期 間 に プ ラ ス  1 ヶ月  掲 載 サ ー ビ ス 

P.9 キャンペーン ※新規、継続掲載時も適用 

キャンペーン期間：2018年1月1日～2018年6月30日までのお申し込み分 (2018年2月～2018年7月 掲載開始分) 

※サービスワークは業種キャンペーン適用外です。 

全プラン 

2ヶ月掲載 3ヶ月掲載 4ヶ月掲載 

カンパイワーク 
キャバクラ・スナック・ホストクラブなど 

6ヶ月掲載 6ヶ月掲載 6ヶ月掲載 
パワフルワーク 
建築・運送・警備・製造業など 

エ リ ア 問 わ ず  一 律 6 ヶ 月 掲 載 サ ー ビ ス 

地 域 
限 定 

エリアキャンペーン 

業種キャンペーン（ゴールド・シルバープラン対象） 
 

※エリアキャンペーンと併用可能 

（プランアップは本キャンペーン期間の適用となります。） 



バイト・パートに特化したオプションプラン。 
日払いや即日勤務など正社員にはないこだわり条件を 
前面にアピールしてユーザーを誘導します。 

P10. オプション[野郎WORKバイト] 

■PC版 全国TOP 

無料掲載 最下位 
1職種/地域：メイン1 

検索結果はプランごとに1日毎のランダム表示。同プラン内では 
求人タイトルと募集コメントなど登録されると上位表示されます。 

※「野郎WORK」プラチナプラン、ゴールドプランに掲載中の 
クライアント様でバイトの募集掲載がある場合に限り、 
テキストにて簡易掲載されます。 

■SP版 全国TOP 

上位 プラチナプラン 

ゴールドプラン 

シルバープラン 

都道府県別 限定15枠 

中位 

下位 

7職種/地域：メイン5・サブ無制限 
オススメ求人枠にバナー表示 

ピックアップ求人枠に
テキスト広告を表示 
5職種/地域：メイン2・サブ3 

3職種/地域：メイン1・サブ1 

https://yarowork.jp/baito/ 

プ ラ チ ナ ・ ゴ ー ル ド 
プラン限定オプション 



P11. オプション[野郎WORKバイト]月額料金・プラン比較 

  プラチナプラン 
   （都道府県別 限定15枠）   ゴールドプラン    シルバープラン 

  月額料金（全国同一料金）      55,000円      24,000円     12,000円 

  キャンペーン料金 
  （全国同一料金）     30,000円     15,000円    7,000円 

 
 
 キャンペーン 
 日割り料金 
 

  1～10日 掲載開始    満額 30,000円       満額 15,000円      満額 7,000円 

11～20日 掲載開始 月額2/3 20,000円 月額2/3 10,000円 月額2/3 4,666円 

 21～末日  掲載開始 月額1/3 10,000円 月額1/3 5,000円 月額1/3 2,333円 

  入稿対象     野郎WORKプラチナプランまたはゴールドプラン掲載店舗・企業様 

  検索結果順位       上位     中位     下位 

  選択可能職種      7職種      5職種      3職種 

  勤務地設定 
メインエリア      5枠      2枠            1枠 

サブエリア      無制限      3枠            1枠 

  バナー エリアTOPページ 
  オススメ求人バナー 
 （求人詳細ページ画像リサイズ表示） 

  ピックアップ求人テキスト 
 （求人タイトル欄テキスト表示） 

    - 

  （画像サイズ） 求人詳細ページ  460×270（1点）320×220（2点）  460×270（1点）320×220（1点）      - 

  公開日 契約前月15日～先行掲載（土日祝日の場合は前営業日に公開）※新規申し込み対象（前回掲載6ヶ月以上経過） 

※キャンペーン期間：2018年1月1日～2018年6月30日までのお申し込み分 (2018年2月～2018年7月 掲載開始分) ※すべて税抜料金です 

※プラン内で1日ごとにランダム切り替え 

※実際の勤務地のみ設定可能です。 



特集広告 

特集広告内の検索結果では、特集 
広告入稿求人が上位表示されます。 

掲載順位はプランに関係なく、 
1回/1日ランダムに切り替わります。 

野郎グループ 

野郎グループ 

店舗スタッフの求人特集 

※通常の検索結果では、 
プラチナプラン→ゴールドプラン→シルバープラン
の掲載順位です。 

※画面はイメージです。実際の掲載画面とは異なる場合があります。 

■特集 コンテンツページ 

月額料金 8,000円 （税抜） 

■特集 求人一覧ページ 

「特集広告内」の検索結果でも画像がある特集広告枠が目立ちます。 
 

職種をテーマにした「特集」コンテンツ内のバナーで露出アップ！ 

プ ラ チ ナ ・ ゴ ー ル ド 
プ ラ ン 限 定 オ プ シ ョ ン 

テーマ：送迎ドライバー / 店長・幹部候補 / 店舗スタッフ / Webスタッフ / カンパイワーク  
  

スライド表示 

PC版 

SP版 

PC版 

P12. オプション[特集広告] 



    項 目       詳 細 

月額料金 8,000円（税抜）  / 1特集枠 

販売枠 各エリア別「特集」広告   
※特集テーマにマッチングする求人掲載がないエリアについては販売枠がありません。 

申し込み数 各特集1枠  
※同一特集枠への重複申し込みはできません。 

対 象   
 

バナー 
横460×縦270 JPEG（GIFアニメーション不可） 
※特集「職種」に沿った募集内容で制作してください。 
（禁止文言は掲載規定をご確認ください。）  

リンク先 内部リンク（野郎WORK求人詳細ページ）  

掲載期間 1ヶ月 

バナー掲載箇所 
 (PC･SP） 

ページ上部：4求人毎のスライダー表示（アクセス毎ランダム表示） 
ページ下部：1求人のリスト表示（アクセス毎ランダム） 

公開日 契約前月15日～先行掲載（土日祝日の場合は前営業日に公開） 
※新規申し込み対象（前回掲載6ヶ月以上経過） 

P13. オプション[特集広告]掲載料金 

※モバイル版への掲載はありません。 

（特集内容とマッチングする職種の人材を募集中） 
プラチナプラン・ゴールドプラン掲載店舗・企業様限定 

※特集テーマによっては掲載業種が限定されています。 

※キャンペーン適用外です。 
※期間内での求人差し替えはできません。 

※お申し込み受付時に求人内容を確認いたします。 

※日割り料金設定なし 



P14. オプション[テキスト広告] 

・職種から探す 
・勤務地から探す 
・こだわりで探す 

各条件の検索結果ページに掲載 
MY  

PAGE 

ユーザーの選択肢の幅が広がるオプション枠です。 

申し込み枠数制限なし！ エリアや業種の制限なし！  

PC版 

SP版 

MB版 

テキスト広告 月額料金 6,000円 （税抜） 
プ ラ チ ナ ・ ゴ ー ル ド 
プラン限定オプション 

求人内容・勤務地を問わず、広域からの応募者獲得が可能になります。 

会員のマイページに掲載 

SP版 

MB版 

PC版 
会員登録されたユーザーのマイページにテキスト広告を掲載 

※画面はイメージです。実際の掲載画面とは異なる場合があります。 



詳 細 

月額料金 6,000円（税抜） / 1枠 

申し込み数 
エリア・業種問わず申し込み可能 

求人掲載のある枠が申し込み対象 

対 象 プラチナプラン・ゴールドプラン  
掲載店舗・企業様限定 

リンク先 内部リンク（野郎WORK求人ページ）  

掲載期間 1ヶ月   

公開日 
契約前月15日～先行掲載 
（土日祝日の場合は前営業日に公開） 
※新規申し込み対象（前回掲載6ヶ月以上経過） 

   

検索結果
ページ 

 PC版 
・ページ上部に 1枠 掲載 
・３求人ごとに 1枠 掲載 

 SP版 
・ページ上部に 1枠 掲載 
・３求人ごとに 1枠 掲載 

 MB版 
・ページ上部に 1枠 掲載 
・ページ下部に 1枠 掲載 

会員のマイ
ページTOP 

 PC版 
・ページ上部に 1枠 掲載 
・ページ下部に 3枠 掲載 

 SP版 
・ページ上部に 1枠 掲載 
・ページ下部に 3枠 掲載 

 MB版 
・ページ上部に 1枠 掲載 
・ページ下部に 1枠 掲載 

掲載テキスト 

 PC版 
タイトル：全角30文字まで 
本文：全角45文字まで 

 SP版 
タイトル：全角18文字まで 
本文：全角34文字まで 

 MB版 SP版のタイトルを反映 

※ページ更新毎にランダム掲載 バナー掲載箇所 

※同枠の場合、複数申し込みにおいて 
「タイトル」「テキスト」は異なる内容でご掲載ください。   
 文頭文末のみの変更では掲載できませんので、 
 全文異なる内容でお願いします。 

何枠でも申し込み可能  

※複数申し込みの場合、「タイトル」「テキスト」は異なる内容での掲載となります。 

※文頭文末のみ変更した「テキスト」は掲載できませんので全て異なる文章でご掲載ください。 

※キャンペーン適用外です。 
※期間内での求人差し替えはできません。 

※日割り料金設定なし 

P15. オプション[テキスト広告]掲載料金 



求人ページの公開 

https://yarowork.jp/baito/ 

P16. お申し込み～公開の流れ 

ご入稿前に必ず「ご入稿ガイド」をご確認ください。 
※業種によって必要書類や掲載規定が異なります。 

https://yarowork.jp/ad/guide.pdf  

※届出確認書、営業許可書など必要データもアップロードください。 

お申し込みフォームに情報をご入力ください。 

審査～承認後、IDを発行しメールでご案内いたします。 

先行掲載 契約前月15日～末日 ※営業休日の場合は前日の公開 

再掲載 毎月1日～  ※システムによる自動公開 

ログイン後、必要情報をご登録ください〈 野郎WORK・野郎WORKバイト ID/PASS共通 〉 

※有料プランの公開日です。 

この時点では「非公開」です。  

https://yarowork.jp/plan/ 

オプション 
野郎WORKバイト 

野郎WORK 新規お申し込み 

同時お申し込みいただけます。 

野郎WORKプラチナプランまたはゴールド
プラン掲載店舗・企業様限定 

お申し込みフォームに情報をご入力ください。 

野郎WORK オプションお申し込み 

・野郎WORKバイト 
・特集広告 
・テキスト広告 

オプション 

審査～承認後、メールでご案内いたします。 

野郎WORK掲載ページURLをご入力ください。 

https://yarowork.jp/ad/guide.pdf
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