
地元を熟知する正社員営業スタッフによるお客様専任担当制。
継続的な提案・情報提供が可能です。6

地元採用に強い　  つの理由 !（※2023年4月 現在）66
地元採用に強い求人広告。ぜひその効果を実感ください。

6  7

新聞折込だけじゃない、あたらしい「アポルテ」をご紹介させていただきます。

地元市区町村の求人情報に特化した求人サイトで、
地元在住の求職者からの応募が約9割を占める「地域密着型の求人サイト」です。
大手全国型求人サイトでは「その他神奈川県」・「その他東京都」と
分類されることの多いエリアにフォーカスしています。
TOPページに神奈川県内の具体的な市区町村名や駅名が表示される点も大きな特徴です。

地域特化型求人サイト

インターネットアポルテ1

現在、神奈川・町田・熱海において25ヵ所の市役所・区役所・町役場や
公共施設（市民センター、大学等）にも、正式に許認可を頂き「アポルテ」の紙面を
毎週お届けしています。就労支援や生活福祉に関わる部署を訪れる方々に閲覧頂いたり、
お持ち帰り頂くなど、微力ながら地域雇用の促進にお役立て頂いております。

公共施設への紙面提供

公共サービスアポルテ4

新聞を購読されていない方や、自宅周辺以外での求人をお探しの方に、ご希望エリアの
新聞折込求人広告「アポルテ」を無料でお届けするサービスを提供しています。
インターネットの閲覧や検索に不慣れな方にも安心してご利用頂いております。

チラシ郵送サービス

紙面お届けサービスアポルテ5

新聞折込だけじゃない、あたらしい「アポルテ」をご紹介させていただきます。

※枠サイズは最大14段2/4まで可能です。【アポルテ紙面イメージ】

新聞折込求人広告「アポルテ」ご掲載料金

【インターネットオプション料金表】

【アポルテ掲載料金表】

サイズ名称

1.5段1/4 27,500円
2段1/4 (120×  53mm)

(120×  39mm)

37,000円
3段1/4 (120×   81mm) 52,000円
4段1/4 (120×109mm) 72,000円
5段1/4 (120×137mm) 88,000円
6段1/4 (120×165mm) 105,000円
3段2/4 (243×   81mm) 105,000円
4段2/4 (243×109mm) 138,000円
5段2/4 (243×137mm) 175,000円
6段2/4 (243×165mm) 206,500円

原稿サイズ 定価（税別）

商品名称 商品概要 掲載料金（税別）

A トピックス＆メッセージ
(限定１社)

B
積極採用企業求人
(限定20社)C

D 説明会開催情報

E 特設バナー

F 掲載延長

G 今週のお仕事特集

今週のピックアップ求人
(限定12社)

メッセージ・PR情報をTOPページ上部に配置することで、
効果的にアピール！もちろん求人情報にもリンクしています！

キャッチコピーがTOPページに掲載され、ひと目で貴社からの
メッセージを求職者にアピール！ 急募／レア／久々の求人などに◎

検索不要！注目度バツグン。社名や写真がTOPページに掲載
され、ワンクリックでダイレクトに求人情報へと誘導します！

説明会情報をネット上で告知。メールでの参加予約も受付
可能です。

ご掲載中の同一原稿をリーズナブルな料金でもう1週間ネット上
に公開できます。（※内容変更はできません）

サイトTOPページに貴社専用のバナーを作成・設置。
インターネットアポルテの貴社募集ページや貴社の採用HPなどへのリンクOK！
アニメーションでより視覚的アピールも可能です。

TOPページ上に週替わりで設置する「今週の特集」コーナー。
該当する募集の際に無料で特集コーナーにも掲載されます。

50,000円/週
20,000円/週
35,000円/週

10,000円/週

10,000円/週

無料

80,000円/週
※アニメーションバナーは100,000円/週

3段1/4

2段1/4 2段1/4

3段2/4

4段2/4

5段2/4

4段1/44段1/4

5段1/42段1/4

3段1/4

1.5段1/4

1.5段1/4

①27,500円

③52,000円

④72,000円 ④72,000円

⑤88,000円

③52,000円

①27,500円

②37,000円

②37,000円

⑦105,000円

⑧138,000円

⑨175,000円

②37,000円

藍色でおなじみの折込紙面

★折込掲載でインターネット・スマホ求人サイトにも1週間無料掲載！

配布証明書の確認もできる
エリアへ確実に折込を行ったという
“証明書”を提示することが可能です。

全てのサイズに写真・ロゴ・イラスト
を入れられます。

自由にデザインができる

A○○新聞

A○○新聞
○○○

様々な雇用形態に
対応可能

木曜日申し込みで
日曜掲載

読みやすい紙面構成と
厳格な掲載基準

新聞折込求人広告「アポルテ」概要・商品特性
神奈川県央・県西、町田、湘南、横浜エリア7版

①小田原周辺版  ②秦野・伊勢原・厚木周辺版  ④平塚・中郡・寒川・茅ヶ崎版  ⑤県央・相模原南・町田南部版 
⑦相模原・町田北部版  ⑧藤沢・鎌倉・茅ヶ崎東部版　⑩戸塚・泉・瀬谷・旭・保土ケ谷版 ）（

他版とオーバーラップをできる限り少なくして8万部※を確実に配布。最小の経費で最大の効果を実現しています。また地元近隣の読者様に
密度濃く貴社の求人情報をお届けするため、新聞部数に対する配布カバー率を70～90％と高めに設定しています（配布証明の確認もできます）。
※⑦相模原・町田北部版・⑧藤沢・鎌倉・茅ヶ崎東部版は9万部発行、⑤県央・相模原南・町田南部版・⑩戸塚・泉・瀬谷・旭・保土ケ谷版は10万部発行となります。

効果的な配布

営業担当者を通して応募・採用効果の高い原稿作成と提案を心掛けています。効果の高い原稿作り

厳格な掲載基準

毎週日曜日各8～10万部※ 原則として読売新聞・朝日新聞の2大紙。地域により毎日新聞・神奈川新聞にも折込発行部数 発行日 折込新聞

発行版数

雇用契約締結を基本とした企業と求職者をつなぐ求人情報紙のため、雇用契約以外の募集は掲載をご遠慮いただいております。

1 2

3 4 5

イ ン タ ー ネット 求 人 と 連 動

折込チラシとともに
さらに効果UP!
折込チラシとともに
さらに効果UP!
折込と同時掲載のインターネットに、
訴求効果を高めるオプションを追加
できます！

 ①
 ②
 ③
 ④
 ⑤
 ⑥
 ⑦
 ⑧
 ⑨
10

5つの大手求人検索エンジンとの連携
2

インターネットアポルテにご掲載いただくことで、
日本最大級の求人検索エンジン「indeed」や「caree r j e t」への
スポンサー配信、及び「求人ボックス」「Goog leしごと検索」「スタンバイ」
の5つの大手求人検索エンジンにも貴社の求人が掲載されます。
※連携先における求人情報の転載は個別のお客様すべての表示を
　保証するものではございません。
　（各連携先の条件・規程により表示されない場合もございます）

充実した外部連携

求人ボックス求人ボックス

careerjet

スタンバイ

バイ」
スタンバイ

Google
しごと検索

な特徴です。

求

Indeed

“発見性を最大化”する特別商品をラインアップ。
両メディアにセットで掲載することで、お客様の募集案件の発見性を徹底強化します。
●1ヵ月セット（折込チラシ1回＋インターネット1ヵ月間掲載）
●3ヵ月セット（折込チラシ3回＋インターネット3ヵ月間掲載）
　※3ヵ月セットは「原稿内容変更オプション」と「新着求人オプション」が2回無料でご利用いただけます。

ネットと紙の同時リーチ！

セットプラン（インターネット＋折込ご掲載）3
インターネット

スマホ・タブレット



スタンダートタイプ

掲載料金（税別）

2週間プラン 35,000円

1ヵ月プラン 50,000円

3ヵ月プラン 130,000円

6ヵ月プラン 240,000円

クオリティタイプ

掲載料金（税別）

2週間プラン 50,000円

1ヵ月プラン 80,000円

3ヵ月プラン 180,000円

6ヵ月プラン 300,000円

検索結果一覧画面では、

プレミアムタイプ

プレミアムタイプ

掲載料金（税別）

商品概要

2週間プラン    80,000円

1ヵ月プラン 120,000円

3ヵ月プラン 240,000円

6ヵ月プラン 420,000円

クオリティタイプ の順に表示されます。

さらに

商品概要 商品概要

写真5点使用可能

総文字数17,450文字

トップページにバナー配置

写真4点使用可能

総文字数13,450文字
写真1点使用可能

総文字数13,450文字
検索画面上位配置

スタンダートタイプ

インターネットアポルテご掲載プラン・原稿タイプ

※各タイプ1ヵ月プラン・3ヵ月プランは期間中原稿内容1回変更可
※各タイプ6ヵ月プランは期間中原稿内容2回変更可
※プレミアムタイプ6ヵ月プランご掲載のお客様は「特設バナー」作成・設置を無料サービス！
※インターネットだけのご掲載はもちろん、お得な折込とのセット商品もございます。営業担当までお問合せください。

2  3

媒体形式 更新日 アクセス

検索アクセスUP!

インターネットアポルテにご掲載いただくこと
で「indeed」「求人ボックス」「スタンバイ」
「Googleしごと検索」「career jet」5つの
大手求人検索エンジンに貴社の求人が掲載
されます！（各連携先の条件・規程により
表示されない場合もあります）

パソコン、スマートフォン、タブレット毎週土曜日インターネット求人サイト

（※詳細はP6をご覧ください）インターネットアポルテ応募者分析・インターネットオプション

応募メディア比率

メール応募

曜日別応募比率

男性

57%
女性

43% 61%
電話応募

39%

応募者男女比率

月

21
%

火 水 木 金 土 日

今週の特集（無料）

https://www.aporte-ad.com/

サイトトップページ（イメージ）

トピックス＆
メッセージ（有料）
限定1社！

A

説明会情報（有料）D

積極採用
企業求人（有料）
限定20社！

C

プレミアムタイプは
無料サービス！

今週の
ピックアップ求人（有料）
限定12社！

B

特設バナー（有料）E

11
%

9
%

9
%

7
%

18
%

25
%

応募年代別比率

掲載雇用形態比率

パート・
アルバイト

50代

正社員・
正職員

20%

40代

33%

30代

19%

20代

15%

52%
33%

インターネット「アポルテ」概要・商品特性

大手全国型求人サイトでは「その他神奈川
県」と分類されることの多い神奈川県央・
県西エリアの求人情報が95%以上

ご自宅や通学先の近所など、身近な街
の求人情報が満載の地域密着型の
求人サイト！

老若男女問わずシンプルに利用できる
サイト構成で、貴社の求人情報ページ
まで平均3.5クリックで到着！

さらに！

地元居住の求職者からの
応募率90%以上！

「Indeed」「career jet」へ
求人情報をスポンサー配信

ご希望により1プラン（原稿）
内に2職種以上の掲載可能

「求人ボックス」「スタンバイ」
「Googleしごと検索」への
連携に対応

インターネットに不慣れな方も
安心！電話応募ボタンを搭載！

紙媒体とのメディアミックス。
折込広告の二次元コードから
もアクセス可

メリット、職種検索だけでなく市区町村、沿線・

最寄り駅など勤務地にこだわったシンプルなサイト

構成で、地元の仕事探しが思いのままにできる

地域に密着した求人サイトです。

Yahoo!  Google

でトップ表示!!検索求人広告 神奈川

他社 アポルテ

95%
3.5
平均

1 2 3

Point 01 Point 02 Point 03

Point 06Point 05Point 04

分類：
その他神奈川県
求人情報


