
正社員・契約社員・派遣・アルバイト・パート・全国県外の総合求人誌

正社員・契約社員・派遣・アルバイト・パート・全国県外の総合求人誌

B 正社員＆契約社員

特
集

今週のスペシャル

A 人材派遣業・職業紹介業

￥0
お一人様一部まで

巻
頭

巻頭広告

1/9～15
毎週土曜日発行 

vol.1

1/9～15
毎週土曜日発行 

vol.1

1/9～15
毎週土曜日発行 

vol.1

第34巻  通巻1579号
第34巻  通巻1579号
第34巻  通巻1579号

公益社団法人 全国求人情報協会正会員

公益社団法人 全国求人情報協会正会員

公益社団法人 全国求人情報協会正会員

「はたらく」に、まっすぐ。

「はたらく」に、まっすぐ。

C 社員＆アルバイト同時

D アルバイト＆パート

E 沖縄県外・全国の仕事

注
目

医療・福祉・看護・介護・

保育関連

注
目

オープニングスタッフ

F インフォメーション

未経験×コールセンター特集

未経験×コールセンター特集

未経験×コールセンター特集

注目 オープニングスタッフ
オープニングスタッフ
オープニングスタッフ

注目 医療・福祉・看護・介護・保育関連

医療・福祉・看護・介護・保育関連

医療・福祉・看護・介護・保育関連

圧倒的な掲載件数と検索性をアップした“新アグレ”

アグレ アプリ
で検索！
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沖縄県内、求人掲載件数 No.1!

総合求人誌 「Agre」
沖縄でもっとも

支持される就・
転職＆バイトマ

ガジン！社員・
バイト・勤務地

県外など、あら
ゆる採用ニーズ

に高いレスポン
スを発揮します

。

毎週土曜日、5
0,000部発行！

コンビニやスー
パー・量販店な

ど人が多く集ま
る場所へ集中

効果的な設置
＆配布！

※沖縄本島全
域・離島(宮古

島・石垣島・久
米島・伊江島)エ

リアを幅広くカ
バーします。

定価／無料  版型／AB版カラー  綴じ／中綴じ・右開き
設置地域／沖縄本島全域・宮古島・⽯垣島・久⽶島・伊江島
設置場所／コンビニ・スーパー・書店・ショッピングセンター・レンタルビデオ店・
     ⼤学・短⼤・専⾨学校・百円ショップ・⾏政施設など

⼈が集う場所に設置︕
コンビニ・スーパー・量販店等
集客⼒のある店舗を中⼼に
あらゆる設置場所を網羅

発⾏⽇︓毎週⼟曜⽇ 発⾏部数︓50,000部 定価︓無料

※台⾵等の影響により上記スケジュールが変動する場合があります

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

申込＆⼊稿受付 発⾏印刷
※1P以上・フルカラー半P以上

申込＆⼊稿締切 12︓00
お客様確認締切 15︓00

※基本広告1号〜8号

申込＆⼊稿締切 12︓00
お客様確認締切 15︓00

表  紙

■アピール度抜群︕巻頭フルカラー広告ページ

■毎週変わる求⼈特集︕
 表紙で特集をPRし、反響アップを⽬指します。

裏 表 紙

巻頭カラー広告

特集 今週のスペシャル

注⽬ オープニングスタッフ

Ｂ 正社員・契約社員
全 域
南 部
中北部

Ｃ 社員・アルバイト同時
全 域
南 部
中北部

インフォメーション

Ｅ 沖縄県外・全国の仕事
  正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト

Ｄ アルバイト・パート
全 域
南 部
中北部

注⽬ 医療・福祉・看護・介護・保育

■注⽬度の⾼いオープニング求⼈と
 医療・福祉関連求⼈をピックアップし、ページとして常設。

■正社員からアルバイトまで、
 働きたいスタイルで分けた雇⽤形態のページ。
 更に勤務地で分け、探しやすさを追求しました。
 幅広い年齢層の読者に⽀持されています。

Ａ ⼈材派遣・職業紹介■派遣企業の集合ページ。派遣で働きたい
 求職者が最初にチェックする充実ページ。

■沖縄県外勤務の正社員〜アルバイト・
 ⼯場勤務等の求⼈募集ページ。

■資格取得やイベント告知等のコーナー。
 就・転職やスキルUPしたい読者から⾼い⽀持。

⾒つけやすい︕
ネームバリューを
最⼤限に活かして
「Agreロゴ」を⼤きく露出

探しやすい︕
業種や雇⽤形態・地区で
簡単に検索できるように
カラフルな
インデックスを表⽰

魅⼒的な特集︕
特集を⼤きくアピール︕
シーズンにあわせて、
毎週変わる求⼈特集

巻頭フルカラー広告や毎週変わる求人特集など、求職者に“ワクワク”を発信！
レギュラーページは注目度の高い「オープニングスタッフ」「医療・福祉関連」や「人材派遣・職業紹介」のほか、
「雇用形態×勤務エリア」を常設。様々な求職者ニーズに応えるインデックスを設定しています。

求職者のニーズに応える、検索性に優れたインデックス！

■締切・発行スケジュール

地域に深化県民から高い支持！
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那覇市

株式会社求人おきなわ
〒900-0005 那覇市天久1044-2（本社）

ш098-862-2490 9:30～17:00（平日/月～金）

■仕事INFO……………………………

ю9:00～18:00　※残業有（週平均5.5H

終礼時に業務終了）

┌高卒以上（要普通運転免許）

■待遇INFO……………………………

┤ξ200,000円

　（営業手当一律10,000円含む）

　（固定残業一律40,000円含む）

※固定残業は34.5H/月として算出

　（超えない場合も一律支給／

　　超えた場合は別途支給）

※研修期間（1～2ヵ月）は

　ξ150,000円＋残業手当

┴土曜・日曜・祝日（一部祝日出勤有）

※毎月最終土曜日のみ出勤

　（但し、祝日出勤の際は休み）

─年末年始・GW

┼各種社保完備、賞与年2回

（年度実績：平均6ヵ月・基本給）

交通費有（上限2万円/月）、

社員駐車場有（5千円/月）、有給休暇、

正社員登用制度有

■アクセスINFO………………………

┛電話連絡の上、履歴書（ΚΛ）持参

　（一次面接通過者のみ、

二次面接及び適正検査を行います）

■会社・店舗INFO………………………

━求人広告取扱い業

┏https://kyujinokinawa.co.jp/

┨求人広告の企画営業スタッフ

公益社団法人 全国求人情報協会正会員

天久ドライビング
スクール敷地内 звд

企業と求職者の
「出会い」をサポート！

人材採用を考えている企業や

お店を訪問し、求人広告の依頼を受け、

Agreに掲載するお仕事です！
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表周り

インフォ
メーション

■掲載料⾦（1週間）

※フォーマット・写真・ロゴマークはカラー、その他はモノクロ広告となります

※枠サイズ・アイテム規定・料⾦・割引ポイント契約等、求⼈広告と同様になります。
※インフォメーション広告は、3号枠と6号枠の設定はありません。

※表周りのご掲載は、エントリー制となります。
※巻頭カラーページ掲載は16号（1ページ）以上となります。

写真 地図 ロゴ イラスト 網・⽩ヌキ

● ● ー ー ー

ー ー ー ー ー

● ● ● ー ー

● ● ● ● ー

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

6号

16号

    （16号×2）32号

3号1号

12,000円
[56.5×44mm]

1号

2号 4号 8号

23,000円
[116×44mm]

2号

32,000円
[56.5×139mm]

3号

38,000円
[116×91mm]

4号

57,000円
[116×139mm]

6号

75,000円
[116×186mm]

8号

150,000円
[236×186mm]

16号

230,000円表2 200,000円表3 250,000円表4

300,000円
[236×391mm]

32号

100,000円
フルカラー

200,000円
フルカラー

400,000円
フルカラー

原稿例︓4号サイズ

内１アイテム使⽤可

内２アイテム使⽤可

内３アイテム使⽤可

すべてのアイテム使⽤可

すべてのアイテム使⽤可／フリーレイアウト可

すべてのアイテム使⽤可／フリーレイアウト可

すべてのアイテム使⽤可／フリーレイアウト可

オプションマーク
募集条件のアピール
ポイントをアイコンで
分かりやすく楽しく表⽰。

フリースペース
読者へアピールしたい事を
コメントやカラー写真で
表現出来ます。
特に実際に働いている⽅の
写真は読者からの共感を
呼べます。

ロゴマーク＆地図
ロゴマークでイメージアップ。
地図表記で求職者に親切で
分かりやすい広告になります。

所在地

勤務市町村名
勤務市町村名と所在地を
⾒れば通勤圏内の仕事か
どうかすぐに分かります。

基本データ
会社・店舗名・住所・電話・
担当名＆募集職種を全枠
固定表⽰。

募集データ
情報量を重視して⾏数や
⽂字サイズを設定。
給与は完全表記で読者に
安⼼感を与え、更に分かりやすい
仕事内容を可能な限り、
表記しています。

■基本企画枠

割引ポイント契約
ご購入いただく金額（ポイント）に応じてお得な割引を
ご提供するプランです。
一括でご購入いただきますので、ご掲載ごとの面倒な
お支払いがありません。

＜規約＞

①割引ポイント契約は「求⼈誌Agre」「求⼈サイトAgre」どちらも利⽤で
きます。 ※Agre新卒・採⽤HPクリック課⾦除く

②割引ポイント契約は取得ポイント内で、すべての広告枠・タイプ・オプ
ションを利⽤できます。
※⼀部枠制限あり

③掲載料⾦と同じ割引ポイント契約、または1原稿の掲載料⾦が割引ポイ
ント契約を超える場合のご利⽤はできません。［例］100ptの割引ポイン
ト契約は、1原稿掲載料⾦12万円の商品に利⽤することができません。

④ポイントの不⾜分を追加料⾦にてお⽀払いいただく事は可能です。 
不⾜分の追加料⾦は割引の対象外となります。

⑤割引ポイント契約に有効期限はございません。

＜基本プラン＞ 金額換算/1ポイント＝1,000円

100pt
（100,000円相当）

90,000円
（10%）

300pt
（300,000円相当）

240,000円
（20%）

500pt
（500,000円相当）

375,000円
（25%）

1,000pt
（1,000,000円相当）

700,000円
（30%）

職種・仕事内容・条件など様々な切り口で仕事を探す求職者の為に、類似データをINFOバーでカテゴライズした求人広告フォーマット。
見やすく、わかりやすく、比較検討しやすいフォーマットです。

求人広告フォーマット
掲載枠サイズで異なる料金設定。掲載枠サイズごとに使用できるアイテムやその数、文字数制限が異なります。
枠サイズが大きいほど、発信できる情報量がアップ！訴求が高まります !!

掲載料金

※下記料金に消費税は含まれておりません　
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