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■広告掲載サービス 

御社の求人広告を掲載できます。掲載期間は下記より選択いただけます。 
 
掲載期間：1ヶ月 ・6ヶ月 ・1年間 

トップページ 

トップページに広告タイトルを掲載 

新着求人情報一覧ページ 

新着情報一覧ページ 
・求人情報検索ページに掲載 

求人情報詳細ページ 

仕事の概要・応募者へのメッセ―ジ・

募集職種・雇用形態・応募資格・勤務
地・給与・待遇条件を掲載 

ご利用いただけるサービス①－１ 広告掲載サービス 
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■広告掲載サービス 
※各種オプション機能もご用意しております 

ピックアップ掲載 
ページ右側のピックアップコーナーに御社の広告を掲載でき
るオプション機能です。求職者が閲覧する全ページに御社の
広告リンクを表示させることができます。 

検索上位表示 
求職者が求人情報を検
索したときに、同条件の
他企業よりも上位に御
社の広告を表示する機
能です。求人広告検索
画面において御社の広
告を目立たせることがで
きます。 
必ず上位4位までに表示
いたします。 

新着求人情報一覧ページ 求職者閲覧ページ全て 

ご利用いただけるサービス①－２ 広告掲載オプション 
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■求職者検索サービス 
・希望職種 
・取得資格 
・希望勤務地 
などの項目で検索をかけて、当サイトの登録者データベースから 
御社の採用したい条件の求職者を探すことができます。 

スカウトメール 
有効回数分、条件に当てはまる求職者に対して 
ダイレクトにメッセージを送ることができます。 

※スカウトメールはオプション機能です 

求職者プロフィールページ 

求職者検索ページ 

ご利用いただけるサービス② 求職者検索サービス 

スカウトメール作成ページ 

5 



 
「求人」なびの各種サービスをご利用いただく際は、 
はじめに無料会員登録をお願いいたします。 

会員情報(会社名・住所・ご担当者名・電話番号・
メールアドレス・パスワード)と会社情報を入力いた
だきます。 
 
会員登録完了後、会員ＩＤを発行します 

会員登録ページ 

求人広告は無料会員登録後に 
ログインページ内で作成いただけます。 
 
※会社マイページへは 
ＩＤ・パスワードを入力してログイン 会社マイページ 

「求人なび」ご利用の流れ 
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各種情報登録後、 
メールで会員IDが届いて 
会員登録完了 
 

※会員ＩＤはハウスキーピング協会
の3営業日以内にお送りします。 

①「採用ご担当者」ボタンをクリック 

「求人」なびの各種サービスをご利用いただく際は、はじめに無料会員登録をお願いいたします。 

トップページ 採用ご担当者様ページ 

②「まずは無料登録」ボタンをクリック 

会員登録ページ 

③会員情報と会社情報を入力 

メール 

会社マイページにログイン後、各種サービスをご利用いただけます 

採用ご担当者様ページ 

「求人なび」無料会員登録の流れ 
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①「採用ご担当者」ボタンをクリック 

トップページ 

②会員IDとご登録いただいたパス
ワードで、会社マイページにログイン 

採用ご担当者様ページ 会社マイページ 

③各種サービスを利用いただけます。 

登録した企業情報の
確認・変更ができます 

求人広告の登録・確認・
変更ができます 

応募してきた求職者との
メールのやり取りや、 
履歴の確認ができます 

スカウトメールの送信・ 
確認ができます 

会社マイページログイン方法 

「求人なび」機能 

会社マイページにログインいただくと「求人なび」の各種サービスがご利用いただけます。 
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コース選択ページ 

新しい広告を制作したいとき 

過去制作した広告を流用して 
広告を制作したいとき 

過去制作の広告記事の流用・ 
一部修正が可能！ 

①制作したい広告の種類に合わせボタンをクリック 

②求人広告のコースと支払方法を選択 

支払い方法は 
銀行振込とPayPal決済の 
2種類から選択いただけます 

求人広告の作成ページ 

③求人広告の掲載内容を入力 

広告の公開希望日を指定できます 

⑤広告料金を入金 
(入金方法についてはＰ13に記載) 

⑥公開希望日より広告公開 

求人広告管理機能① 求人広告掲載申し込み 

④注文内容確認のメールが届く 

求人広告の登録・ 
確認・変更ができます 
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求人広告管理機能② 求人広告オプション機能申し込み 

求人広告オプション機能
の申し込みができます 

過去制作した広告を流用して 
広告を制作したいとき 

①申し込みたいオプションの種類に合わせボタンをクリック 

コース選択ページ 

②求人広告のコースと支払方法を選択 

支払い方法は 
銀行振込とPayPal決済の 
2種類から選択いただけます 

④広告料金を入金 
(入金方法についてはＰ13に記載) 

⑤オプション機能をつけたい広告の
掲載予定希望日よりサービス開始 

③注文内容確認のメールが届く 
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②スカウトしたい条件で求職者検索し、 
スカウトメールを送りたい求職者の 
履歴書を表示させます 

③履歴書の右上ボタンをクリック 
 

状況に応じて下記どちらかのボタンが表示される 

既にスカウトメールサービス申し込み済みの場合 

スカウトメールサービスに申し込みをしていない場合 

スカウト機能 スカウトメール送信・申し込み 

求職者プロフィールページ 求職者検索ページ 

⇒スカウトメール作成画面へ 

コース選択ページ 

⇒申し込み・入金手続きへ 

スカウトメール作成ページ 

①「求職者を検索」ボタンをクリック 

スカウトメールの送信・
サービス申込みができ

ます。 
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==========ご注文内容========== 
注文番号：35  
注文コース：１年間コース【PayPal支払い】  
料金：200,000円 
求人広告：初心者歓迎！クリーンスタッフ  
公開希望日 ：2014-06-09  
支払い予定日：2014-06-06  
============================== 

①各種サービス申し込み後、注文内容確認のメールが届く 

PayPal支払い希望者 銀行振込希望者 

【銀行振込】 
銀行名：みずほ銀行 笹塚支店  
口座番号：普通 2363044  
口座名：一般社団法人ハウスキーピング協会  
理事長 山田長司  

請求書が必要な場合は 
別途お問い合わせください。 

※入金が公開指定日に間に合わなかった場合は入金確認後即時サービス開始となります 
※求人広告が公開済みの状態で検索上位表示・ピックアップ表示に申し込んだ場合は入金確認後に即時サービスを開始いたします。 

入金確認が取れ次第、各サービスを開始 

広告掲載：公開指定日に広告公開 
検索上位表示・ピックアップ表示：求人広告の公開指定日に合わせて公開 
スカウトメール：即時サービス開始 

②メール記載のPaypal決済特設ページＵＲＬをクリック ②メール記載の振込先に振込 

PayPal決済特設ページ PayPal決済ページ 

③注文コースのボタンを選択 ④決済の手続きを行う 

各種料金支払いについて 
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掲載期間に準じた6つのコースをご用意しています。 
フルパックコースは広告掲載に2種類のオプション機能がつきます。 

料金表① 求人広告掲載プラン  
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求人広告 
掲載プラン 

広告掲載期間 

各種オプション お支払い方法・料金(税別) 

スカウト 
メール 

ピックアップ掲載期間 
検索結果 

上位表示期間 
ＰａｙＰａｌ 銀行振込 

1カ月コース １ヶ月 － － － ３万円 ３万３千円 

１カ月 
フルパック 

１ヶ月 ３０回 
広告掲載開始より 

７日間 
－ ４万円 ４万４千円 

６ヶ月コース ６ヶ月 － － － １４万円 １５万４千円 

６ヶ月 
フルパック 

６ヶ月 １８０回 
広告掲載開始より 

７日間 
－ １５万円 １６万５千円 

１年間コース １年間 － － － ２０万円 ２１万円 

１年間 
フルパック 

１年間 ３６０回 
広告掲載開始より 

７日間 
－ ２１万円 ２２万円 



スカウト Ｐ６参照 
当サイトの登録者データベースを検索し、有効回数分、条件に当てはまる求職者に対してダイレクトにメッセージを送ることができます。 
 
ピックアップ Ｐ５参照 
ページ右側のピックアップコーナーに御社の広告が掲載できるオプション機能です。全ページで御社の広告へのリンクを表示させることができます。 
 
検索結果上位表示 Ｐ５参照 
求職者が求人情報を検索したときに、同条件の他企業よりも上位に御社の広告を表示します。求人広告検索画面において御社の広告を目立たせることができます。 

料金表② 各種オプションプランプラン 
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オプションプラン名 回数/期間 料金(税別) 

スカウト５０ ５０回 ５千円 

スカウト１００ １００回 １万円 

ピックアップ７日間 ７日間 ５千円 

ピックアップ１４日間 １４日間 １万円 

検索結果上位表示７日間 ７日間 ５千円 

検索結果上位表示１４日間 １４日間 １万円 
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お問い合わせ 

メールでのお問い合わせはこちら navi@housekeeping.or.jp 
 
電話でのお問い合わせはこちら  03-3465-3210 (担当遠藤) 

・掲載に関するお問合せ 

・お支払に関するお問合せ（請求書の依頼など） 

・操作方法に関するお問合せ 

等、各種お問い合わせは下記連絡先までご連絡ください。 

一般社団法人 ハウスキーピング協会 

〒151-0064 東京都渋谷区上原3-5-2 

平日１０：００～１７：００(土日祝日休み) 
※夏休み・年末年始・ＧＷ等休日有り 


