
あなたの「働きたい」を全力で応援するメディア複合型求人情報サービス

Design
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上記の３点が最も重要なポイントです。

CONCEPT ～はたらくカタチを生んだ、骨格となる発想と観点～

人材採用をスピーディーに、且つ確実に実現させる為には。

02 募集する求人内容が、労働市場に適合しているかどうか︖

03 広告の表現方法が優れた・魅力を感じるものであるか︖

労働人口の減少、労働基準の改正、産業構造の変化、価値観の多様化。
あらゆる職業において今、労働力不足が叫ばれています。
人材採用を実現させる為には、「人を募集しています」その言葉を一人でも多くの人に伝えなければなりません。
御社が求人募集を行っている事実を、圧倒的多数の人に届ける、それが求人広告の役割です。

弊社からお伝え出来る事は、
「労働市場に好まれない募集内容や、魅力を感じ取れない求人原稿では、どんな媒体に掲載しても応募は見込めない」という事
です。つまりは、求職者に求人情報が届いていない、又は「魅力」が伝わっていないのです。
やってみたいと思える仕事・働きたい会社だと思われていないという事です。
例え、どれだけ求人情報が求職者の目に触れる機会が多くても、そこで表現されている求人情報に魅力を感じていただけなけ
れば、求職者からの応募は見込めません。
限られた原稿スペースの中で、どれだけ企業や店舗の魅力を表現できるか、どれだけ魅力ある求人内容だと感じていただける
かどうかが、応募効果に直結する最も重要なポイントとなります。
KJコーポレーション（株）では、地域の労働状況や過去の実例を踏まえた上で、課題を的確に把握し、様々な手法、戦略を用い
て採用までの道のりをDesign（デザイン)させていただきます。

私たちは、御社の求人情報を早く、大量に、正確に伝達します。

私たちは、アイデアと工夫で情報を加工し、変化させます。

01 どれだけ多くの人(求職者)に求人情報を届ける事ができるか。

求人広告で得られる効果は、

で決まる。
× ×情報を届ける力

ひとりでも多くの求職者に

魅力が伝わる原稿制作力
「働きたい。」と思っていただける

戦略を立てる力
ニーズを的確に読み
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VISION 

四国の雇用促進・雇用安定に対するビジョン

未来の四国の為に、弊社が出来る事、やるべき事

事業内容詳細

少子高齢化に歯止めが利かず、依然として都市部への人口集中が進む日本。
四国四県では、2040年までに総人口が102万人も減少し、生産年齢人口も全体の52％にまで減少するとも言われています。
地域活性が叫ばれる「地方」、ご当地キャラやご当地アイドル、食や観光、あらゆる手法を創造し地方は活性化対策を推進して
います。しかし、真に地方の活性化を実現させるには、「人口増加」が絶対的必要事項だと私たちは考えます。
四国内における企業と求職者のマッチングはもとより、四国の素晴らしい企業の情報をより広く発信する事によって、四国で
働く人が１人でも多く増やせるよう、今後とも一層の努力を続けて参ります。

メディア複合型求人情報サービス「はたらくカタチ」 新居浜・西条・土居版（四国中央） 企画・発行
メディア複合型求人情報サービス「はたらくカタチ」 四国中央・近郊版（香川三豊・香川観音寺・徳島三好） 企画・発行
働くママの求人情報サービス「頑張るママのカタチ」 企画・発行
求人情報サイト「はたらくカタチWEB」 企画・運営
求人広告代理業・人材採用コンサルティング業

折込チラシ制作～新聞折込代行・ポスティング代行・各種印刷代行
各種DTPのプランニング・制作（パンフレット・ポスター・チラシ・名刺・ショップカードなど）
看板各種取扱い（他）　広告に関わる全てを取り扱い致します。

求人メディア

その他メディア・取り扱い

人材サービス事業(求人広告)を通じ、より多くの人に、より多くの就業機会を得ていただき「人」と「企業」との良質なマッチン
グを実現させ、雇用の安定を図る事こそが、地域の人々が安心して生活できる、明るく豊かな社会の実現に向けての最良の策
であると私たちは確信しております。

KJコーポレーション株式会社は、
人材サービス事業を通じ、あらゆる「四国の魅力」を発信し、四国への人口流入を増加させ、流出を抑制する活動を推進し
ます。

▶

KJコーポレーション株式会社は、
人材サービス事業を通じ、四国の企業と求職者の最良なマッチングをより多く実現させ、完全失業率を改善、企業の生産
性を高める活動を推進します。

▶

KJコーポレーション株式会社は、
地域行政や地域団体との関係をより深め、地域の雇用を促進・安定させる活動を推進します。

▶

～雇用の創出と安定こそが、地方活性化への近道～
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新聞折込チラシで、確実に、最もスピーディーに求人情報をお届けします。

アイデアと工夫を凝らした、魅力のある原稿で、高い応募効果を追求します。

「はたらくカタチ」は、地元での採用を基本としたメディアとしてエリアにおいて、強力な情報訴求を実現するだけでなく「費用対効果」にこ
だわり、求める人物像に対し、過去の経験や実例を踏まえた上で、アイデアと工夫を凝らした、魅力ある原稿づくりを追求しています。

どれだけ求人情報が求職者の目に触れる機会が多くても、そこで表現されている求人情報に魅力を感じて頂けなければ、求職者からの応募
は見込めません。限られた原稿スペースの中で、どれだけ企業や店舗の魅力を表現できるか、どれだけ魅力ある求人内容だと感じて頂ける
かが、応募効果と直結する最も重要なポイントとなります。

毎週日曜日の朝刊にて新聞折込チラシで求人情報をお届けします。新聞に折り込まれるチラシは、信憑性が非常に高く、保存性にも優れて
います。閲覧率の高い日曜日に、何万世帯ものご家庭に向けて、同時に情報をお届けすることが可能です。

ニーズを的確に読み、戦略を立てる力

言葉の表現や、掲載する写真の選択、たったこれだけでも、応募効果は大きく変わります。

はたらくカタチは、 ❶新聞折込チラシ ❷WEBサイト ❸屋外ラック・SNSを併せたメディア複合型求人情報サービスです。

過去の事例や同系職の基本情報
を基に、応募人数を推測し、
ターゲットを選定、方向性を定
めます。

03
見やすさ・分かりやすさにこだ
わり、読者に支持される、
イメージの湧きやすい魅力溢れ
る原稿を作成いたします。

04
細かな取材を通じて、募集内容
は勿論、仕事のやりがいや職場
の雰囲気など、魅力を確認・発
見いたします。

01
採用状況や課題を的確に把握し、
様々な手法、戦略を用いて
採用までのプランニングを立案
いたします。

02

● 採用ニーズに合わせた原稿作成のポイント

× × ×

あなたの「働きたい」を全力で応援するメディア複合型求人情報サービス

1.

そんな読者の希望を叶える、地元情報が満載の求人広告です。

自宅近くで
パートに
出たい

地元で
就職したい

転職先を
探したい
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明るいパステルカラーで、紙面の見やすさ、情報の伝わりやすさにもこだわります。

ハローワーク出入口や学校の出入口等へ専用の屋外ラックを設置。毎号多くの皆様へ新鮮な求人情報をお届けしています。

企業や店舗のイメージを表現したり、
仕事内容や仕事の流れを写真付きで表現したり、
文字・背景・写真・ロゴ・イラスト・表組み
などが全てオールカラー。
最も高い応募効果・最良な人材とのベストマッ
チング実現に向け、
質の高い求人原稿のご提案をお約束します。

対象のエリアにおいて、最も効果の期待される場所を
選定し、求人紙を専用ラックにて配布。
毎号、多くの読者の皆様に新鮮な求人情報をご覧頂いております。

見やすさ、分かりやすさ、探しやすさにこだわった、四国の求人サイトです。
ユーザーの細かなこだわりや、目的に合わせ、ストレスの少ない検索が可能です。

自由なデザインが可能なフリースペース付き原稿。オールカラーで様々な表現が可能。

学生・フリーター・主婦・シニア層まで
幅広い年代の皆様へのアプローチが可能です。

ハローワーク新居浜  出入口 新居浜工業高等専門学校  出入口
＜配布例＞ ＜配布例＞

広範囲＆高密度な配布率で各世帯に求人情報をお届けします。
条件にあわせてエリアごとに掲載が可能です。掲載を希望するエリアをお選びください。

西条市

新居浜市
四国中央市
（土居町） 四国中央市

徳島県
三好市

香川県
三豊市

香川県
観音寺市

西条市
（旧小松町・丹原町

東予市）

愛媛県新居浜市全域
西条市全域
四国中央市土居町

愛媛県四国中央市全域
香川県三豊市・観音寺市
徳島県三好市池田地区

総発行部数︓40,000部
発行サイクル︓日曜日発行
紙面サイズ︓B4サイズ
折込新聞︓愛媛新聞 ・ 朝日新聞 ・ 毎日新聞

読売新聞 ・ 徳島新聞 (日経・産経除く)

総発行部数︓80,000部
発行サイクル︓日曜日発行
紙面サイズ︓B3またはB4サイズ
折込新聞︓愛媛新聞 ・ 朝日新聞 ・ 毎日新聞

読売新聞 (日経・産経除く)

四国中央・近郊版新居浜・西条・土居版

配布期間は  2週間

無料掲載期間は  2週間

『紙面の見やすさ・分かりやすさ』魅力あふれる求人媒体を追求します。

WEBサイト（はたらくカタチWEB）とのメディアミックスで圧倒的な情報訴求を実現（P6参照）2.

専用ラックでの無料配布で、求職者へダイレクトに求人情報をお届けします。3.

新居浜市久保田町1丁目1-7新居浜ビジネスセンター第3ビル2F 魅力溢れる
原稿制作

ALL FREE
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メディア複合型求人情報サービス

求人情報サイト はたらくカタチWEBのみご掲載時価格表

B4枠

D4枠
E4枠（1/2面）

1面
(価格は別途応相談)

A枠

A2枠

B枠

B2枠

A4枠

C2枠

C4枠

D2枠

※多彩な枠サイズをご用意しております。上記内、枠の組合せも可能です。広告の原寸サイズは別紙にてご確認ください。
※複数掲載をご希望の場合、値引きも対応しております。詳しくはお電話にてご確認ください。

※WEBのみのご契約も可能です。

価格（税別）
枠タイプ

\15,000

\30,000

\60,000

\22,500 

\45,000

\90,000  

\30,000 

\60,000 

\120,000

\45,000

\90,000

\180,000

\240,000

\10,000

\20,000

\40,000

\15,000

\30,000

\60,000

\20,000

\40,000

\80,000

\30,000

\60,000

\120,000

\160,000

】）mm（さ高×横【 ズイサ
新居浜・西条・土居版 四国中央・近郊版

横

横

横

横

横

横

横

横

横

横

横

横

横

62.5 mm × 高さ

127.0 mm × 高さ

256.0 mm × 高さ

62.5 mm × 高さ

127.0 mm × 高さ

256.0 mm × 高さ

62.5 mm × 高さ

127.0 mm × 高さ

256.0 mm × 高さ

62.5 mm × 高さ 

127.0 mm × 高さ

256.0 mm × 高さ

256.0 mm × 高さ

44.550 mm

44.550 mm

44.550 mm

67.725 mm

67.725 mm

67.725 mm

90.900 mm

90.900 mm

90.900 mm

137.250 mm

137.250 mm

137.250 mm

183.600 mm

ご掲載期間 1 ヵ月 2 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 12 ヵ月

\22,000（税別）価格 \39,600（税別） \56,000（税別） \105,000（税別） \184,000（税別）

（チラシの枠サイズを基準とした金額設定となっております。）

※下記料金は、広告制作・撮影・画像加工・処理など、ご掲載までに関わる一切の費用を含みます。

A枠　※フリースペースはありません。

A2枠

A4枠

B枠

B2枠

B4枠

C枠

C2枠

C4枠

D枠

D2枠

D4枠

E4枠

※自由なデザインでご利用頂けます。

※自由なデザインでご利用頂けます。

※自由なデザインでご利用頂けます。

※自由なデザインでご利用頂けます。
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私たちは、御社の求人情報を早く、大量に、正確に伝達します。
スマートフォン版 求人詳細画面

「はたらくカタチWEB」は365日・24h応募可能な、四国で働く人の為の求人サイトです。

見やすさ、分かりやすさにこだわった四国の求人情報サイトです。ライフスタイルに合わせた、こだわりの検索項目が充実︕

WEB

あなたの「働きたい」を全力で応援する、四国の求人情報サイト

※バナー広告・お知らせページの詳細は、
　営業担当までお気軽にお問合せください。

スマートフォン版 TOP画面

01

02

05

03

01
ユーザーの好みに合わせた検索ツール

「全ての条件」を複合して、
働きたい条件の求人を検索できます。

条件検索

こだわりポイント
✔ 賞与あり
✔ スキルアップ
✔ 働くママ応援

✔ 学生バイト
✔ WワークOK
✔残業ゼロ 

+
職種 勤務地 雇用形態

+ +

04

03

いずれかの検索を開くと、
条件に一致する求人を全て閲覧できます。

このような目的に合わせた検索が可能

✔ 地元での求人情報を全て閲覧したい
✔ 四国内の正社員求人を全て閲覧したい
✔ 希望職種を全て閲覧したい

職種 勤務地 雇用形態
or or

ユーザーの目的に合わせた一括検索

ワンクリック検索

02
新着求人をいち早くチェック

新着表示

✔ 早急な人材確保が必要になった 
✔ 短期間で人材を確保したい

新着の求人情報をリアルタイムで
探せる検索ツールです。

ユーザーからの注目度が高く、
閲覧数は格段にアップします。

このような状況下にオススメ

高い閲覧数ですばやい人材確保が可能

注目求人

04
テキストの文字数制限なし

求人詳細画面

□ キャッチコピー
□ 勤務地
□ 仕事内容
□ 応募資格
□ 給与
□ 勤務時間

□ 待遇
□ 福利厚生
□ アピールポイント
□ 地図
□ HPリンク
　　　　　　  ...etc

+基本的な労働条件

キメ細やかな求人情報を掲載します。
企業や店舗の魅力を

最大限にアプローチできます。

写真3枚

05
いつでも、どこでも、スマホ・PCから︕

メール応募機能

365日 ＆ 24時間

ユーザーからの応募や問い合わせに
曜日・時間に関わらず対応できる機能です。

1件でも多く、御社とユーザーとの
繋がりを増やすため、

一括応募や一括お問合せ機能も追加︕

※メールアドレスは非公開です。

パソコン版 TOP画面
（コンテンツはスマートフォン版と同様）

...etc

...etc

...etc



「はたらくカタチ」へのご掲載にあたって～
KJ コーポレーション㈱では、社会的責任ある求人広告を取り扱っている観点から、ご依頼頂く全てのお客様に次のお願いをしております。
メディア複合型求人情報サービス「はたらくカタチ」の掲載基準に則った広告のご掲載／誤解や無用なトラブルを回避する為、最低限、応募に必要な労働条件（仕事内容・資格・給与・時間・休日・待遇）の明示
をお願いしております。 場合によっては、ご希望通りの表現が出来ない場合もございますのでご了承ください。

】 ）能可応対日563（ 00:12～00:9 ▶せ合い問お 【

発行 ︓ KJ コーポレーション株式会社
〒792-0026　愛媛県新居浜市久保田町 1 丁目 1-7 新居浜ビジネスセンター第 3 ビル 2F

moc.ihcatakukaratah@ofni : liam-E　8797-74）7980（ ︓ XAF　7797-74）7980（ : LET


