
掲載期間は自由自在

掲載料金は1日1,000円

人材紹介 ジャスキル  紹介手数料グルメdeバイト　ご掲載料金

一般職
クラス

Sサイズ

G-1サイズ

G-2サイズ

G-3サイズ

G-4サイズ

G-5サイズ

（1/12頁）

（1/6頁）

（1/4頁）

（1/3頁）

（1/2頁）

（1頁）

グルメキャリー  本誌ご掲載料金

グルメキャリーweb  ご掲載料金／本誌セット料金
webご掲載料金（掲載期間：2週間）

※お得な回数契約（無期限）もご用意しております。

広告スペース 本誌セット時料金ご掲載料金詳細ページ

基本タイプ
・募集要項
・お店・会社DATA
・応募フォーム
・スカウトメール5通 ロゴ1点／写真8点／

フリースペース※小
ロゴ1点／写真8点／
フリースペース※大

ロゴ1点／写真1点

ロゴ1点／写真2点

ロゴ1点／写真5点

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

Dタイプ

Eタイプ

37,000円
65,000円
110,000円
180,000円
260,000円

47,000円
90,000円
150,000円
240,000円
330,000円

本誌 ＋ webセットご掲載料金

Aタイプ Bタイプ EタイプDタイプCタイプweb本誌

本誌／web／グルメdeバイト 広告ご掲載料金案内 ・ 人材紹介料金規定

157,000円

200,000円

230,000円

270,000円

390,000円

560,000円

（税込 169,560円）

（税込 216,000円）

（税込 248,400円）

（税込 291,600円）

（税込 421,200円）

（税込 604,800円）

112,000円

155,000円

185,000円

225,000円

345,000円

515,000円

（税込 120,960円）

（税込 167,400円）

（税込 199,800円）

（税込 243,000円）

（税込 372,600円）

（税込 556,200円）

84,000円

127,000円

157,000円

197,000円

317,000円

487,000円

掲載スペース本誌ご掲載料金（掲載期間：2週間）

※お得な回数契約（無期限）もご用意しております。

タテ × ヨコ（㎜）広告スペース ご掲載料金 G-5Ｓ
G-1

G-3

G-4

G-2

43 × 90.5

87.5 × 90.5

131.5 × 90.5

87.5 × 183

131.5 × 183

266 × 183

（税込 50,760円）

（税込 97,200円）

（税込 129,600円）

（税込 172,800円）

（税込 302,400円）

（税込 486,000円）

47,000円
90,000円
120,000円
160,000円
280,000円
450,000円

Sサイズ

G-1サイズ

G-2サイズ

G-3サイズ

G-4サイズ

G-5サイズ

（1/12頁）

（1/6頁）

（1/4頁）

（1/3頁）

（1/2頁）

（1頁）

（税込 39,960円）

（税込 70,200円）

（税込 118,800円）

（税込 194,400円）

（税込 280,800円）

（税込 50,760円）

（税込 97,200円）

（税込 162,000円）

（税込 259,200円）

（税込 356,400円）

（Ｓ＋Ｓ＋G-1 枠分）G-1 枠分）（Ｓ＋G-1 枠分）

（Ｇ-1Ｇ-1×2 枠分）×2 枠分）（Ｇ-1×2 枠分）

（税込 90,720円）

（税込 137,160円）

（税込 169,560円）

（税込 212,760円）

（税込 342,360円）

（税込 525,960円）

270,000円

300,000円

340,000円

460,000円

630,000円

（税込 291,600円）

（税込 324,000円）

（税込 367,200円）

（税込 496,800円）

（税込 680,400円）

350,000円

380,000円

420,000円

540,000円

710,000円

（税込 378,000円）

（税込 410,400円）

（税込 453,600円）

（税込 583,200円）

（税込 766,800円）

採用が決まったら、その日のうちに掲載をストップできます。
ご請求は、ご利用いただいた日数×1,000円（税別）です。
※原稿作成代行料／20,000円（税込 21,600円）

（税込 1,080円）

料理長
店長
クラス

※（注）本誌【Sサイズ】＋web【Dタイプ・Eタイプ】セットはご利用頂けません。ご了承ください。

テキストweb
本誌で掲載した内容を、グルメキャリーwebにDATAのみ掲載します。
（本誌掲載の場合のみ、ご利用可能となります）

10,000円（税込10,800円）＋
プラス

※2014.12 改定

グルメキャリーweb会員へスカウトメールを送ることができます。
（※ご利用可能期間に関しては、各営業担当までお問い合わせください）スカウトメール

PICK UP！ 求人 50,000円（税込 54,000円）
50通／

80,000円
（税込 86,400円）

30通／
50,000円
（税込 54,000円）

10通／
20,000円
（税込 21,600円）

オ
プ
シ
ョ
ン

一括お支払い
割引 一括お支払い

一括お支払い

入社1ヶ月 経過後

入社2週間 経過後

20％OFF
30％OFF入社より

2ヶ月経過後▶
総額の
50％

入社より
1ヶ月経過後▶

総額の
50％

割引オプションお支払い方法

トップページ「PICK UP！ 求人」から、ロゴデータと60文字のテキストで
アピールできる企画です。

500,000円
（税込 540,000円）

700,000円
（税込 756,000円）

＋
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人材紹介「ジャスキル」

掲載料金1日1,000円、掲載期間自由の新しいアルバイト求人サイト。
飲食店経験・興味ある学生・フリーターの採用に！ 毎日更新中！
“アルバイトにも質を求めたい”との声から生まれた飲食店専門アルバイト求人サイト。飲食店で働きたい
アルバイト人材の本音とアルバイトを採用したい飲食店の本音をリサーチしカタチにした新しい求人情報サイトです！
掲載料金は1日1,000円（税抜）、掲載スタート・ストップはお客様の自由自在！
グルメキャリーとの連携で、飲食店経験のあるアルバイト採用も期待できます！

求人サイト「グルメdeバイト」

有料求人誌ならではの人材の質に定評があります。
首都圏主要コンビニ・書店等にて第1、第3木曜日発売中！

発行サイクル／毎月第1・第3木曜日発売　　定価／200円（税込）
発売エリア／首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬の一部）
販 売 場 所／主要コンビニエンスストア・書店・駅売店・オンライン書店・調理師専門学校（配布）

グルメキャリーnet 関西版・東海版も
好評配信中！

東京本社／東京都中央区銀座1-8-21 第21中央ビル8F
池袋支社／東京都豊島区池袋2-14-4 池袋TAビル9F
http://www.joffice-tokyo.co.jp

株式会社 ジェイオフィス東京

毎週木曜日更新でタイムリーな求人に対応。
貴社ＨＰへのリンク、スカウトメールで採用率ＵＰ！

月間PV数／平均80万PV　　会員登録者数／約15,000人　　毎週木曜日更新中

全国初の飲食業界求人サイトとして10年。全国・海外の飲食人が24時間アクセス。平均月間訪問者数は15万
人超。毎週木曜日更新でタイムリーな求人に対応します。モバイル版・スマートフォン版への対応、《YAHOO！》
《Google》などにおける「飲食　求人」などの関連キーワードのSEO対策・リスティング広告も万全！「スカウト
メール機能」で転職者に直接アプローチも可能です。

0120-880-074
お申し込み・お問い合わせはお気軽にお電話ください

求人サイト「グルメキャリーWeb」

唯一の飲食業界専門求人情報誌として創刊より20年。業界内の転職ツールとしての認知度・信頼度共に
浸透しています。フリーペーパーではなく、有料求人誌ならではの目的意識の高い読者からの応募により
高い採用率にご好評をいただいております。エリア別のページ構成により業態を超えた多くの読者の目に届きます。

☎03-5524-2239（東京本社）　☎03-5928-5738（池袋支社）
☎06-6363-2737（株式会社 ジェイオフィス 大阪本社）

飲 食 人 の 仕 事 情 報

飲 食 人 専 門 人 材 紹 介
貴社の採用人材像を把握し、転職者へアピール。
登録人材ならではの個性ある採用をサポート！
採用率、採用後の定着率の向上を主眼に置いた人材採用戦略をご提案。
飲食人の求人動向と企業側の採用事情を熟知するジャスキルでは、
求人企業側と候補人材の十分なヒアリングを徹底。
将来の目標を共有した上で候補者を選定し、貴社の成長に有益な人材をご紹介致します。 http://www.juskill.com

グルメdeバイト 検索

飲食 求人 検索

グルメキャリー関西版も
好評発売中！

求人情報誌「グルメキャリー」

有料職業紹介事業／13-ユ-304975

飲食業界未経験者～経験者まで
ターゲット >>>

学生・フリーター（アルバイト採用）

飲食業界経験者（キャリア採用）

ターゲット >>>

ターゲット >>>

飲食業界経験者（キャリア採用）
ターゲット >>>

スマホ対応！

スマホ対応！

（Ｓ＋G-1 枠分）

（Ｇ-1×2 枠分）
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