
採用コストの削減なら

求人ドットがオススメ！

初回のお申込みなら
求人掲載が30日間『無料』

大手求人検索サイトにも同時掲載！

求人ドット
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選べる2つの料金プラン、どちらも費用対効果抜群！

掲載求人は複数の求人サイトに自動で一括掲載！

求人ドットでは期間掲載型と成果報酬型の2つの料金プランを用意。

掲載課金プランはお申込みから30日間、求人広告を掲載することができます。

採用課金プランは掲載費無料。応募者が採用されたときだけ料金が発生します。

どちらの料金プランも求人掲載数は『無制限』。掲載効果を実感していただくため、

掲載課金プランの初回申込みであれば30日間無料でご利用いただけます。

採用課金 … 1採用15,000円～。採用が発生したときだけ料金が発生します。

求人ドットに掲載した求人はIndeedやスタンバイなど複数の求人サイトに一括掲載。

多くの求人サイトに掲載させることで、より多くの応募を集めることが可能です。

掲載課金 … 30日間5,000円。採用課金に比べて露出の高い料金プランです。
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求人ドットは、SEO（検索エンジン最適化）を重視したサイト設計を行っているため、求人

へのアクセス元は、約6割がGoogleやYahooといった検索エンジン経由によるアクセスです。

アクセス数比較

サービス名 アレクサトラフィックランキング 求人掲載数

求人サイトR 914,763 1,100

求人サイトF 675,160 2,900

求人ドット 530,018 600

求人サイトM 498,896 21,000

求人サイトS 420,855 39,000

ユーザー属性

一般的に求人サイトのアクセス数は、掲載している求人数に比例すると言われています。

求人ドットは他社媒体と比べ良好なアクセス数となっているため掲載効果が期待できます。

記載のデータは2020年5月時点のものです
アクセス数はアレクサトラフィックランキングの
データを利用しています。



選べる2つの料金プラン

1 掲載課金 プラン

・掲載数無制限
・掲載順位（★★）
・長期契約で最大10％オフ！

2 採用課金 プラン

1採用＝15,000円～

リスク0で無駄なく採用！

・掲載数無制限
・掲載順位（★）
・採用が無ければ0円

30日＝ 5,000円

応募を集めるならこのプラン!

掲載課金プラン（30日） 5,000円（税抜）

掲載課金プラン（90日） 15,000円（税抜）

掲載課金プラン（180日） 30,000円（税抜） → 28,500円（税抜） 5％お得！

掲載課金プラン（360日） 60,000円（税抜） → 54,000円（税抜）10%お得！

アルバイト・パート 15,000円（税抜）

派遣社員 25,000円（税抜）

契約社員 25,000円（税抜）

正社員 25,000円（税抜）

業務委託 25,000円（税抜）

掲載課金プランの申込日を1日目とし、30日間求人広告を掲載することが出来ます。
掲載課金プランは再度申し込みをしない限り、自動で更新されることはありません。
掲載課金プラン（30日）のみ初回の申し込みが無料となります。2回目以降、および90日
以上のプランでは適用されません。初回申し込みが90日以上のプランであっても掲載課金
プラン（30日）の初回無料の権利が消えることはありません。

採用課金プランは雇用形態ごとに料金が異なります。
管理画面上で応募者の進捗状況を「採用」に変更した時点で料金が発生します。
採用課金プランから掲載課金プランへの変更は管理画面から行うことが出来ます。

初回申し込み無料！



プラン比較

プラン名 掲載課金プラン 採用課金プラン

掲載順位 ★★ ★

求人公開数 無制限 無制限

スカウトメール 〇 〇

電話応募 〇 ×

スタンバイ掲載 〇 〇

CareerJET掲載 〇 〇

Yahoo!しごと検索 〇 〇

Googleしごと検索 〇 〇

Indeed掲載※ 〇 ×

オプションプラン

詳細 料金

おすすめ掲載ライト 求人検索時の露出が最も高くなります。(30日) 5,000円

おすすめ掲載ベーシック
ライトの内容に加え、Indeed上での広告枠を
拡大します。(30日)

15,000円

おすすめ掲載プレミアム
ライトの内容に加え、ベーシックの広告枠を更
に拡大します。(30日)

30,000円

求人広告の掲載代行
電話やメールでお伺いした内容をもとに
サポート窓口にて求人広告を作成します。

5,000円

請求書郵送オプション※ 請求書を郵送でお送りします。 300円

※Indeed掲載はスポンサー広告による掲載です。
Indeed掲載はアカウント単位で30日ごとに上限金額を定めています。
上限金額に達した場合、残日数が残っていてもインディード掲載のみ停止となります。

※請求書郵送オプションをご利用いただかない場合、請求書はメールにてPDF送付となります。
おすすめ掲載オプションは管理画面よりお申し込みいただけます。
求人広告の掲載代行、請求書郵送オプションのお申込みは、サポート窓口までご連絡ください。

おすすめ！



掲載までの流れ

採用までの流れ

■応募者情報の確認やステータス変更は管理画面上で行えます。
■お支払いは末締め翌月末払い、請求書はPDFにて翌月10日までにメール添付させていただきます。
■お支払いは銀行振り込みのみ、振込手数料は企業様ご負担となります。

アカウント開設１ プラン選択２ 求人作成３ 掲載開始４

応募通知受信１ 応募者への連絡２ 面接・選考３ ステータス変更４

https://dotjob.jp/

スカウトメール

会員登録時にスカウトメールの利用を希望したユーザーに対しスカウトメールを送信

することが出来ます。

スカウト画面にて「スカウトする」をクリックしていただくと、自社の求人を選択し

案内メールを送付することができます。

スカウトメールの送信は無料です。

会員登録時

スカウト画面



便利な機能② PV数閲覧

便利な機能③ CSVダウンロード

ログイン後の画面に掲載求人のPV数（閲覧数）を月単位で表示。
PV数を参考に求人内容の編集やプランの変更を検討することが可能です。

CSVに記載される項目
①求人情報（タイトル・職種・仕事内容などの入力できる項目すべて）
②応募者情報（氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・履歴書内の項目すべて）

便利な機能① かんたん入力

求人作成時にコピーペーストできる入力例や、よく使われる単語を
ワンクリックで挿入可能です。



今後追加される機能② アラートメール

今後追加される機能③ CSV求人掲載

ログイン時に【未対応】の応募者がいる場合、ポップアップにてお知らせします。
また、応募から3日以上経過した【未対応】の応募者がいる場合にメールで通知します。

CSVを用いた求人の一括掲載が可能になります。
現在、【複製】を用いることで複数の求人を効率よく作成することが出来ますが、
100件単位の求人作成は困難となっています。
CSVを用いることで短時間で効率よく掲載が行えるようになります。

今後追加される機能① 応募者対応メモ

応募者の管理ページ上に、応募者ごとにコメントを残すことが出来るようになります。
・対応状況の把握
・採用担当者が2名以上いる場合の引継ぎ
といった際にご活用いただけます。



よくあるご質問

Q

A

掲載課金プランで途中解約した場合の返金はありますか？

掲載課金プランは途中解約ができないため、返金対応も出来かねます。掲載求人の停止は
管理画面から24時間可能となっています。

Q

A

掲載できない求人はありますか？

一例として風俗店営業や性的サービス、賭博行為に関わるようもの。ECサイト運営に関わる
在宅ワークは掲載できません。詳細は掲載ガイドラインを確認してください。

Q

A

プランの切り替えは可能ですか？

採用課金プラン⇒掲載課金プランへの切り替えはいつでも可能です。
ただし、未対応の応募者が残っている場合は切り替えできません。
掲載課金プラン⇒採用課金プランへの切り替えは、掲載期間が終了してから行うことができます。

Q

A

より詳細なお話が聞きたいです。

求人ドットサポートデスクにてZoom・Skypeを利用した打ち合わせを行わせていただきます。
ご希望の方は、メール・問い合わせフォームからお問い合わせください。

Q

A

採用課金プランで採用後に退職された場合の返金はありますか？

退職時の返金はできかねます、予めご了承ください。

Q

A

求人広告を複数作成したいのですが作るのが面倒です。

「求人情報を編集する」より、複製を選んでいただくと作成済みの求人情報を反映させた上で
あたらしく求人広告を作成することができます。

Q

A

求人を作成してからどれくらいで提携媒体に掲載されますか？

掲載開始後48時間以内に提携媒体上での掲載が行われます。



社名 キャリアネクスト株式会社

設立 2016年3月

資本金 2,000万円

代表者 新倉 俊朗

従業員数 47名

事業内容

人材派遣事業 （派 １４－３０３０２１）
人材紹介事業 （１４－ユ－３０１４５１）
登録支援機関 （２０登－００４０２５）
求人サイト運営
請負事業
翻訳・通訳事業

所在地 神奈川県相模原市中央区横山2-16-4 西野ビル2B

会社URL https://careernext.jp

運営会社


