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掲載料金

とらばーゆは採用難易度に応じた職種別価格となっています。

ファッション 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 シンプル ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

ファッション・アパレル・コスメ
販売・ショップスタッフ/マネージャー・
店長・店長候補/デザイナー /パタンナー
/バイヤー・仕入れ業務/MD・マーチャン
ダイザー /スタイリスト/生産管理/在庫管
理・商品管理/その他

ファッション
特別企画

関東版
2週間 − ¥150,000 ¥250,000 ¥450,000

＋

¥50,000

4週間 ¥137,000 ¥200,000 ¥330,000 ¥590,000 ¥75,000

関西版
2週間 − ¥120,000 ¥200,000 ¥360,000 ¥40,000

4週間 ¥109,000 ¥160,000 ¥260,000 ¥470,000 ¥60,000

東海版
2週間 − ¥90,000 ¥150,000 ¥270,000 ¥30,000

4週間 ¥82,000 ¥120,000 ¥200,000 ¥350,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 − ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。4週間掲載をご購入の場合、1週目と3週目に特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。

全 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

すべての募集職種に対応

基本企画

関東版
1週間 ¥150,000 ¥250,000 ¥450,000

＋

¥50,000

2週間 ¥230,000 ¥380,000 ¥690,000 ¥75,000

関西版
1週間 ¥120,000 ¥200,000 ¥360,000 ¥40,000

2週間 ¥180,000 ¥310,000 ¥550,000 ¥60,000

東海版
1週間 ¥90,000 ¥150,000 ¥270,000 ¥30,000

2週間 ¥140,000 ¥230,000 ¥410,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。

販 売 サービ ス・営 業 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 シンプル ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

販売・サービス
雑貨・生活小物販売/家電・携帯販売/店
長・マネージャー（サービス業関連）/フ
ロント（宿泊施設）/冠婚葬祭関係職種/
その他ブライダル系職種/その他※

営業
営業関連派遣職/内勤営業／カウンター
セールス/営業・企画営業（法人対象）/
営業・企画営業（個人対象）/派遣コーディ
ネーター／キャリアカウンセラー /MR・
MS/テレフォンアポインター /営業アシス
タント/ルートセールス/その他営業関連
職

販売サービス・
営業特別企画

関東版
2週間 − ¥150,000 ¥250,000 ¥450,000

＋

¥50,000

4週間 ¥137,000 ¥200,000 ¥330,000 ¥590,000 ¥75,000

関西版
2週間 − ¥120,000 ¥200,000 ¥360,000 ¥40,000

4週間 ¥109,000 ¥160,000 ¥260,000 ¥470,000 ¥60,000

東海版
2週間 − ¥90,000 ¥150,000 ¥270,000 ¥30,000

4週間 ¥82,000 ¥120,000 ¥200,000 ¥350,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 − ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

※その他販売サービス職については担当営業までお問い合わせください。
●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。4週間掲載をご購入の場合、1週目と3週目に特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。
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●ご掲載料金の他に、原稿作成に関わる写真撮影料金・イラスト作成料金が発生する場合があります。●ご掲載料金に消費税は含まれておりません。
●ご掲載料金には制作進行料金が含まれております。●オプション商品には事前エントリールールがあります。●オプション商品には参画枠数に制限
があります。●ベーシックフリーとオプション商品を別々にご購入の場合、割引の対象外となりますのでご注意ください。●オプション商品は、スマー
トフォン・とらばーゆ（本体）へは転載されません。●再チャレ企画は、基本企画掲載開始日の３か月後の同日より前の掲載開始号までが対象となり
ます。●再チャレ企画は、有効期限内であれば何度でも、同一版かつ同一原稿サイズで掲載できます。

看 護 師 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 シンプル ライト ベーシック ベーシックフリー ベーシックフリー＋

TOPページテキスト
ベーシックフリー＋
TOPページバナー

看護
看護師／准看護師／看護助手／助産師
／保健師
※上記看護職をメインとした医療系職種
の募集が可能です

基本企画
関東版

2週間

−

¥90,000 ¥160,000 ¥300,000 ¥440,000 ¥580,000

再チャレ企画 ¥45,000 ¥80,000 ¥150,000 ¥220,000 ¥290,000

基本企画
関西版

¥70,000 ¥130,000 ¥250,000 ¥370,000 ¥490,000

再チャレ企画 ¥35,000 ¥65,000 ¥125,000 ¥185,000 ¥245,000

基本企画
東海版

¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥310,000 ¥410,000

再チャレ企画 ¥30,000 ¥55,000 ¥105,000 ¥155,000 ¥205,000

基本企画
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、九州・沖縄版
¥27,000 ¥39,000 ¥68,000 ¥124,000

− −
再チャレ企画 ¥13,500 ¥19,500 ¥34,000 ¥62,000

●特集は１週目のみ参画が可能です。

美 容 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

ビューティー特別企画
エステ・ネイル・リラク

ネイリスト/エステティシャン/リフレクソ
ロジスト・セラピスト/まつげ施術スタッフ
/レセプショニスト・受付/店長・マネー
ジャー /その他

美容師・ヘアサロン
美容師・理容師・スタイリスト/アシスタ
ント・中間生/レセプショニスト・受付/店長・
マネージャー /ヘアメイク・メイクアップ・
着付け/その他

ビューティー
特別企画

関東版
2週間 ¥90,000 ¥160,000 ¥300,000

＋

¥50,000

4週間 ¥135,000 ¥240,000 ¥450,000 ¥75,000

関西版
2週間 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥40,000

4週間 ¥90,000 ¥165,000 ¥315,000 ¥60,000

東海版
2週間 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥30,000

4週間 ¥90,000 ¥165,000 ¥315,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

美容師特別企画
美容師・ヘアサロンのみ

美容師・理容師・スタイリスト/アシスタ
ント・中間生（美容師系）/レセプショニ
スト・受付（美容師系）/店長・マネージャー

（美容師系）/ヘアメイク・メイクアップ・
着付け/その他

美容師
特別企画

関東版

4週間

¥90,000 ¥160,000 ¥300,000 ¥50,000

関西版 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥40,000

東海版 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥30,000
●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。4週間掲載をご購入の場合、1週目と3週目に特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。

医 療 系 職 種
対象募集職種 企画名 エリア 掲載期間 ライト ベーシック ベーシックフリー 勤務地プラス

医療事務・医療
受付/医療事務/きゅう師・はり師・あん摩
マッサージ指圧師・柔道整復師/臨床検
査技師・臨床工学技士/診療放射線技師/
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士/
眼科助手・眼科検査助手・視能訓練士/
栄養士・管理栄養士/カウンセラー・臨床
心理士/その他

歯科・歯科助手
歯科衛生士・歯科技工士/歯科助手

介護・福祉
ホームヘルパー /サービス提供・管理責
任者/介護福祉士・社会福祉士/ケアマ
ネージャー /医療ソーシャルワーカー・精
神保健福祉士/保育士/その他

薬剤師・医薬
薬剤師/登録販売者/治験コーディネーター

医療
特別企画

関東版
2週間 ¥90,000 ¥160,000 ¥300,000

＋

¥50,000

4週間 ¥135,000 ¥240,000 ¥450,000 ¥75,000

関西版
2週間 ¥70,000 ¥130,000 ¥250,000 ¥40,000

4週間 ¥105,000 ¥195,000 ¥375,000 ¥60,000

東海版
2週間 ¥60,000 ¥110,000 ¥210,000 ¥30,000

4週間 ¥90,000 ¥165,000 ¥315,000 ¥45,000

エリア版
北海道・東北版、甲信越・北陸版、

北関東版、中国・四国版、
九州・沖縄版

2週間 ¥45,000 ¥75,000 ¥135,000 −

●2週間掲載をご購入の場合、1週目のみ特集参画が可能です。4週間掲載をご購入の場合、1週目と3週目に特集参画が可能です。●勤務地プラス商品は同一版内にある勤務地が対象です。版をまたいでの勤務地検索軸設定はできません。

とらば ーゆ 看 護 オプ ション 商 品
エリア 掲載期間 TOPページ

テキスト
TOPページ

バナー

関東版

2週間

¥300,000 ¥500,000

関西版 ¥240,000 ¥400,000

東海版 ¥180,000 ¥300,000

オプ ション 商 品
エリア 掲載期間 TOPページ画像バナー PC TOPページ画像バナー SP TOPページテキストバナー PC 職種別一覧画像バナー PC 職種別一覧テキストバナー SP

関東版

1週間

¥150,000 ¥100,000 ¥90,000 ¥50,000 ¥30,000

関西版 ¥120,000 ¥80,000 ¥72,000 ¥40,000 ¥24,000

東海版 ¥90,000 ¥60,000 ¥54,000 ¥30,000 ¥18,000


