
doda SERVICE GUIDE BOOK

 掲載料金

求人企画タイプ
通常原稿 dodaチケット6

（35%OFF）
dodaチケット3
（30%OFF）

dodaチケット2
（15%OFF ）料金（4週間）

Eタイプ 150万円 585万円（1原稿 97.5万円） 315万円 （1原稿 105万円） 255万円 （1原稿 127.5万円）

Dタイプ 100万円 390万円（1原稿 65万円） 210万円 （1原稿 70万円） 170万円 （1原稿 85万円）

Cタイプ 60万円 234万円（1原稿 39万円） 126万円 （1原稿 42万円） 102万円 （1原稿 51万円）

Bタイプ 40万円 156万円（1原稿 26万円） 84万円 （1原稿 28万円） 68万円 （1原稿 34万円）

Aタイプ 25万円 97,5万円（1原稿 16.25万円） 52.5万円 （1原稿 17.5万円） 42.5万円 （1原稿 21.25万円）

プレミア Eタイプ 180万円 702万円（1原稿 117万円） 378万円 （1原稿 126万円） 306万円 （1原稿 153万円）

プレミア Dタイプ 120万円 468万円（1原稿 78万円） 252万円 （1原稿 84万円） 204万円 （1原稿 102万円）

プレミア Cタイプ 80万円 312万円（1原稿 52万円） 168万円 （1原稿 56万円） 136万円 （1原稿 68万円）

プレミア Bタイプ 50万円 195万円（1原稿 32.5万円） 105万円 （1原稿 35万円） 85万円 （1原稿 42.5万円）

※求人原稿の掲載開始日は月曜日、木曜日の週2回です。
※参画単位は1社（1事業所）･1職種･1雇用形態ごととなります。（複数の職種･雇用形態で、1つの求人企画としての参画は不可とさせていただきます。）
※インタビュー･撮影を行う場所が弊社所定の地域外となる場合は、規定の交通費･宿泊費･諸経費などをご請求させていただきます。
※dodaチケットの利用可能期間は、申込日から1年以内です。

個人情報保護について
■  応募者情報は個人情報を含みます。個人情報の取り扱いには、十分ご注意ください。
■   パーソルキャリア株式会社は貴社と応募者間の個人情報に関するトラブルについて、
 　一切の責任を負いません。
■ 貴社の採用活動以外の目的にはご利用なさらないようにお願いします。
■ 紛失などにはご注意いただき、漏洩の危険があることは避けてください。

ご利用にあたっての注意点
■ このパンフレットで使用している画像はすべてイメージです。
■ デザイン・商品・価格などは予告なく変更する場合がございます。
■ システムメンテナンスのため、サーバーを停止させることがございます。ご了承ください。

 会社説明会ページ
商品名 料金 表示

会社説明会ページ 20万円 4週間掲載

 D Mサービス

商品名 配信数 料金

ターゲットメール

3,600通 80万円

2,400通 60万円

1,200通 40万円

600通 30万円

300通 20万円

150通 15万円

※ターゲットメール：貴社への直接の応募となります。
※料金には、基本設定費および通数分の配信費を含みます。
※メール配信は、求人原稿の掲載期間中のみ可能です。
※同一料金内で2ターゲット（検索条件）まで配信可能です。

 修正 ･リニューアル料金
商品名 料金 単位 備考

修正 5万円 １ページ 原稿作成を伴わない情報修正、
撮影を伴わない写真の差し替え

リニューアル 10万円 １ページ 原稿作成を伴う情報修正、
撮影を伴う写真の差し替え

※Pick up!ページの修正については、別途お見積もりとなります。
※写真以外の画像の修正・リニューアルについては、別途お見積もりとなります。
※取材レポートにおける、「コンセプト」の差し替えは不可とさせていただきます。
※全ページに共通する「会社名」「募集職種名」「検索フラグ」の修正・リニューアルに関しましても、
　上記の費用が発生いたします。

■ 掲載価格はすべて税抜き表示です。

 doda R e c ru i t e rs

商品名 配信数 利用期間 料金

ライト 最大400通 8週間 80万円

スタンダード 最大1,000通 24週間 180万円

プレミアム 最大2,000通 48週間 330万円

※doda Recruitersのスカウトメールはすべて面接確約となります。
※貴社の採用状況・採用計画に応じて特別プランのご提供も可能ですのでお問い合わせください。

 バナー
商品名 料金（1週間） 表示

エリアロゴバナー 30万円 各エリア2社表示（全9エリア）

新着テキストバナー 40万円 新着求人一覧ページ（6枠/週）

※ 枠限定であるバナー広告は、掲載開始日から起算して7日前から前日までにキャンセルの場合、バナー広告掲載
料の100%、8日から14日前までにキャンセルの場合、バナー広告掲載料の50%をキャンセル料として申し受けま
す。

 doda プライム
利用期間 料金

4週間 E原稿料金+10万円

8週間 E原稿料金+15万円

12週間 E原稿料金+20万円

※E原稿と併せて、制作・校了を行います。
※原稿・動画一方のみの校了と掲載は出来ないため、ご了承ください。
※ 修正については、料金は、Pick up!ページと同一規定とし（別途お見積もり）、動画単体での修正は不可とさせて  
いただきます。
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パーソルキャリアは
プライバシーマークを
取得しています

doda求人情報サービスに関するお問い合わせは、担当営業または下記まで。



積極的なプロモーション展開！

即戦力採用を実現！
専門性を持った転職希望者にアプローチ！！

多面的なプロモーション展開で、転職潜在層から顕在層まで幅広くリーチします。

求人情報サービス･人材紹介サービスを同一ブランドで

提供しているため、幅広い業種･職種で専門性を持った

転職希望者にアプローチすることが可能です。豊富な母

集団が、貴社にマッチした即戦力人材の採用可能性を高

めます。

591万人※の doda会員が閲覧するプラットフォーム  （※2020年12月末時点での累計）

幅広い業種・職種、年齢層の転職希望者が貴社の求人情報にアクセス！ 勢いのある若手・中堅層が中心！

職種業種

販売・サービス職 22.9%

営業職 18.6%

事務・アシスタント 14.6%

技術職（機械・電気） 8.1%

企画・管理 7.6%

技術職・専門職
（建設・建築・不動産・プラント・工場） 6.0%

技術職
（SE・インフラエンジニア・Webエンジニア） 5.6%

クリエイター・クリエイティブ職 4.1%

医療系専門職 3.8%

公務員・教員・農林水産関連職 3.3%

技術職（化学・素材・化粧品・トイレタリー） 1.8%

技術職（食品・香料・飼料） 1.7%

専門職（コンサルティングファーム・専門事
務所・監査法人） 0.8%

金融系専門職 0.5%

技術職（組み込みソフトウェア） 0.4%

サービス 30.3%

メーカー 16.5%

その他 12.8%

小売／外食 12.7%

IT／通信／インターネット 7.2%

メディカル 6.0%

メディア 5.4%

金融 4.9%

商社／流通 4.3%

応募を促進するサイト機能

※サイトの画像イメージは実際と異なる場合がございます。

レコメンド機能

ユーザーの志向性に合わせて求人を表示します。マッチング精度を高めた上で、応募を 

促進する機能です。

スマートフォンサイト

スマートフォンでも求人をご案内しています。忙しいビジネ
スパーソンのニーズに応えた設計で、求人の発見率、閲覧
数を高めます。

doda  トップページ（ログイン後）
ユーザーが登録している条件に合った求人情報を表示します。

1P O I N T

2P O I N T

3P O I N T

4P O I N T

年齢

23.9％24歳以下

30.2％25-29 歳

16.6％30-34 歳

10.0％35-39 歳

19.3％40歳以上

…  ビジネスパーソンを中心にWe b上で動画を放映していきます。動 画 広 告

…   ビジネスパーソンの生活導線である電車内や駅構内に、 
動画広告と連動した広告を展開しています。

交 通 広 告

…   転職潜在層から顕在層まで幅広いターゲットに向け、 
最適なメディア・タイミングでのプロモーションを実施し
会員登録・求人への応募を促進しています。

We b広告

※  2020年 7月～2020年 12月末までにdodaに
新規会員登録いただいた方のデータ。

※ 構成比の合計は、四捨五入の関係で100%になら
ない場合があります。

doda公式アプリは積極的な集客、UI改善により、リリース後 1年で応募数は 1000%の急成長。
ユーザーの希望条件にあった新着求人をお知らせする PUSH通知機能や、

求人検索に特化した画面設計で、求人の閲覧数を高めます。

若手・中堅層に強い！スマホアプリ急
・ ・ ・ ・

成長中！！

圧倒的な採用力を誇る、中途採用  のための 求
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
人情報サービス ! !

 応募した求人に近い求人
 閲覧した求人に近い求人
 似た属性の人が応募している求人 など

行動履歴やユーザーの登録内容に応じて
おすすめの求人を表示！

C H E C K！doda転職サイトユーザー 来訪

doda人材紹介ユーザー  来訪

転職
希望者 応募

貴社

dodaサイト

1000％

リリース後 1年で応募数

成
長

9応募が 割
20~30代からの

24歳以下40歳以上

35-39歳

25-29歳30-34歳

年齢別
内訳
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doda求人情報サービス  求人企画タイプ
選べる 5つの求人企画タイプで、伝えたい情報を的確に表現します。

タイプ別掲載内容・料金一覧表

掲載ページ 掲載場所 Eタイプ Dタイプ Cタイプ Bタイプ Aタイプ

検索一覧
画面

画像/サイズ 加工可
 395×283px

加工可
 395×283px

加工不可
 260×195px

加工不可
 260×195px ―

表示順位 1 2 3 4 5

募集要項

Pickup!ページ 〇 ― ― ― ―

メッセージブロック ― 500文字
画像1点

500文字
画像1点

500文字
画像1点 ―

企業からのメッセージ ― ― ― ― 150文字
画像1点

フリー項目 3項目 3項目 2項目 1項目 1項目

取材レポート 〇 〇 〇 ― ―

社員インタビュー 3人 3人 2人 1人 ―

企業イメージ写真 3枚 3枚 3枚 3枚 ―

料金
通常 150万円 100万円 60万円 40万円 25万円

プレミア 180万円 120万円 80万円 50万円 ―

サービス説明・ヒアリング

採用計画や求人内容、採用条件に 

ついて専任の営業担当がヒアリング

します

取材を通じて求人原稿作成に必要

な情報を集めます

毎週月・木曜日が掲載開始日となり

ます（DMサービスについては、指

定いただいた配信日にメール配信と

なります）

お申し込み内容のご確認をお願い

します。また弊社求人情報サイトの

利用規約に同意いただきます

制作した求人原稿の内容をご確認

いただき、誤りや不備がなければご

承認をいただきます

お申し込み 求人原稿のご承認取材（Ｃタイプ以上） 掲載 応募者へのご対応・ご採用

S T A R T F I N I S H

1 2 3 4 5 6最短 1 週間 !
求人の魅力を最大限に引き出す掲載フロー

お申し込みをいただいたら、まずは求人についてのヒアリングからスタートします。

採用に関して課題がある場合には、知識豊富な専任の営業担当が採用フローや貴社

PRなど、課題解決のためのアドバイス・提案をさせていただきます。その後、要件

が固まったら取材へと移ります。綿密な取材を通して、何を打ち出すのが効果的か、

ターゲットの心をつかむ原稿を制作していきます。

※掲載期間は 4週間となります。  ※掲載価格はすべて税抜き表示です。

dodaプライム
従来の P i c k u p !ページを動画化し、求人原稿と併せて掲載するサービスです。
短い動画で求人内容が理解できるため、貴社の魅力をよりユーザーに訴求
することができます。

掲載期間中に 2回新着求人扱いとなるため、
応募効果の向上が期待できる商品です。
※ 制作、取材、校了は1回とさせていただきます。※  Aタイプのプレミア原稿はありません。

プレミア原稿

1 週目 2 週目 3 週目 4 週目

通 常 原 稿

プレミア原稿

掲載期間

掲載期間 1 NEWNEW

NEW

掲載期間 2

掲 載 期 間

＊E原稿と併せてのお申し込みとなります。＊dodaプライム単体でのお申し込みはできません。

N E W ! !

合否判定後、応募者へのご連絡や

各種調整に関しましては、貴社より

ご対応をお願いいたします

企画
タイプ

一覧
画面

詳細
画面

B／プレミアB A

メッセージ
ブロック
500文字

募集要項

イメージ
写真
3枚

社員
インタビュー
1人

写真
メッセージ
ブロックから
流用

求人要約

写真なし

募集要項

企業からの
メッセージ
150文字

D／プレミアD

オリジナル
画像

メッセージ
ブロック
500文字

募集要項

イメージ
写真
3枚

求人要約

社員
インタビュー
3人

取材
レポート

C／プレミアC

メッセージ
ブロック
500文字

募集要項

イメージ
写真
3枚

写真
メッセージ
ブロックから
流用

求人要約

社員
インタビュー
2人

取材
レポート

E／プレミアE

オリジナル
画像

Pick up!ページ（E原稿限定）

募集要項

社員
インタビュー
3人

取材
レポート

イメージ
写真
3枚

求人要約

3 4



注目度の高い、新着求人一覧からの強力な導線

新着テキストバナー
貴社の魅力をキャッチコピーで P Rし、貴社求人原稿への誘導を行います。
閲覧性の高い、掲載開始 1 週間以内の求人原稿を集めた｢新着求人一覧ページ」に表示することで、
発見率を高めることができます。

地域を絞って求人情報を探す転職希望者へアプローチ

エリアロゴバナー
9つのエリア専用ページにバナー広告をご用意しています。
地域を絞って探す転職希望者に向けて、貴社求人原稿の発見率を高め、より効果的な訴求をすることができます。
【展開エリア】　北海道／東北／関東／北信越／東海／関西／中国 ･ 四国／九州 ･ 沖縄／海外

貴社への理解を促し、会社説明会の集客力を高める

会社説明会ページ
貴社が開催する直近 3カ月の会社説明会をすべて掲載し、貴社説明会の集客に貢献します。
すべての貴社求人原稿に掲載するだけでなく、d o d aトップページから会社説明会ページへの導線もご用意。
集客効果を最大化します。

ターゲット層への D M配信 求人原稿への誘導 /応募促進 貴社への直接応募 貴社による選考、採用

1 2 3 4

ダイレクトメール ターゲット誘導

dodaスカウト会員数
約202万人から厳選したターゲット
（2020年12月末時点の累計会員登録数）

doda
担当者

貴社
求人原稿

dodaスカウト会員数
データベース

DM＋求人原稿により

貴社求人へのご応募を促し、

応募へ誘導します

配信ターゲットは

事前に貴社とすり合わせ

させていただきます

D Mサービス D Mサービスは、約 2 0 2 万人（2020年12月末時点の累計）の d o d aスカウト会員の中から、
貴社の求める経験・スキルを満たす人材にアプローチし、貴社のメッセージを届けます。

厳選した採用ターゲットにアプローチ

各職種週 2社限定！
職種内のどの求人よりも上に表示される
ため、貴社求人の発見率を高めます。

C H E C K！

職種 P R バナー
営業職、I T系技術職、販売サービス職、機電系技術職、企画管理職、事務アシスタント、建築設備系技術職
の計 7 職種が対象。閲覧性の高い、「職種検索一覧ページ」のトップに表示することで、発見率を高めること
ができます。

原稿のアプローチ力を高める

doda求人情報サービス  オプション

採用コストの削減に

d o d a チケット
年間の採用コストをトータルで削減することができ、効率的な採用計画を可能にする商品です。
複数職種の採用はもちろん、年間を通じた採用をお考えの場合にも、効果的に活用いただけ  
ます。掲載時期が確定していない場合や、連続掲載を行わない場合にもご利用可能です。

最大
35%OFF

※dodaチケットの利用可能期間は、申込日から1年以内です。
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＊2020年度は新型コロナウイルス感染症の国内における感染状況を踏まえ、感染拡大抑止の観点から未実施

doda転職フェア doda転職フェア  セレクト
多くの転職希望者と会って P R 求める人材に効率的に P R

４つの利用メリット

過去開催テーマ

エンジニアなどの専門職から、若手・第二新卒の採用まで、多岐にわたるテーマで開催しています。

全国各エリアで実施しているため、就業予定地に近い会場で面談を行うことが可能です。

doda転職フェア セレクトは、厳選された採用ターゲットのみと直接会って話せる、全国各エリアで開催中のイベントです。

開催ごとにテーマを設定し、テーマに応じた要件のもと、dodaによるスクリーニングを実施。

要件に合致した転職希望者のみを集客するため、効率的な採用活動が可能です。

当日面談の場で次回面接設定を
行い、選考期間の短縮が可能！約
2週間で面談～採用成功が実現！

テーマに応じた要件で事前登録者
をスクリーニングするため、効率的
な面談が可能です。

開催テーマにマッチした転職希望
者のみが来場するため、効率的な
面談が可能です。

  Web・オープン系エンジニア

  インフラエンジニア

  上流工程に携わるエンジニア

  IT業界の PM・PL

  ITパスポート保持者

  モノづくりエンジニア

  組み込みエンジニア

  機械設計

  整備士

  建築・設備・土木施工管理

  Webディレクター

  ITコンサルタント

  ゲームクリエイター

  データサイエンティスト

  ITセールス

  若手・第二新卒

  女性

  不動産営業

  ミドル世代

  販売・接客

IT系 モノづくり系 販売、営業、その他

応募前の転職希望者に
直接会える！

幅広いデータベースから
参加者を厳選！

選考期間の
短縮が可能！

採用ターゲット
とのみ面談！

来場者は経験豊富な即戦力が中心

大規模なプロモーションや講演などの集客施策により、dodaサービス会員はもちろん、dodaサービス会員以外からも多くの転職希望者が来場します。

20代後半から30代の転職希望者が過半数。第二新卒からマネジメント経験のある転職者まで、あらゆる層を集客します。

他の転職サイトではリーチできない即戦力人材へアプローチ

3日間の開催で10,399人（2019年 7月東京開催実績）の転職希望者を動員する国内最大規模の転職フェアです。

1ブースの1日平均面談人数は 41.6人（2019年 7月東京開催実績）。出展企業、転職希望者の双方が満足できる出会いを提供します。

マッチングサポート機能で多くの出会いを実現

貴社の求める人材の要件を設定すると、事前登録者のマイページに訪問歓迎の通知が自動で届く、新サービスです。

採用要件に合った来場者がブースに訪問する確率を大幅に高めることができます。

専用システムから、「スキル」「経歴」など貴社
の求める人材の要件を設定していただきます。
要件に合致した事前登録者のマイページに訪
問歓迎の通知が届きます。

当日ブース来訪者が訪問歓迎の通知を受
け取っている方かを専用システムで知る
ことができます。貴社に合致した人が一
目でわかるためスムーズに面談をしてい
ただけます。

対象要件を設定 ブースで面談1 2ST E P ST E P  学歴

  職歴（業種）、職歴（職種）

  転職回数、勤務状況

  スキル、保有資格

  雇用形態、年収

※2019年 7月東京開催実績
※構成比の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります。

591万人※以上の doda会員に加え、
幅広いデータベースからテーマに合致する人材を厳選！ （※2020年 12月末時点での累計）

約591万人（2020年12月末時点
での累計）のdoda会員はもちろん、
doda会員外からも集客、母集団を
最大化します。

（2017年 4月～ 2021年 1月開催の一部を抜粋）

！

約6割が
新規転職希望者

来場回数

転職経験1回以下の
来場者が約半数

さまざまな職種の
転職希望者が来場

約半数が20代後半～
30代前半

転職経験職種 年齢

20～24歳
13.1%

25～29歳
26.8%

30～34歳
20.2%

35～39歳
14.5%

40～44歳
10.5%

19歳以下
0.1%

営業
22.1%

企画・管理
10.4%

事務・
アシスタント
15.6%

販売・
サービス
17.0%

その他 3.0%
クリエイティブ 3.6%
専門職 1.4%

建築・土木 4.2%
医療・化学・食品 
4.7%
モノづくり系
エンジニア
7.0%

IT系
エンジニア
11.2%

なし
29.8%

1回
20.1%2回

16.6%

3回以上
33.6%

初めて
62.6%

2回目
18.8%

3回目
8.1%

4回目 2.7%
5回目以上7.7%

45歳以上
15.0%

doda会員
データベース

Web事前登録 スクリーニング 来場 面談

開催テーマにマッチした人材を厳選

開催テーマにマッチした転職希望者が来場

３日間の開催で 10 , 3 9 9 人の転職希望者を動員 平均面談人数  84.2 人！！（2 日間出展の場合）

100人以上
38.5%

70人以上
100人未満
23.1%

50人未満
23.1%

50人以上
70人未満
15.4%

エリア 開催時期 会場 来場者数 出展企業 開催日数

東京 2019年7月 プリズムホール 10,399人 298社 3日

大阪 2019年6月 ハービスホール 4,473人 170社 3日

名古屋 2019年7月 ウインクあいち 1,746人 99社 2日

福岡 2019年6月 JR九州ホール 1,224人 78社 2日

※2019年 7月東京開催実績
※構成比の合計は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります。
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doda A ss i s t
中途採用業務全般を一元管理できる無料システム

doda求人情報サービス、doda人材紹介サービス、doda Recruitersをご利用の場合、中途採用業務全般を一元管理できるシステム「doda Assist」を無

料でご提供します。選考・応募者情報・人材紹介会社の管理機能や、メッセージ機能、doda Recruitersのご利用によるスカウト機能などがあり、採用業務

を効率よく管理できます。

doda Recrui ters
求める人材を直接ハンティング

採用力強化のための豊富なサポート

最短 1日のスピード面接設定が可能なフロー

データベースの中からあらかじめ採用候補者を選んでスカウトメールを送るため、採用候補者から返信があり次第、すぐに面接設定に入れます。

だからこそ、利用開始日から最短 1日で初回の面接設定が可能、素早い対応が転職希望者の意向UPにもつながります。

※「doda Recrui ters」はご利用開始前から、求人票／スカウトメール作成・配信予約／採用候補者検索に着手いただけます。

S U P P O R T  01 採用成功をご支援する d o d a  R e c r u i t e r s 専属 d Rトレーナー

S U P P O R T  0 2 リクルーター・アカデミー

日本最大級 2 0 2 万人規模のデータベースにアクセスできる

doda Recrui ters専属 dRトレーナーが、ダイレクト・ソーシングの専門的な知識とノウハウを活かし、貴社採用成功までサポートします。

採用の専門家によるオリジナル講座を、セミナー参加型・Web視聴型と2つの方法で無料で受講いただけます。

採用課題に応じたテーマで年間 50講座を開催中です。
※上記開講内容は時期によって異なる場合がございます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

dodaの持つ日本最大級の dodaスカウト会員データベース約 202万人（2020年 12月末時点の累計）の閲覧が可能。登録情報から、自社の求める条件に

合う転職希望者を直接検索し、ピンポイントでアプローチできます。職種やスキル、居住地、年収、資格など多種多様な条件を確認した上で、直接スカウト

メールが送れるダイレクト・ソーシングサービスです。

他媒体データ取り込み機能 人材紹介会社の管理機能

中途採用業務全般

doda Recruiters

スカウト機能

求人票作成機能

応募者管理機能

メッセージ機能

doda 求人情報サービスdoda 人材紹介サービス

原稿確認機能

応募者管理機能

メッセージ機能

求人管理機能

応募者管理機能

面接調整機能

入社条件確認機能

doda Recruiters
(ダイレクト・ソーシングサービス）

スカウトメール

応募

転職希望者求人企業

人材紹介サービス

求人サイトサービス

人材会社が仲介

doda Recruiters なら最短1日！！

お申し込み 求人票作成 転職希望者
検索

スカウトメール
作成・配信

面接 採用

求人票作成の手引きや
サポートシステムが
あるため、スムーズに
利用開始可能

転職希望者にあわせて
スカウトメールの内容を
個別に記載可能。
効果的なアプローチに！

求人票作成の手引きや
サポートシステムが
あるため、スムーズに
利用開始可能

dodaスカウト会員
データベースにアクセス、
採用したい転職希望者を
検索できます。

採用力向上に向け、
専任講師が全面バックアップ

母集団形成 スカウト文面

面接スキル クロージング

ブランディング 採用体制

自社の採用課題に応じて、
参加いただけます

アカデミー受講企業の
採用決定率は 2 .1倍！
即効性のある講座として、

既に500社が活用しています

アカデミー未利用 アカデミー利用
doda Recrui tersをご利用いただければ、
無料で何度でもご参加いただけます。
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