








■ 2原稿活用の３つのメリット

① より採用ターゲットに合わせた原稿作成が可能。訴求力を高めます。

② 原稿ごとにAIマッチングを搭載。見てもらいたいユーザーへ原稿を届けます。

③ 原稿ごとに職種カテゴリーを設定、TOPページから原稿までの導線を強化します。

① より採用ターゲットに合わせた原稿作成が可能。訴求力を高めます。

② 原稿ごとにAIマッチングを搭載。見てもらいたいユーザーへ原稿を届けます。

③ 原稿ごとに職種カテゴリーを設定、TOPページから原稿までの導線を強化します。

① 職種で分ける① 職種で分ける
全く異なる2職種の掲載でコスト削減も可能です。全く異なる2職種の掲載でコスト削減も可能です。

② 経験・未経験で分ける② 経験・未経験で分ける

③ 案件で分ける③ 案件で分ける ④ 勤務地で分ける④ 勤務地で分ける

⑤ 仕事のやりがいで分ける⑤ 仕事のやりがいで分ける

営業 事務 ベテラン
SE

若手未経験
PG

A案件
例：自社開発 例：客先常駐

B案件 関東 地方

稼げる訴求
営業職採用

商品の
優位性訴求

1度の掲載で、より幅広い層にリーチすることができます。1度の掲載で、より幅広い層にリーチすることができます。

AとBで異なるスキル・経験者にアプローチすることが可能です。AとBで異なるスキル・経験者にアプローチすることが可能です。

同じ職種でもどんなやりがいを求めているかで分けることで、
ターゲットへの訴求効果を高めることができます。
同じ職種でもどんなやりがいを求めているかで分けることで、
ターゲットへの訴求効果を高めることができます。

それぞれの勤務先の特徴や待遇を掲載できます。それぞれの勤務先の特徴や待遇を掲載できます。

営業職採用

■　職種カテゴリー

※業種コードは1企業につき、該当する業種であれば最大5業種まで設定可能です

Aカテゴリー Bカテゴリー

オープン・Web系（SE）
制御・ファームウェア・組込系（SE）
汎用機系（SE）
パッケージソフト開発（SE）
オープン・Web系（アプリ開発）
制御・ファームウェア・組込系（アプリ開発）
オープン・Web系（PG）
制御・ファームウェア・組込系（PG）
汎用機系（PG）
パッケージソフト開発（PG）
データベース設計・構築（オープン・Web系）
データベース設計・構築（汎用機系）
データベース運用・管理
ネットワーク設計・構築
ネットワーク運用・監視
ネットワーク・サーバ運用・保守
サーバ設計・構築
通信インフラ設計・構築（有線・無線系）
通信インフラ施工・保守・運用
テクニカルサポート（ソフトウェア）
テクニカルサポート（ネットワーク）
システム保守・運用オペレーター
システム導入・運用トレーナー
社内SE
テスター・テストエンジニア
フロントエンド・マークアップエンジニア
その他IT・通信・Webエンジニア関連職

システム
エンジニア（SE）

アプリケーション
開発エンジニア

プログラマー（PG）

データベース・サーバ・
ネットワークエンジニア

通信インフラ系
エンジニア

テクニカルサポート・
カスタマーサポート

社内SE、テスター、
その他

IT・通信・Webエンジニア
企画営業、コンサルティング営業（法人向け）
企画営業、コンサルティング営業（個人向け）
技術営業
内勤営業
ルート営業
海外営業
MR
営業管理・営業マネージャー
キャリアカウンセラー・人材派遣コーディネーター
その他営業職
コールセンタースーパーバイザー（運営・管理）
ヘルプデスク・カスタマーサポート
テレフォンオペレーター、テレフォンアポインター

営業・企画営業

コールセンタースタッフ・
カスタマーサポート

営業系

店舗開発
スーパーバイザー、エリアマネージャー、店長
販売、サービス、飲食関連スタッフ
ホールスタッフ・調理補助
ラウンダー
介護・福祉
マンション管理員・マンションコンシェルジュ
理美容・エステ関連職
旅行・ホテル・ブライダル関連職
警備員・清掃
その他 販売員・サービススタッフ関連職
パーソナルトレーナー・講師・インストラクター
その他専門職（医療、介護、看護、美容等）
教室長・スクールマネージャー
翻訳・通訳
タクシードライバー・その他ドライバー
メカニック・整備士

販売員・サービススタッフ

インストラクター・
ドライバー・
メカニック・その他

販売員・サービススタッフ系

化学・素材系研究開発
化学・素材系製品開発
その他素材・化学関連技術者
バイオ・食品・医薬系研究開発
バイオ・食品・医薬系製造開発
その他医薬・バイオ・食品関連職

化学・バイオ関連職

化学・バイオ関連職

建築・設備設計、プラント設計、施工管理
土木設計・施工管理
CADオペレーター、その他技術関連職
その他建築・設備、土木関連技術者

土木設計、建築・設備設計

土木設計、建築・設備設計

オープン・Web系（PM・PL）
制御・ファームウェア・組込系（PM・PL）
汎用機系（PM・PL）
パッケージソフト開発（PM・PL）
ITアーキテクト
システムコンサルタント
SAP・ERP導入コンサルタント
セキュリティエンジニア・コンサルタント
プリセールス・セールスエンジニア

プロジェクトマネージャー（PM）・
リーダー（PL）

ITコンサル・プリセールス

プロジェクトマネージャー・ITコンサル

要求分析、システム設計
デジタル回路設計
アナログ回路設計
メカトロニクス関連技術者
システムLSI設計
デジタルIC設計
アナログIC設計
プロセス開発
光学機器設計・開発
機械・機構設計（自動車、輸送機器、装置、各種部品）
機械・機構設計（電子・精密機器）
電気通信機器設計・開発
金型設計
生産技術エンジニア
品質管理・保証（技術系）
生産管理（技術系）
セールスエンジニア
サービスエンジニア
FAE、サポートエンジニア
基礎・応用研究・研究開発
工業デザイナー
その他　電子・電気技術・メカトロ技術関連職

回路・システム設計、
メカトロニクス関連技術者

半導体エンジニア

光学技術エンジニア

機械・機構設計、金型設計

生産技術、品質・生産管理

セールス・
サービスエンジニア

基礎・応用研究、
工業デザイナー、その他

電子・電気技術・メカトロ技術者

戦略・経営コンサルタント
財務・会計コンサルタント
組織・人事コンサルタント
生産・物流コンサルタント
営業・マーケティングコンサルタント
金融アナリスト、トレーダー、商品開発
ファイナンシャルプランナー、資産運用
その他金融関連専門職
不動産関連専門職
物流関連職
税理士、公認会計士、弁護士
特許調査・特許技術者
テクニカルライター
その他 コンサルタント・専門職

ビジネスコンサルタント

専門職

ビジネスコンサルタント・専門職

総務
経営企画・事業企画
人事・労務管理
経理
会計・財務
知的財産・法務
購買・資材調達
生産、品質管理（事務系）
一般事務、営業事務、貿易事務
営業アシスタント
秘書・受付事務
その他 事務・管理部門系関連職

管理部門系

事務系

事務・管理部門系

マーケティング、営業企画
Webマーケティング（Web広告/SEMなど）
リサーチャー・データサイエンティスト
商品開発・商品企画
バイヤー・マーチャンダイザー
広報・IR
その他 企画・マーケティング関連職

企画・マーケティング系

企画・マーケティング系

Webディレクター・Webプロデューサー
Webデザイナー・コーダー・コンテンツ企画
ゲームクリエイター・ゲームプランナー
編集・ライター
制作進行管理
出版、広告、印刷関連
ファッションデザイナー、パタンナー
グラフィックデザイナー・イラストレーター
ファッション、インテリア関連
映像、音響、イベント関連
店舗・空間デザイナー
その他クリエイティブ関連

Web・インターネット関連

その他クリエイティブ関連

クリエイティブ系

■　スマホ版職種検索ページ（イメージ）

大分類11種／中分類29種／小分類143種

大分類を選択 中分類を選択 小分類を選択
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