
発行部数 各8万部 発 行 日 毎週日曜日

折込新聞 読売・朝日新聞

発行エリア 横浜市内で3エリア発行。

効果的な配布
毎週新聞に折込、過去の反響実績を基にエリアを作成しており、
最小の経費で最大の効果を実現しています。
（詳細については別途証明書をご用意いたしますのでお問い合わせください）

概要

WEBと連動！

新聞折込求人広告「ディースター CLEAR」と合わせて、
インターネット（PC・スマホ）サイトに掲載することで
効果が拡大します。

見やすく、読みやすい求人情報

圧倒的な見やすさ、読みやすさ
を追求した“新聞折込求人紙”
ミドルシニア、主婦、家族世帯など幅広い世代に見やすく、読みやすさを
追求し、関東では横浜を中心に、関西では大阪・兵庫・京都・奈良を
中心に各エリア8万部、約340万以上の世帯に届けられている、40年以上
の実績を誇る新聞折込求人紙です。

CLEAR

横浜市戸塚区 アパ 店内スタッフ

横浜市戸塚区○○○○○0-0-0（「○○駅」より徒歩○分）
1000-000-0000（受付／0：00～0：00）

スーパーダイシン 戸塚店

★17：00以降は時給100円UP
★6：00～7：30は時給200円UP
★7：30～9：30は時給50円UP
★日・祝はさらに時給100円
※試用期間中は時給1,011円～

車通勤OK！相談のみ（履歴書不要）受付中！
まずはお気軽にお電話下さい。

時間▶6：00～23：00の間で5H～※13：00～は必須
資格▶学生可（大・短・専のみ）、兼業不可（自営業除く） 
　　　※試用期間3ヶ月あり（月間80H以内）
待遇▶昇給有、制服貸与、有給休暇、買物割引制度交通費支給、
　　　車通勤可（当社規定あり） ※試用期間修了後、社会保険適用可能

時給1,250円～

横浜市港北区 ア パ 靴・カバンのクリーニング等

横浜市港北区0-0-00 ○○ビル○階
（東急東横線「○○駅」すぐ）

■独自の技術や洗剤による靴やカバンのクリーニング・修理専門店

70000-000-0000（受付／0時～00時、担当/○○・○○）
靴専門 よこはま店 （株）ダイシン

横浜駅スグのオシャレなお店で働きませんか！
扶養控除内での勤務OK！レギュラー勤務もできます！
未経験の方も丁寧に教えていきます。ご安心下さい♪

時間▶10：00～18：00
待遇▶昇給有、交通費規定内支給、制服貸与、
　　　社員登用制度有
　　　☆主婦・学生・フリーター活躍中
応募▶電話連絡の上、履歴書（写貼）持参下さい。

週3日・1日3時間～で相談に応じます。
あなたに合わせてお仕事できます。

靴・カバンのクリーニングや
接客・レジ等の店舗業務全般 時給1,350円以上 お子様が保育園や

学校に行っている間に
働けますので育児や
家事と両立できます。

複　数 正タクシードライバー

待遇▶制服貸与、車通勤可、有給休暇　応募▶まずはお気軽にお電話下さい ※平日のみ ☆勤務開始日応相談

70000-000-000（担当／○○）［HP］https://www.d-star.co.jp/
大新交通 株式会社 【横浜営業所】横浜市○○○○○○0-00

年齢・性別・経験・学歴等一切不問！
未経験者・転職者・男女・主婦（夫）活躍中！

要普通自動車2種免許 ※養成制度あり（普通免許取得3年以上の方）
★県外から寮希望の方は引っ越し応援金：0万円有
★寮費：30,000円～60,000円（1R、エアコン、ベッド、冷蔵庫完備）
時間▶24h体制（シフト） ★3勤1休・隔勤 ★隔勤できる方歓迎
休日▶〈3勤1休〉月8～10日程度　〈隔勤〉月13日
月給▶【過去3ヶ月平均】380,000円
　　　【過去3ヶ月最高】560,000円
　　　基   本   月   給250,000円＋歩合制

需要拡大によりタクシードライバー20名大募集正タクシードライバー

複　数 パア 警備スタッフ

50代～70代
活躍中です！
日払いOK！
面接交通費支給！！

お弁当支給！！ 経験不問！！

交通誘導・イベント警備

■総合警備業 神奈川県公安委員会認定

㈱大新セキュリティ

待遇▶昇給あり、制服貸与、交通費全額支給、直行直帰、
　　　携帯貸与（希望者のみ）、資格取得支援、資格手当、
　　　残業手当、社会保険完備、給与手渡しOK
応募▶お電話の上、履歴書（写貼）ご持参下さい

［本社］横浜市泉区○○町0-0☎000-000-0000

9,100円～

★月収例▷20万円～30万円可
★研修30H 給料保障［29,490円］

11,000円～

8：00～17：00 20：00～翌5：00

月24勤務以降…………日給2,000円UP
交通誘導警備2級手当……月2,000円UP
資格者配置路線…………日給1,000円UP

▷

日　勤 夜　勤

日給

時間

マンション清掃パ横浜市泉区

午前中だけのお仕事です♪未経験者大歓迎！
丁寧に教えていきますので安心してスタートできます♪

横浜市泉区○○0-00（JR○○駅徒歩○分）

■ビルメンテナンス業

1045-000-0000（採用係）

株式会社 ダイシンリビングコーポレーション

【時間】8：00～16：00 ☆月～金曜の中で週3～5日（ローテーション制）
【待遇】交通費支給、制服貸与
【応募】まずはお電話の上、履歴書（写真貼付）を持参下さい。面接は現地にて行います。

◆できたばかりの新築マンション清掃（共用部の掃き拭き）◆
時給1,200円～

あなたの携わった求人広告が求職者の転機になる！？
異業種からのチャレンジ、営業未経験者も大歓迎！

1045-744-8911
（採用担当）

横浜市保土ケ谷区岩井町1-7 保土ヶ谷駅ビル4F
（JR「保土ケ谷駅」直結・相鉄「天王町駅」徒歩15分）

横浜支店

■https://www.d-star.co.jp/
■求人広告ディースター・ディースターNETを運営している会社です

▶▶▶

月給22万円～30万円（能力等による）

資格▶要普通免許（AT限定可） ※年齢30歳迄（省令3号-イ）
待遇▶昇給有､賞与年2回､交通費全額支給､社会保険完備､
　　　産休育休、扶養手当・子ども手当など各種手当有、営業交通費
　　　全額支給（会社規定による）、営業車貸与、携帯電話貸与
応募▶まずはお気軽にお電話下さい。

※固定残業代35時間相当58,000円を含む。
　当該手当の金額を超える時間外労働は
　追加で支給。
※試用・研修期間3～6ヶ月は
　月給20万円（前職の給与・年齢・経験を考慮）

時間▶8：45～18：00
休日▶土･日･祝､GW･夏季･年末年始
★年間休日119日（H30年度） ※会社カレンダーによる

求人広告企画営業
自社求人媒体「ディースター」の広告提案
取材、原稿作成、掲載までのお仕事
☆最初は先輩との同行からスタート☆

仕事

保土ケ谷区岩井町 正 求人広告企画営業

横浜市神奈川区 パ 契 ①身体・知的障害者の作業所の支援員 ②送迎ドライバー 

待遇▶交通費実費支給、週20時間以上社保あり、
　　　賞与年3回（夏季・冬季・年度末、前年度実績:規程あり）、
　　　車通勤応相談（朝夕の送迎手伝い頂ける場合車通勤可） ②車通勤可
応募▶まずは、お気軽にお電話ください。
　　　見学と面接の日程を調整しますので、
　　　履歴書ご持参の上、お越しください。

日勤！未経験！無資格OK！

▷

◉障害者の日中作業所
　における支援・援助

資格▶普通自動車免許あれば尚可
休日▶土日祝・夏季・冬季

①身体・知的障害者の
　作業所の支援員（パート）
★利用者の軽作業・行事サポート・
　食事トイレ介助・送迎 時給▶1,200円～

時間▶8:30～17:30（実働8h）
勤務▶月～金の週5日勤務

時給▶1,200円～
時間▶8:45～16:00（実働6.5h）
勤務▶月～金の週5日勤務

ⓐ

ⓑ

チームワークの良さも魅力のひとつ！

■社会福祉法人 大新会／福祉施設

グループホーム大新
横浜市神奈川区○○町0-0

☎000-000-0000
※平日9:00～17:00　　 　　　（採用係）

資格▶要普通免許（AT限定可）
休日▶土日祝・夏季・冬季

①送迎ドライバー（パート）
★送迎エリア：神奈川区内

ⓐ

ⓑ

時給▶1,500円（1回勤務）
時間▶15：30～16：30

時給▶1,500円
時間▶15：30～16：45

圧倒的見やすさNo.1フリーレイアウト

新聞折込求人広告「ディースター CLEAR」と合わせて、

年齢・性別・経験・学歴等一切不問！
未経験者・転職者・男女・主婦（夫）活躍中！

養成制度あり（普通免許取得3年以上の方）
★県外から寮希望の方は引っ越し応援金：0万円有

（1R、エアコン、ベッド、冷蔵庫完備）

需要拡大によりタクシードライバー20名大募集

待遇▶交通費実費支給、週20時間以上社保あり、
　　　賞与年3回（夏季・冬季・年度末、前年度実績:規程あり）、
　　　車通勤応相談（朝夕の送迎手伝い頂ける場合車通勤可） ②車通勤可
応募▶まずは、お気軽にお電話ください。
　　　見学と面接の日程を調整しますので、
　　　履歴書ご持参の上、お越しください。

▷

時給▶1,200円～
時間▶8:30～17:30（実働8h）
勤務▶月～金の週5日勤務

ⓑ

横浜市神奈川区○○町0-0

☎000-000-0000
※平日9:00～17:00　　 　　　（採用係）

ⓐ

ⓑ

時給▶1,500円（1回勤務）
時間▶15：30～16：30

時給▶1,500円
時間▶15：30～16：45

（1R、エアコン、ベッド、冷蔵庫完備）

圧倒的見圧倒的見圧倒的見
需要拡大によりタクシードライバー20名大募集

圧倒的見
需要拡大によりタクシードライバー20名大募集

圧倒的見圧倒的見圧倒的見圧倒的見圧倒的見圧倒的見圧倒的見圧倒的見圧倒的見圧倒的見ややややすすささささささささNo.No.No.No.No.No.No.No.No.1

indeed・Googleで反響を
バックアップ！



1045-744-8911（採用担当）
横浜市保土ケ谷区岩井町1-7 保土ヶ谷駅ビル4F

■求人広告ディースター・ディースターNETを運営している会社です

資格▶要普通免許（AT限定可）
　　　※年齢30歳迄（省令3号-イ）
時間▶8：45～18：00
休日▶土・日・祝（会社カレンダーによる）
　　　※週休2日
　　　GW・夏季・年末年始・有給休暇・
　　　慶弔休暇・産休育休
待遇▶昇給有､賞与年2回､交通費支給､
　　　社会保険完備､各種手当有、
　　　営業交通費全額支給
　　　（会社規定による）、
　　　営業車貸与、携帯電話貸与
応募▶まずはお気軽にお電話下さい。

横浜支店

なにより、人柄。地元が好き！
思いやりを持って働く人にチャンスが与えられる環境です

給

　与

月給220,000円以上
※固定残業代35時間相当58,000円を含む
※固定残業代は「営業手当」として支給
※当該手当の金額を超える時間外労働は追加で支給
※試用・研修期間3～6ヶ月は月給20万円（契約社員雇用）
※前職の給与・年齢・経験を考慮

http://d-star.co.jp

保土ケ谷区岩井町 正 求人広告企画営業

「ありがとう」、「ごめんなさい」と素直に言える。
相手の幸せを心から願える。何事にも一生懸命取り組める。
あなたの人間力を活かして、やりたいことを形にしませんか。
人柄で勝負したい人も、今の自分を変えたいという人も、大歓迎。
大新社は、そんな人柄にシンパシーを感じた人たちの集まりです。 

人材採用に関わる企画営業

簡単アクセス

■ 新聞折込求人紙「ディースターCLEAR」概要・商品特性

■配布証明の確認が出来ます

「ディースターCLEAR」ならではのオリジナリティーあふれる広告が作れます

★指定いただいたエリアへ確実に折込を行ったという
　“証明書”を提示することが可能です。

■見やすい紙面で応募率アップ
★ミドルシニアにも効果の高い折込広告。
　仕事内容や待遇、応募方法等がはっきり分かり、
　見やすい広告をつくる事が反響に大きく影響します。

※求人広告ご掲載にあたっては当社の掲載基準を定めており、場合によっては
掲載前の資料の提出を求めることや掲載をお断りさせて頂く可能性がございます。

フリーレイアウトだからアピールポイントはしっかり大きく出せます。！

■ 新聞折込求人広告「ディースターCLEAR」ご掲載料金表
■ ディースターCLEAR紙面イメージサイズ名称 サイズ【W×H（mm）】 掲載料金

8

6

105,000円

138,000円

2

2 37,000円

2

3

3

3

3

4

4

72,000円

52,000円

1

1

27,500円

88,000円
5 5

CLEAR1 （120×39mm）

2 （120×53mm）

※全て税抜き価格です。

（120×81mm）3

（120×109mm）4

（120×137mm）5

（120×165mm）6

（243×81mm）7

（243×137mm）9

（243×109mm）8

1.5段1/4

2段1/4

3段1/4

4段1/4

5段1/4

6段1/4

3段2/4

4段2/4

5段2/4

（243×165mm）10 6段2/4

（243×221mm）11 8段2/4

（243×389mm）12 14段2/4
※1ページ分

文字の大きさや配置など、
原則フリーレイアウトなので
強調したい部分を明確に表現できます。

給与を大きく太く表示します。

電話番号は赤色で表示します。

企業HPに連動し、WEB応募の受付をします。

写真などが入れられます。
☆写真はカラーで入ります。

社名ロゴ・マークが使えます。
☆ロゴ・マークはカラーで入ります。

1

2

3

4

5

6

201909



地元に強い総合求人サイト

全てのプランに
WEBプロモーション
indeedスポンサー広告、Googleリターゲティング広告といった外部への広告
掲載や、アグリゲーションサイトへの自動連携など、WEBプロモーションを
中心としながら『ディースター CLEAR』や『ディースター POST』とも連動
したデジタルとアナログを併せ持つ求人サイトです。

オプション名 価格概要

求人特集バナー

ピックアップ求人 20,000円

2週 30,000円

2週

※税抜き価格です。

■効果的なオプションプラン

複数ページに画面の露出部分を増やすことで求人発見率と求人へのアクセスに繋げます。

専用バナーを作成しユーザーにアピール、1つ1つオリジナルで制作を行うため
プレミアム感を出すことができます。

100

800

8倍
400

80 5倍
150

50 3倍

3つの施策で確かな反響 !
様々なWEBプロモーションを行うことで、ディースターNETに
掲載する求人への反響が期待できます。料金が同程度の従来の
プランに比べ、新しいプランではアクセス数が数倍になることが
予測されます。

しごと検索

Indeedスポンサー広告、
G o o g l eリターゲティング広告
に掲載し、より多くのアクセスを集めます。

外部WEB広告(有料)以外にも、様々な
求人アグリゲーションサイトに自動
連携され、アクセスを増やします。

ディースターNETのLINE公式アカウントが
求職者に様々なメッセージ配信を行い
求人へのアクセスに繋げます。

外部WEB広告 外部サイト連携 SNS配信01
POINT

02
POINT

03
POINT

LINE

ゴールドシルバーブロンズ

※右図はアクセス数の予測値です。

※indeed をはじめとした各種求人アグリゲーションサイトへの無料掲載枠については、各サイトの規定により掲載されない場合もございますのでご注意ください。

プラン名 2週 4週 検索順位 写真 職場見学メッセージ

※税抜き価格です。　※1画面1職種1勤務地1雇用形態の料金です。　

■ディースターNET広告掲載プラン

30,000円～

シルバー

ゴールド 100,000円～

50,000円～

60,000円～

200,000円～

100,000円～

下位

中位

－
◎

◎

1点

4点

8点

－

上位 ◎
－

ブロンズ 外部WEB広告の強化！
採用難易度別

※1,000円単位で広告費を設定して
　反響促進が可能です。

1,000円～/1画面

さらに！
全プラン
外部WEB
広告掲載



□  検索一覧上位表示
□  写真4点 表示
□  職場見学写真4点表示
□  メッセージ表示
□  動画表示

ゴールドプランゴールドプランゴールドプランゴールドプランゴールドプラン

応募率アップ!

採用ニーズとご予算に合わせた3つのプランから選択ができます。
プランによって掲載する情報量やサイト内での表示順位などが異なります。

シルバープランシルバープランシルバープランシルバープラン

□  検索一覧 中位表示
□  写真4点 表示
□  メッセージ 表示
□  動画 表示

シルバープラン

スマホ版

PC版

ブロンズプランブロンズプランブロンズプランブロンズプラン

□  検索一覧 下位表示
□  写真1点 表示

ブロンズプラン


