
発行部数 各8万部 発 行 日 毎週日曜日

折込新聞 読売・朝日・産経・毎日新聞の4大紙 ※

発行エリア 大阪・兵庫・京都・奈良の４府県を中心に発行。

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

配布証明の
確認が出来ます！

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。

※ 地域により2～3紙に8万部を分散して発行しております。また、一部地域では京都新聞・神戸新聞にも振り分けて発行しております。

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、大阪・兵庫・京都・奈良を中心に、各エリア8万部、
約250万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。

圧倒的見やすさNo.1フリーレイアウト

信頼と実績
40年以上の
創
刊



■ 新聞折込求人紙「ディースターCLEAR」概要・商品特性

■WEBと連動

「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

★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。
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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【H×W（mm）】 掲載料金

2段1/81 （53×58.5mm）

2 （39×120mm）

3 （53×120mm）

※全て税抜き価格です。

（81×120mm）4

（109×120mm）5

（137×120mm）6

（165×120mm）7

（81×243mm）8

（137×243mm）10

（109×243mm）9

9

7
105,000円

138,000円

3

3 38,000円

3

4

4

4

4

5

5

73,000円

52,000円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

（165×243mm）11 6段2/4

（221×243mm）12 8段2/4

（389×243mm）13 14段2/4

2

1

29,000円

21,000円

88,000円
6 6

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。

※3段1/4サイズ原稿（81mm×120mm）

1

2

3

4

5

6

※1ページ分



単身世帯

家族世帯

新聞折込
ターゲット層

ポスティング
ターゲット層

（20代）（60代）
年配者 若年者

20～60 代の家族世帯

20～40 代の単身世帯

家族世帯の20～60代まで
幅広い世帯に訴求します。
新聞に求人を折り込むことで
質の良い求職者を採用した
実績も多くあります。

20～40代の単身世帯の
若い世代にターゲットし、
国勢調査の情報を基に確度の
高いポスティングを行います。

地元のほぼ “全世代”を網羅（ディースターCLEAR / ディースターPOST）

従来

ディースター
CLEAR

ディースター
POST

新聞をとらない世帯を狙った
“ターゲットポスティング求人”
働き盛りの 20～40 代を狙って各世帯に求人情報を直接お届けする
サービスです。信頼度の高いデータを基にターゲティングしているため、
より高い効果が期待できます。また、直接自宅に届けることにより従来の
方法では獲得できない潜在的な求職者にも積極的にアプローチできます。

GPSをもとに
確実な配布が可能！

※画面の黄色　 は配布エリア ※画面の赤線　 は配布スタッフの軌跡

従来

※画面の黄色　 は配布エリア ※画面の赤線　 は配布スタッフの軌跡

配布ルートと
計画書との

比較が出来ます！

20～40代を狙ったポスティング求人

ご好評につき

エリア
拡大

地元に強い！



1,200円～

1,300円
1,200円

1,200円～1,400円
1,250円～1,450円

時給1,200円～
時給1,200円～　

❹

❼

❺

0000年0月0日（月）●●●●●●●●●●●

雇用形態マーク

▼求人広告の
見方はコチラ

（公社）全国求人情報協会会員 0120-451-008 ポスティングに関するお問い合わせ
TEL :00-0000-0000（〇〇〇〇〇事業部）

スマホ・ＰＣでのお仕事探しはディースターＮＥＴ
受付： 月～金 （祝日除く）
10：00～18：00

ディースター 検 索

求人情報の内容が事実と異なる場合は、お問い合わせください。 【読者相談・掲載のお問い合わせ】 ※月曜～木曜の4日間でポスティング配布

U-0

D-STAR地域密着
求人

料金一覧表
掲載料金

※全て税抜き価格です。 全エリア共通

掲載サイズ

H×W(mm)

❹

❼

❸

❷

❺
❶

❻

紙面イメージ

23,000 円
33,000 円
44,000 円
61,000 円
85,000 円
104,000 円
124,000 円
124,000 円
163,000 円
206,000 円
244,000 円
325,000 円
184,000 円
255,000 円
311,000 円
371,000 円
510,000 円

❶2段1/8（4段1/6）
❷1.5段1/4（3段1/3）
❸2段1/4（4段1/3）
❹3段1/4（6段1/3）
❺4段1/4（8段1/3）
❻5段1/4（10段1/3）
❼6段1/4（12段1/3）
❽3段2/4（6段2/3）
❾4段2/4（8段2/3）
105段2/4（10段2/3）
6段2/4（12段2/3）
8段2/4（16段2/3）
3段3/4（6段通し）
4段3/4（8段通し）
5段3/4（10段通し）
6段3/4（12段通し）
8段3/4（16段通し）

53mm×58.5mm
39mm×120mm
53mm×120mm
81mm×120mm
109mm×120mm
137mm×120mm
165mm×120mm
81mm×243mm
109mm×243mm
137mm×243mm
165mm×243mm
221mm×243mm
81mm×365mm
109mm×365mm

165mm×365mm
137mm×365mm

11

12

13

14

15

16

566,000 円9段3/4（18段通し）18

17 221mm×365mm
249mm×365mm
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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スポンサー求人、Googleディスプレイ広告といった外部への広告掲載
や、求人検索エンジンへの自動連携など、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。

人材採用の適切な予算をご提案
クリック単価をもとに、適切な予算で効果的なパフォーマンスをするために、
職種にあった効率的な広告をプランニングします。その結果、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。

Indeedスポンサー求人、
Googleディスプレイ広告に掲載し、
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
求人検索エンジンに自動連携され、
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 SNS配信01
POINT

02
POINT

03
POINT

LINE

※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検索エンジン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。

新しいプラン

8倍
以上

従来のプラン

■各職種の掲載実績  （2022年度 実績）

食品製造・加工

予算 : 30,000 円
応募 : 51名

パ

予算 : 30,000円
応募 : 16名

工場内作業正

予算 : 60,000円
応募 : 69名

一般事務正

予算 : 30,000円
応募 : 5名

看護師・准看護師正

予算 : 60,000円
応募 : 3名

施設介護スタッフ正

予算 : 30,000円
応募 : 14名

ルート営業・顧客管理正

外部サービス連携



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。

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

上位プランは応募率アップ!

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

スマホ版

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

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。

2週プラン名 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

60,000円～

200,000円～
100,000円～

30,000円～

100,000円～
50,000円～

1点

4点

8点

－－
－

下位

中位

上位 ◎◎
◎シルバープラン

ゴールドプラン

ブロンズプラン

・検索一覧 中位表示
・写真4点表示
・メッセージ 表示
・職場インフォメーション表示
・動画 表示

・検索一覧 下位表示
・写真1点表示
・職場インフォメーション表示
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・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
・職場インフォメーション表示
・動画表示
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