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お得な料金設定で、
企業の採用活動を強力にサポート

中国新聞ならではの高い信頼性で
企業と求職者をつなぎます

正社員、派遣、パート・アルバイト、業務委託など

幅広い職種・業務内容をフォローアップ
掲載情報のボリュームに応じ、

掲載スペースの選択が可能

求人情報は、特設のWEBサイトと連動
ネットメディアの特性を活かし、幅広い年齢層の
求職者へアプローチ

広島県の求人サイトからのリンクにより、
さらに幅広い求職者へのアプローチが可能
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中国新聞朝刊 × WEBサイト

ひろしま求人案内　6つの「いいね！」

ひろしま求人案内が選ばれる理由

地元メディアNo1の確固たる信頼性と到達力を持つ

中国新聞朝刊とインターネットのクロス展開。

求職者はもちろん、潜在的転職見込み者層へもアプローチすることが可能です。

いいね！

いいね！

いいね！

いいね！

いいね！

いいね！



求人広告をお考えの方へ

求人新着情報 お 知 ら せ
正 バス運転士　広島電鉄株式会社　(2017.10.09掲載)
パ ビル・学校等の電気設備点検　株式会社 エムケイ興産　(2017.10.09掲載)
正 法律事務所事務員　ひかり総合法律事務所　(2017.10.09掲載)
パ 窓口業務・後方業務　広島市信用組合　(2017.10.09掲載)
パ 軽作業員募集　株式会社　小虎　(2017.10.09掲載)
正 軽作業員募集　株式会社　小虎　(2017.10.09掲載)
パ 警備員　サマンサジャパン(株)　(2017.10.09掲載)
ア 警備員　サマンサジャパン(株)　(2017.10.09掲載)
派 モデルハウスでの受付等　旭化成アミダス株式会社　(2017.10.09掲載)
他 電気主任技術者　キュービクルメンテ協会　(2017.10.09掲載)
ア 売場整理・接客販売・レジ　アカチャンホンポ ゆめタウンみゆき店　(2017.10.09掲載)
パ 売場整理・接客販売・レジ　アカチャンホンポ ゆめタウンみゆき店　(2017.10.09掲載)
契 売場整理・接客販売・レジ　アカチャンホンポ ゆめタウンみゆき店　(2017.10.09掲載)
契 住宅リフォームの品質管理　住友不動産株式会社　(2017.10.09掲載)
契 献立作成及び食育に関する事項　ウオクニ株式会社　広島支店　(2017.10.09掲載)

Copyright © 2018 Chugoku Shimbun.No reproduction or republication without written permission.

お問い合わせ | 個人情報保護方針

2017-10-09
新着求人が37件アップされました。

2017-10-02
新着求人が24件アップされました。

ジャンル早引き検索 パート・アルバイト派遣社員正社員・契約社員

雇用形態

給　　与

勤 務 地

TOP

ジ ャ ン ル
早 引 き
お仕事検索

検 索

夏の夏の就職就職・・転職転職キャンペーンキャンペーン
広島県で暮らそう、働こう。 じゃけん、広島。

夏の夏の就職就職・・転職転職キャンペーンキャンペーン
広島県で暮らそう、働こう。 じゃけん、広島。

中国新聞の就職・転職サイト

地元で探す!働く!を応援する

中国新聞にしかできない圧倒的な「発行部数」と「県内普及率」で、求職者への
強力アピール！

簡単検索&スマートフォン完全対応で求職者の情報収集をアシスト！

発行部数 約　　　万部52

アクセス数 3,800セッション
ページヴュー 23,000ページ
平均閲覧時間 3分50秒

2 データで見るひろしま求人案内
中国新聞朝刊

WEBサイト

アクセス状況

利用状況実績（月間）

※このレポートは2017/10/16のものです。

（2022年4月現在）

（※イメージ）
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あたたかい ”ハート”と
” 笑顔 ”の方、お待ちしています。
事業

仕事

資格

給与

勤時

休日

介護事業（介護老人保健施設、
通所リハビリ事業）
社会福祉事業（障害者福祉施
設）その他在宅サービス事業
①営業（正）
②高齢者の生活支援（パ）
①５９歳迄（６０歳定年のた
め）、未経験者OK、普通自動車
免許必
②月５日程度勤務可能
①月給１８１,１７６円
②日給１５,５００円
①９：００～１７：３０
②８：００～１７：００・１１
：００～１９：００・１８：３０
～翌１０：１５
週１～２回（シフト制により異
なる）

待遇

応募
備考

賞与年1回（昨年実績による）、
各種社会保険完備、交通費支給
（上限月３５０００円）、マイ
カー通勤可
試用期間有(１～３ヵ月／時給
820円）
気楽に電話連絡ください。
試用期間有(１～３ヵ月）

未経験の方でも大丈夫！
研修制度で安心して働けます。
職員は、幅広い年齢の方がいます。家
庭的でゆっくり働ける雰囲気です。未
経験でも大丈夫。研修制度が整ってい
るので安心です。

株式会社　群青
広島市中区鶴見町4-22
(082)000-0000　担当　上野

正 パ 営業職・介護スタッフ

群青群青

紙面フォーマット

広告掲載基準

雇用形態・職種 メッセージボード イメージ画像

キャッチコピー

募集情報
仕事内容
　給与
　資格
　勤務日
　勤務地
　勤務時間
　休日
　待遇
　備考
　応募方法

（タイトル・テキスト）

問い合わせ先
（社名・住所・電話番号・担当者名）

ロゴ・地図

※固定電話が必須

広告に表示する最低必須事項は下記の4点です
　①雇用主の名称、所在地、電話番号※

　②雇用主の業種および求人の職種
　③雇用関係
　④給与の表記
時給、週給、月給があります。月給は固定部分のみ（基本給・家族手当など）を表示すること。
残業や夜勤手当など変動するものは別途記入。
給与体系が複雑な場合、小スペースの場合は「委細面談」の表記を認めています。

※フリーダイヤルや携帯電話のみの表示はできません。

その他、掲載基準に関する
お問い合わせは、
営業部審査チームまで

TEL：（０８２）２３６-２２09



40mm

83mm

83mm

83mm

83mm

46mm

46mm

93mm

140mm

186mm
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あたたかい ”ハート”と
” 笑顔 ”の方、お待ちしています。
事業

仕事

資格

給与

勤時

休日

介護事業（介護老人保健施設、
通所リハビリ事業）
社会福祉事業（障害者福祉施
設）その他在宅サービス事業
①営業（正）
②高齢者の生活支援（パ）
①５９歳迄（６０歳定年のた
め）、未経験者OK、普通自動車
免許必
②月５日程度勤務可能
①月給１８１,１７６円
②日給１５,５００円
①９：００～１７：３０
②８：００～１７：００・１１
：００～１９：００・１８：３０
～翌１０：１５
週１～２回（シフト制により異
なる）

待遇

応募
備考

賞与年1回（昨年実績による）、
各種社会保険完備、交通費支給
（上限月３５０００円）、マイ
カー通勤可
試用期間有(１～３ヵ月／時給
820円）
気楽に電話連絡ください。
試用期間有(１～３ヵ月）

未経験の方でも大丈夫！
研修制度で安心して働けます。
職員は、幅広い年齢の方がいます。家
庭的でゆっくり働ける雰囲気です。介
護の仕事に大変興味があり、あなたの
働きたい気持ちを応援します。未経験
でも大丈夫。研修制度が整っているの
で安心です。

有限会社　オレンジハウス オレンジハウスオレンジハウス
広島市中区鶴見町4-22
(082)000-0000　担当　上野

正 パ 営業職・介護スタッフ

採用計画やターゲットに合わせて、スペースサイズとレイアウトの組み合わせは自由
自在です。

※4枠についてはフォーマットに基づかない、フリースペースでの掲載が可能です。

多彩なスペースバリエーション

あなたのやる気を応援！
スタッフ急募！
事業
仕事

資格

給与

勤時

休日
待遇

応募

食品の加工・製造・配送
①業務用食品製造および外食産
業への配送
②夜間配送ドライバー
４５歳位迄（キャリア形成のた
め）中型免許・乗務経験のある
方＊市内・中国5県の地理に詳し
い方
①月２１２,５００～
②月２３３,５００～
シフトにより出勤時間は異なり
ます。
週2回（土日祝）夜勤あり
各種社会保険完備、作業服貸
与、車通勤可。
気楽に電話連絡ください。

有限会社　広島シティロード
広島市中区鶴見町4-22
(082)000-0000　担当　上野

正 契 製造販売員

We Want
Your Power!
We Want

Your Power!

HIROSHIMA
CITY ROAD
HIROSHIMA
CITY ROAD

HIROSHIMA CITY ROADHIROSHIMA CITY ROAD

事業
仕事

資格

給与

時間
休日
勤地
待遇

応募
備考

冷凍・冷蔵食品の物流サービス
①業務用食品配送および外食産
業への配送
②夜間配送ドライバー
～45歳位まで（キャリア形成の
ため）中型免許乗務経験のある
方
市内・中国5県の配送ができる方
（地理に詳しい方）
①月212,500～275,000円
②月245,000～289,000円
コースで出勤時間は異なります
週1～2回（シフト制）
広島市・廿日市市
各種社会保険完備、制服貸与、
車通勤可、管理職登用有（管理
職手当有）
気楽に電話連絡ください。
試用期間有(１～３ヵ月）

有限会社　広島シティロード
広島市中区鶴見町4-22
(082)000-0000　担当　上野

やる気を応援！ドライバー急募 !
正 ドライバー

あたたかい ”ハート”と
” 笑顔 ”の方、お待ちしています。
事業

仕事

資格

給与

勤時

休日

介護事業（介護老人保健施設、
通所リハビリ事業）
社会福祉事業（障害者福祉施
設）その他在宅サービス事業
①営業（正）
②高齢者の生活支援（パ）
①５９歳迄（６０歳定年のた
め）、未経験者OK、普通自動車
免許必
②月５日程度勤務可能
①月給１８１,１７６円
②日給１５,５００円
①９：００～１７：３０
②８：００～１７：００・１１
：００～１９：００・１８：３０
～翌１０：１５
週１～２回（シフト制により異
なる）

待遇

応募
備考

賞与年1回（昨年実績による）、
各種社会保険完備、交通費支給
（上限月３５０００円）、マイ
カー通勤可
試用期間有(１～３ヵ月／時給
820円）
気楽に電話連絡ください。
試用期間有(１～３ヵ月）

未経験の方でも大丈夫！
研修制度で安心して働けます。
職員は、幅広い年齢の方がいます。家
庭的でゆっくり働ける雰囲気です。介
護の仕事に大変興味があり、あなたの
働きたい気持ちを応援します。未経験
でも大丈夫。研修制度が整っているの
で安心です。

株式会社　酔道橋 酔道橋グループ酔道橋グループ
広島市中区鶴見町4-22
(082)000-0000　担当　上野

正 パ 営業職・介護スタッフ

1枠1枠

2枠2枠

3枠3枠

4枠4枠

事業
仕事
資格
給与
休日
待遇

一般乗用旅客自動車運送事業
タクシーでお客さまを運びます
二種免許お持ちの方
月給200,000円～350,0000円
週1回～2回
各種社会保険完備、車通勤可

有限会社　広島シティロード
広島市中区鶴見町4-22
(082)000-0000　担当　上野

タクシードライバー急募 !
正 ドライバー

半枠半枠

原寸

80％縮小

80％
縮小

80％
縮小

80％縮小



求人広告をお考えの方へ

求人新着情報 お 知 ら せ
正 バス運転士　広島電鉄株式会社　(2017.10.09掲載)
パ ビル・学校等の電気設備点検　株式会社 エムケイ興産　(2017.10.09掲載)
正 法律事務所事務員　ひかり総合法律事務所　(2017.10.09掲載)
パ 窓口業務・後方業務　広島市信用組合　(2017.10.09掲載)
パ 軽作業員募集　株式会社　小虎　(2017.10.09掲載)
正 軽作業員募集　株式会社　小虎　(2017.10.09掲載)
パ 警備員　サマンサジャパン(株)　(2017.10.09掲載)
ア 警備員　サマンサジャパン(株)　(2017.10.09掲載)
派 モデルハウスでの受付等　旭化成アミダス株式会社　(2017.10.09掲載)
他 電気主任技術者　キュービクルメンテ協会　(2017.10.09掲載)
ア 売場整理・接客販売・レジ　アカチャンホンポ ゆめタウンみゆき店　(2017.10.09掲載)
パ 売場整理・接客販売・レジ　アカチャンホンポ ゆめタウンみゆき店　(2017.10.09掲載)
契 売場整理・接客販売・レジ　アカチャンホンポ ゆめタウンみゆき店　(2017.10.09掲載)
契 住宅リフォームの品質管理　住友不動産株式会社　(2017.10.09掲載)
契 献立作成及び食育に関する事項　ウオクニ株式会社　広島支店　(2017.10.09掲載)
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2017-10-09
新着求人が37件アップされました。

2017-10-02
新着求人が24件アップされました。

ジャンル早引き検索 パート・アルバイト派遣社員正社員・契約社員

雇用形態

給　　与

勤 務 地

TOP

ジ ャ ン ル
早 引 き
お仕事検索

検 索

夏の夏の就職就職・・転職転職キャンペーンキャンペーン
広島県で暮らそう、働こう。 じゃけん、広島。

夏の夏の就職就職・・転職転職キャンペーンキャンペーン
広島県で暮らそう、働こう。 じゃけん、広島。

中国新聞の就職・転職サイト

地元で探す!働く!を応援する
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求人情報は、仕事情報ポータルサイトと連動。

幅広い年齢層の求職者へのアプローチ。

豊富な情報の中からピッタリの仕事を一発検索。
求職者とのマッチングをスムーズに提供します。

❶
❷
❸

TOP リスト表示 詳細表示/パート・アルバイト

正社員、派遣からパート・アルバイトまで網羅する特設WEBサイト
（朝刊掲載日から2週間WEBサイトに情報を掲載します。）

サイト展開

広島県の求人サイトからのリンク
「ひろしま求人案内」では、広島県の就職サイト上にもリンクを掲載する
ことにより、さらに幅広い求職者へのアプローチが可能になりました。

正社員、派遣、アルバイト
のジャンル早引き検索

簡単検索で求職者を
しっかりナビゲーション

情報量に合わせ
見やすいレイアウト

ひろしま就活応援サイト
Go！ひろしま for キャリア
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-job-career/

～広島県雇用労働情報サイト～
わーくわくネットひろしま
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/koyou/jinzai/kyujinui/kyujinui023.html



6 お問い合わせ

広告スペース

半枠

1枠

2枠

3枠

4枠

40 40,000円

80,000円

160,000円

240,000円

320,000円

83

83

83

83

× 46

× 46

× 93

× 140

× 186

料金（税別）サイズ
(天地×左右) mm

掲載料金 発行日と申込・原稿締切

中国新聞社 地域ビジネス局　　〒730-8677　広島市中区土橋町7の1
TEL：（０８２）２３６-２２１１

TEL (082)422-2911
TEL (092)741-5876

TEL (03)3597-1611
TEL (06)6453-2871
TEL (0823)22-5527

東広島総局
福岡支局

東京支社
大阪支社
呉支社

＊受付時間　土・日、祝日を除く平日9:30～17:30

取扱店

TEL (084)923-1717備後本社 TEL (083)976-8222防長本社
支社局

■ エリア　
■ 発行曜日

■ 申込・原稿締切
■ 申込方法

■ 朝刊掲載1回
■ WEBサイトに2週間情報掲載

… 通し版
… 月曜日

… 掲載日前週の金曜日正午
… 下記の
　 中国新聞社各支社局か
　 取扱広告会社にお電話
　 ください。

※朝刊発行スケジュールにより、
　変更することがございます。


