
更新スケジュール・特集ラインナップ 2013年
4・5・6月

◎特集の表示期間は掲載開始から1週間となります。

毎週
月・木曜日
更新

商品の詳細、料金などについてはメディアガイ
ド本編をご覧ください。その他ご不明な点に関
しては営業担当までお問い合わせください。

関西ブロック関東ブロック

■特集の名称は変更になることがあります。予めご了承ください。　■原稿の締め切り曜日・時間は祝日等の関係で変更になる場合がございます。
■「締切日」とは、原稿の最終入稿を終える時間です。原稿作成に要する時間等、詳しいスケジュールは担当営業にお問い合わせください。

大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山関西ブロック

東京、神奈川、千葉、埼玉関東ブロック

掲載開始日 締切日 特集 1 特集２ 特集 1 特集２

4/4（木） 4/3（水） 勤続年数10年以上の社員が活躍中。
長く働ける会社特集

不動産・住宅・リフォーム・建築etc.
住まいに関わる仕事特集

給与・制度・福利厚生etc.
社員を大切にする会社で働く

「初めて」のスタートを応援。
未経験ＯＫの営業職特集

4/8（月） 4/5（金）
やりがい・成長も倍に！
まわりと協力して進める仕事
特集

タクシー・トラック・配達・倉庫内作業etc.
ドライバー・物流関連職特集

やりがい・成長も倍に！
まわりと協力して進める仕事
特集

住まい・暮らしを提供。
不動産業界の仕事特集

4/11（木） 4/10（水） 創業30年以上。
地域に根ざす安定企業で働く

“食”で人を幸せに。
フード業界の仕事特集

ワザを受け継ぐ、次代へつなぐ。
一生ものの技術が身につく会社
特集

喜ばれる仕事がしたい。
接客経験を活かせる仕事特集

4/15（月） 4/12（金） 仕事もプライベートも充実！
女性が活躍する仕事特集

「初めて」のスタートを応援。
未経験ＯＫの営業職特集

仕事もプライベートも充実！
女性が活躍する仕事特集

コミュニケーションスキルを活かす。
営業職特集

4/18（木） 4/17（水）
初めての転職でも安心。
中途入社の先輩が活躍している
会社で働く

事務・企画・プログラマー・
CADオペレーターetc.
オフィスワーク特集

未経験だから伸びる。
教育に力を入れている会社で
働く

やっぱり「人」が好き。
人と接する仕事特集

4/22（月） 4/19（金）
好きから始める！
こだわりの商品・サービスを
扱う仕事特集

住まい・暮らしを提供。
不動産業界の仕事特集

好きから始める！
こだわりの商品・サービスを
扱う仕事特集

“食”で人を幸せに。
フード業界の仕事特集

4/25（木） 4/24（水）
未経験だから伸びる。
教育に力を入れている会社で
働く

暮らしを支える。
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

新しいフィールドに挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事
特集

不動産・住宅・リフォーム・建築etc.
住まいに関わる仕事特集

4/29（月）
合併号 4/26（金） 給与・制度・福利厚生etc.

社員を大切にする会社で働く

「ありがとう」がうれしい。
販売・サービス・フードの仕事
特集

一緒に頑張れる仲間がいる。
採用予定人数２名以上の会社
特集

「ありがとう」がうれしい。
販売・サービス・フードの仕事
特集

5/2（木）
合併号 4/26（金）

新しいフィールドに挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事
特集

社会人経験を活かすチャンス！
中心としての活躍に期待する
会社特集

その経験が会社の力になる！
経験を活かして働ける仕事特集

「初めて」のスタートを応援。
未経験ＯＫの営業職特集

5/6（月） 4/26（金） じっくりと腰を落ち着けたい。
安定して働ける仕事特集

不動産・住宅・リフォーム・建築etc.
住まいに関わる仕事特集

じっくりと腰を落ち着けたい。
安定して働ける仕事特集

あなたに期待。
次代を担うリーダー・管理職
候補特集

5/9（木） 5/8（水） 居心地の良さが自慢。
少人数経営の会社で働く

タクシー・トラック・配達・倉庫内作業etc.
ドライバー・物流関連職特集

20代が活躍中。
若手が元気に働ける会社特集

“食”で人を幸せに。
フード業界の仕事特集

5/13（月） 5/10（金） その経験が会社の力になる！
経験を活かして働ける仕事特集

コミュニケーションスキルを活かす。
営業職特集

第二新卒・フリーターも注目！
初めての就職・転職を応援する
会社特集

コミュニケーションスキルを活かす。
営業職特集

5/16（木） 5/15（水）
新しいフィールドに挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事
特集

やっぱり「人」が好き。
人と接する仕事特集

なじみの土地で働き続けられる。
都道府県外への転勤がない会社
で働く

「ありがとう」がうれしい。
販売・サービス・フードの仕事
特集

5/20（月） 5/17（金）
クローズアップ！
はたらいく初登場＆半年以上
ぶりの会社特集

だれかの役に立ちたい。
医療・福祉・介護サービスの仕事
特集

クローズアップ！
はたらいく初登場＆半年以上
ぶりの会社特集

だれかの役に立ちたい。
医療・福祉・介護サービスの仕事
特集

5/23（木） 5/22（水）
なじみの土地で働き続けられる。
都道府県外への転勤がない会社
で働く

あなたに期待。
次代を担うリーダー・管理職
候補特集

創業30年以上。
地域に根ざす安定企業で働く

やっぱり「人」が好き。
人と接する仕事特集

5/27（月） 5/24（金）
第二新卒・フリーターも注目！
初めての就職・転職を応援する
会社特集

“食”で人を幸せに。
フード業界の仕事特集

居心地の良さが自慢。
少人数経営の会社で働く

タクシー・トラック・配達・倉庫内作業etc.
ドライバー・物流関連職特集

5/30（木） 5/29（水）
一緒に頑張れる仲間がいる。
採用予定人数２名以上の会社
特集

コミュニケーションスキルを活かす。
営業職特集

初めての転職でも安心。
中途入社の先輩が活躍している
会社で働く

あなたに期待。
次代を担うリーダー・管理職
候補特集

6/3（月） 5/31（金）
初めての転職でも安心。
中途入社の先輩が活躍している
会社で働く

やっぱり「人」が好き。
人と接する仕事特集

新しいフィールドに挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事
特集

喜ばれる仕事がしたい。
接客経験を活かせる仕事特集

6/6（木） 6/5（水） その経験が会社の力になる！
経験を活かして働ける仕事特集

暮らしを支える。
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

未経験だから伸びる。
教育に力を入れている会社で
働く

不動産・住宅・リフォーム・建築etc.
住まいに関わる仕事特集

6/10（月） 6/7（金） 会社のポリシーが見えてくる。
社長たちの想いで選ぶ仕事特集

社会人経験を活かすチャンス！
中心としての活躍に期待する
会社特集

会社のポリシーが見えてくる。
社長たちの想いで選ぶ仕事特集

“食”で人を幸せに。
フード業界の仕事特集

6/13（木） 6/12（水） 給与・制度・福利厚生etc.
社員を大切にする会社で働く

“食”で人を幸せに。
フード業界の仕事特集

給与・制度・福利厚生etc.
社員を大切にする会社で働く

やっぱり「人」が好き。
人と接する仕事特集

6/17（月） 6/14（金）
ワザを受け継ぐ、次代へつなぐ。
一生ものの技術が身につく会社
特集

営業の楽しさを極めたい人へ。
経験を活かせる営業職特集

その経験が会社の力になる！
経験を活かして働ける仕事特集

コミュニケーションスキルを活かす。
営業職特集

6/20（木） 6/19（水）
一緒に頑張れる仲間がいる。
採用予定人数２名以上の会社
特集

やっぱり「人」が好き。
人と接する仕事特集

勤続年数10年以上の社員が活躍中。
長く働ける会社特集

喜ばれる仕事がしたい。
接客経験を活かせる仕事特集

6/24（月） 6/21（金） 今こそ注目！
採用に積極的な企業特集

暮らしを支える。
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

今こそ注目！
採用に積極的な企業特集

暮らしを支える。
建築・土木・設備・メンテナンス
の仕事特集

6/27（木） 6/26（水）
第二新卒・フリーターも注目！
初めての就職・転職を応援する
会社特集

あなたに期待。
次代を担うリーダー・管理職
候補特集

第二新卒・フリーターも注目！
初めての就職・転職を応援する
会社特集

「初めて」のスタートを応援。
未経験ＯＫの営業職特集

7/1（月） 6/28（金）
未経験だから伸びる。
教育に力を入れている会社で
働く

「ありがとう」がうれしい。
販売・サービス・フードの仕事
特集

初めての転職でも安心。
中途入社の先輩が活躍している
会社で働く

「ありがとう」がうれしい。
販売・サービス・フードの仕事
特集



更新スケジュール・特集ラインナップ 2013年
4・5・6月

商品の詳細、料金などについてはメディアガイ
ド本編をご覧ください。その他ご不明な点に関
しては営業担当までお問い合わせください。

毎週
月・木曜日
更新

◎特集の表示期間は掲載開始から1週間となります。

■特集の名称は変更になることがあります。予めご了承ください。　■原稿の締め切り曜日・時間は祝日等の関係で変更になる場合がございます。
■「締切日」とは、原稿の最終入稿を終える時間です。原稿作成に要する時間等、詳しいスケジュールは担当営業にお問い合わせください。

北海道・東北ブロック／北関東ブロック
北陸・甲信越ブロック／中国・四国ブロック

九州・沖縄ブロック
東海ブロック

愛知、岐阜、三重、静岡東海ブロック

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄九州・沖縄ブロック
岡山、鳥取、島根、山口、広島、高知、香川、徳島、愛媛中国・四国ブロック
福井、石川、富山、新潟、長野、山梨北陸・甲信越ブロック

北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島北海道・東北ブロック
栃木、茨城、群馬北関東ブロック

掲載開始日 締切日 特集 1 特集２ 特集 

4/4（木） 4/3（水） なじみの土地で働き続けられる。
都道府県外への転勤がない会社で働く

「初めて」のスタートを応援。
未経験ＯＫの営業職特集

創業30年以上。
地域に根ざす安定企業で働く

4/8（月） 4/5（金） やりがい・成長も倍に！
まわりと協力して進める仕事特集

やりがい実感。
ものづくりに関わる仕事特集

やりがい・成長も倍に！
まわりと協力して進める仕事特集

4/11（木） 4/10（水） 第二新卒・フリーターも注目！
初めての就職・転職を応援する会社特集

やっぱり「人」が好き。
人と接する仕事特集

第二新卒・フリーターも注目！
初めての就職・転職を応援する会社特集

4/15（月） 4/12（金） 仕事もプライベートも充実！
女性が活躍する仕事特集

コミュニケーションスキルを活かす。
営業職特集

コミュニケーションスキルを活かす。
営業職特集

4/18（木） 4/17（水） 創業30年以上。
地域に根ざす安定企業で働く

タクシー・トラック・配達・倉庫内作業etc.
ドライバー・物流関連職特集

仕事もプライベートも充実！
女性が活躍する仕事特集

4/22（月） 4/19（金） 給与・制度・福利厚生etc.
社員を大切にする会社で働く

住まい・暮らしを提供。
不動産業界の仕事特集

住まい・暮らしを提供。
不動産業界の仕事特集

4/25（木） 4/24（水） 居心地の良さが自慢。
少人数経営の会社で働く

暮らしを支える。
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事
特集

給与・制度・福利厚生etc.
社員を大切にする会社で働く

4/29（月）
合併号 4/26（金） 新しいフィールドに挑戦！

業種・職種未経験歓迎の仕事特集
「ありがとう」がうれしい。
販売・サービス・フードの仕事特集

「ありがとう」がうれしい。
販売・サービス・フードの仕事特集

5/2（木）
合併号 4/26（金） 初めての転職でも安心。

中途入社の先輩が活躍している会社で働く
やりがい実感。
ものづくりに関わる仕事特集

初めての転職でも安心。
中途入社の先輩が活躍している会社で働く

5/6（月） 4/26（金） じっくりと腰を落ち着けたい。
安定して働ける仕事特集

不動産・住宅・リフォーム・建築etc.
住まいに関わる仕事特集

じっくりと腰を落ち着けたい。
安定して働ける仕事特集

5/9（木） 5/8（水） 勤続年数10年以上の社員が活躍中。
長く働ける会社特集

やっぱり「人」が好き。
人と接する仕事特集

ワザを受け継ぐ、次代へつなぐ。
一生ものの技術が身につく会社特集

5/13（月） 5/10（金） その経験が会社の力になる！
経験を活かして働ける仕事特集

「初めて」のスタートを応援。
未経験ＯＫの営業職特集

「初めて」のスタートを応援。
未経験ＯＫの営業職特集

5/16（木） 5/15（水） 未経験だから伸びる。
教育に力を入れている会社で働く

事務・企画・プログラマー・CADオペレーターetc.
オフィスワーク特集

暮らしを支える。
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事特集

5/20（月） 5/17（金） クローズアップ！
はたらいく初登場＆半年以上ぶりの会社特集

だれかの役に立ちたい。
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

クローズアップ！
はたらいく初登場＆半年以上ぶりの会社特集

5/23（木） 5/22（水） 一緒に頑張れる仲間がいる。
採用予定人数２名以上の会社特集

タクシー・トラック・配達・倉庫内作業etc.
ドライバー・物流関連職特集

なじみの土地で働き続けられる。
都道府県外への転勤がない会社で働く

5/27（月） 5/24（金） 好きから始める！
こだわりの商品・サービスを扱う仕事特集

“食”で人を幸せに。
フード業界の仕事特集

だれかの役に立ちたい。
医療・福祉・介護サービスの仕事特集

5/30（木） 5/29（水） 新しいフィールドに挑戦！
業種・職種未経験歓迎の仕事特集

暮らしを支える。
建築・土木・設備・メンテナンスの仕事
特集

未経験だから伸びる。
教育に力を入れている会社で働く

6/3（月） 5/31（金） 給与・制度・福利厚生etc.
社員を大切にする会社で働く

やっぱり「人」が好き。
人と接する仕事特集

「ありがとう」がうれしい。
販売・サービス・フードの仕事特集

6/6（木） 6/5（水） ワザを受け継ぐ、次代へつなぐ。
一生ものの技術が身につく会社特集

あなたに期待。
次代を担うリーダー・管理職候補特集

一緒に頑張れる仲間がいる。
採用予定人数２名以上の会社特集

6/10（月） 6/7（金） 会社のポリシーが見えてくる。
社長たちの想いで選ぶ仕事特集

コミュニケーションスキルを活かす。
営業職特集

会社のポリシーが見えてくる。
社長たちの想いで選ぶ仕事特集

6/13（木） 6/12（水） なじみの土地で働き続けられる。
都道府県外への転勤がない会社で働く

不動産・住宅・リフォーム・建築etc.
住まいに関わる仕事特集

やりがい実感！
地元を支える会社特集

6/17（月） 6/14（金） 一緒に頑張れる仲間がいる。
採用予定人数２名以上の会社特集

喜ばれる仕事がしたい。
接客経験を活かせる仕事特集

コミュニケーションスキルを活かす。
営業職特集

6/20（木） 6/19（水） 未経験だから伸びる。
教育に力を入れている会社で働く

“食”で人を幸せに。
フード業界の仕事特集

居心地の良さが自慢。
少人数経営の会社で働く

6/24（月） 6/21（金） 今こそ注目！
採用に積極的な企業特集

タクシー・トラック・配達・倉庫内作業etc.
ドライバー・物流関連職特集

今こそ注目！
採用に積極的な企業特集

6/27（木） 6/26（水） その経験が会社の力になる！
経験を活かして働ける仕事特集

やりがい実感。
ものづくりに関わる仕事特集

その経験が会社の力になる！
経験を活かして働ける仕事特集

7/1（月） 6/28（金） 第二新卒・フリーターも注目！
初めての就職・転職を応援する会社特集

「ありがとう」がうれしい。
販売・サービス・フードの仕事特集

“食”で人を幸せに。
フード業界の仕事特集


