
驚くほど応募数が増える！
中小企業にぴったりの採用支援サービス



ご案内

採用の手間・コストが限定的な
中堅・中小企業様にピッタリの採用支援サービス
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採用管理システ
ム

手離れがよいリーズナブル 高い応募効果
記事作成＆運用は

まるっとお任せ

すべてコミコミ

月額4万円前後

平均応募単価

約5, 700円　
※2021年6月実績



求人広告＆採用に関するお悩み

こんなお悩みの解決できるのが
ワガシャ de DOMOです！

3

応募数・採用数の不足 応募・採用者の質
（よい人が来ない）

求人広告費用が
高い

求人広告・自社サイトの
運用に手間がかかる

突発的な欠員・充足に
対応できない



　

　　　　　

※連携度合いの高い
　　I ndeedエントリー仕様御社の求人情報

露出は100%されない場合がございます（各求人サイトのレギュレーション、記事内容／応募数などによって変動）

※雇用形態や勤務地別に細分化して作成

御社専用
管理画面

ワガシャ de DOMOで出来る事　

求人案件を
いつでも＆タイムリーに露出＆修正！
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I ndeed　
Googl eしごと検索

※カカクコム社運営

※ビズリーチ社運営

※弊社運営求人サイト

※有料
オプション

登録

一
括
＆
自
動
露
出

上限：月間8記事～



キーワード入力

検索

スマホの普及により、
シゴト探しは「求人メディア」の利用から
検索サイトを使ったキーワード検索が増加中

一括露出の必要性

キーワード検索の求職者への対応が必要
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【検索結果の上位を占めるサイト】
　　 「I ndeed」
　　「求人ボックス」
　　「Googl eしごと検索」　等の求人サイト名

【組み合わせる　キーワード例】
　　「●●市」　「営業」　「求人」　　
　　「■■区」　「ドライバー」　「正社員」　等

ワガシャ de DOMO なら、
上記サイトへ一括露出が可能！



採用ホームページの重要性

企業の採用ホームページで求職者の
モチベーション・フィット感が高まる
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※2021年8月　アルバイトタイムス実施　転職希望者100人
「企業ホームページ・採用ページの活用」について　

ワガシャ de DOMO なら、
採用ホームページ作成がラクラク可

能！

仕事探しで企業の採用ホーム
ページを閲覧する人が急増中。
求人サイトで「ちょっと気になる」と思った会
社の
採用ページをチェックすることが常識になりつ
つあります。

求人サイトだけでは伝えきれない、会社の雰囲
気や
社員の想い、仕事の楽しさ・大変さを盛り込む
ことで応募へのモチベーションを高めることが
できます。

求人に応募する前に、その企業のホームページ
や採用ページを確認しますか？

    

採用ホーム
ページを
見る人が

9割



ワガシャ de DOMOがこだわっていること

パフォーマンスを最大化するには
ノウハウと運用が重要
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①採用ターゲットにフィット感の高い求人記事を作
成し
　　応募率・採用率をUP！　
　　→「1記事＝1職種」「1記事＝1ターゲット」「1記事＝1勤務
地」　
　　　　雇用形態／職種／時間帯など、求人案件詳細を確認し
　　　　求職者にフィット感の高い記事作成＆露出
　　　　　　　※各求人サイトへのレギュレーション違反を発生させない記事作成

②応募効果を最大化する運用
　　→月2回のPV数＆応募数を確認及びコンテンツに更新

日頃お忙しい人事・求人ご担当者様に変わり、
上記対応を弊社にまるっとお任せＯK！
I ndeed　ATSパートナーの「経験・ノウハウ」を活かし、
ワガシャ de DOMO 経由＝オーガニック連携で高い応募効果を実現

求人記事
ノウハウ

＆
運用



ワガシャ de DOMOの実績

エリアや業種・職種別に
シミュレーターでご確認可能
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応募単価とは?     ご利用金額÷獲得応募数 で算出される値

例えば・・・直近3カ月
神奈川県、製造業の場合の1応募当たりの

コストをその場で確認できます



ご利用プラン 9

ライトプランは、契約期間内の休止・再開が可能です。
　例えば、ライトプラン( 6ヵ月) でご契約の場合、1年のうち、繁忙期のみの6ヵ月を選択して掲載をすることが可能です。

ご契約期間 ご掲載期間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1年 1年 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

1年 6ヵ月以上 〇 〇 〇 休止　 休止　 〇 休止　 休止　 〇 〇 休止 休止

6ヵ月 3ヵ月以上 〇 〇 休止 休止 〇 休止　 - 　 - 　 - 　 - 　 - 　 - 　

※初期費用には｢アカウント作成費｣｢サイト作成費(ライトプラン以外) ｣｢初回原稿作成費｣を含みます。　※月額費用には、案件修正費が含まれます。　※全て税別表記です。
※バリュー（50記事）プラン以上のプランもご用意しておりますので、別途お問合せください。

月で掲載できる記事数に応じてプランをご用意しており
ます。 プラン 機能 記事数 初期費用 月額費用

1年 6ヵ月 3ヵ月

ライト
・サイトトップページなし
・記事一覧ページに検索メニューなし
・背景色の変更ができない

～8件 ¥29, 000 ¥33, 000 ¥39, 000 ¥41, 000

バリュー
・サイトトップページあり
・記事一覧ページに検索メニューあり
・背景色の変更可能

～50件 ¥140, 000 ¥70, 000 ¥85, 000 ー

貴社のご状況にあわせてご選択下さい



オプション：ワガシャ de 応募管理

お忙しいご担当者様をサポートする機能が充実
（応募者の選考管理機能／WEB面談機能など）
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有料版
（オプション）

※応募者の選考状況の
一元管理／WEB面談機能

ワガシャ de 応募管理

月額8, 000円



導入企業様の声

応募数/応募単価はもとより、
手間、作業面、コスト管理改善のお声も頂いております
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詳しくはこちら

マックスバリュ東海株式会社

チェーン展開しているから、
手間なく運用をしたい！

東海エリアに123店舗のスーパーマーケットを展開している
マックスバリュ東海株式会社さま。2018年4月より採用管理

システムの「ワガシャde- DOMO」を導入･･･

九州パトロール株式会社

8か月で応募が80件に！！
応募単価が劇的に下がりました！

株式会社九州パトロール様は、鹿児島県内で警備業を運
営。

交通誘導・施設・巡回警備・イベント警備など幅広く、
企業様から学校、公共施設、一般の皆様の安心と安全を

守っています。

詳しくはこちら 詳しくはこちら

GRANDEUR株式会社

1年間で美容師4人採用！ 
多くの求職者にリーチできていま

す！静岡県下で4店舗のトータル美容サロン
「GRANDEUR（グランデュール）」を経営されている
GRANDEUR（グランデュール）株式会社様。

http://hitokuru.atimes.co.jp/post_detail?id=844
https://hitokuru.atimes.co.jp/post_detail?id=1114
https://hitokuru.atimes.co.jp/post_detail?id=1060


ご提案

貴社のお悩み・課題に応じてご提案します
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①自社の応募単価が適正か知りたい

　→応募単価シミュレーションで他社の応募単価と比較できます！

②自社の採用活動が適正か知りたい

　→採用力診断で、貴社の採用力がどれくらいか診断して、

　　どこに課題がありそうかご提示します。

③まずはライトに採用に関して勉強したい

　→採用お役立ち情報「ヒトクル」で、気軽に情報収集できます。
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