2022 年 3 月より掲載スタート

群馬で
仕事を探すなら
ゴアジョブ
群馬のとびら
群馬のポータルサイト「GOOR＊ゴア」の求人情報だから、
県内情報と一緒に楽しく仕事が探せる !

勤務地が群馬県内限定の求人サイト

https:// 群馬のとびら .com

群馬で求人募集するならゴアジョブ！
群馬の情報サイト「GOOR＊
（ゴア）
」は、毎月多くの人が見るポータルサイトだから広告効果は抜群！
そんなポータルサイト内の求人掲載だからこそ、NEWS・フードなどの情報を閲覧しているユーザーからの応募も見込めます。
情報掲載料も 30 日間 5,500 円（税込）という圧倒的なコストパフォーマンスで求人募集をサポート！
契約期間中なら掲載情報を自由に修正することができ、公開・非公開の設定も自由！
見やすくてわかりやすいページ構成で写真や動画も掲載できる充実の情報量！
簡単 WEB 登録でスピーディーに求人募集を始められます。

ゴアジョブの特徴
群馬のポータルサイト内の求人だから、多様な年代・属性へアプローチ !!
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他の求人サイトとゴアジョブの違い
広範囲のユーザーにアプローチができる！

群馬県内特化型！

圧倒的なコストパフォーマンス！

群馬の情報を発信する「GOOR＊
（ゴア）
」

群馬県内での勤務地に限定された求人サイ

群馬県内限定の求人サイトだからこそ実現

内のコンテンツとして求人ページが設置されて

トなので、他県等の情報が無く、県内で働

する低価格での掲載プランで提供します。

いるので、NEWS・FOOD・CULTURE な

く県民にとってスムーズに求人検索ができ、

30 日間の契約期間内であれば、公開・

ど様々な情報に興味がある求職者からの求

他県から群馬県に移住などを考えている人材

非公開設定や原稿修正も自由。

人情報の閲覧が期待できます。

からの閲覧も期待できます。

＊各種設定については運営部へお問い合わせください

仕事検索と応募がシンプル
求職者と求人掲載者が「探す」「応募する」「受付する」「面接する」という最短でのマッチング！
情報登録等の管理画面もシンプルで使いやすく、メールか電話での応募受付のみで双方のやりとりがスムーズです。
8:30

求職者がゴアジョブオリジナルのマイプロフィールシートを記入して応募でき、
自己 PR を事前に確認できるので、面接の際の採用基準に活用できます。

ゴアジョブの機能紹介
群馬県限定だから検索が早い
function

ゴアジョブは群馬県内の勤務地に限定した求人情報サイトなので、他県での勤務地の掲載がなく、求職者が群馬県内の
仕事限定で探すことができます。また、アルバイト雇用・社員雇用・契約社員など雇用形態も自由に掲載できますので、
幅広い求職者を募集することができます。

求人情報ページが見やすい
function

求人情報ページがシンプルで見やすいデザインとなっており、求職者がイメージしやすい内容となっております。
写真や仕事情報だけでなく、動画の掲載も可能なので、ページの工夫をすることで企業イメージをダイレクトに表現することができ、
求職者からの興味を魅くことができます。

メールか電話でダイレクトに応募
function

応募方法はメールか電話のみとなっており、求職者にとっても手続きが最小限で応募しやすい。
メール応募では対面かリモートかの面接方法の希望も送ることができ、コロナ対策に対応している企業様にとっても
やりとりを短縮できます。

掲載期間内は公開・非公開が自由
function

30 日間ごとの掲載契約となりますが、この間に公開・非公開の設定を自由に設定できます。
例：15 日間の掲載で十分な募集人数を獲得できたけど、違う職務での募集をさらに行いたい。
＞契約期間が残っているので、7 日間情報を変更し、別の職務で再募集を行えます。

求職者の PR シート
function

ゴアジョブでは、応募の際にマイプロフィールシートを求職者がダウンロードできるようになっております。
このシートがメールで添付されるので、求職者がどんな人材なのかを事前に得られます。
面接前に求職者の性格や特徴を知ることができ、採用基準の情報としてご活用いただけます。

見やすくて申請方法も簡単なマイページ
function

求人情報の登録・修正や期間延長・再掲載などの手続きが全てマイページで簡単に行えます。
契約期間が終了した後も、一度登録したアカウントでいつでもマイページにログインできるので、
再掲する際の再登録や再契約といった二度手間がありません。

ゴアジョブのプラン詳細
２つのプランから貴社の採用課題に合った求人情報を提供することが可能です。
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ゴアジョブ・掲載者用マイページ
一度登録したアカウントにて、掲載期間終了後もマイページにログインできるので、
再掲載の際の面倒な手続きなどが無く、マイページから申請できて簡単です。

オプション詳細
上位オプション 15

15 日間

3,300 円（税込）

3,300 円（税込）

上位オプション 30

30 日間

5,500 円（税込）

5,500 円（税込）

検索キーワード固定表示

30 日間

16,500 円（税込）

検索キーワード選択型（地域・職種いずれか）

全ページ TOP 表示

30 日間

110,000 円（税込）

全ページに表示

PR 広告掲載

30 日間

330,000 円（税込）

PR バナー・独自ページリンク・取材・写真撮影・GOOR＊PR 掲載、込

企業 PR 動画作成

15 秒〜30 秒

330,000 円（税込）

撮影・編集込み（データ納品・二次利用可）

ウェブサイト制作

LP

275,000 円（税込）

LP サイト（２P まで）（サーバー・ドメイン費別）

求人広告代理・PR 代行

ー

御見積

貴社の求人や企業 PR を独自プランにて施策します

indeed 連携設定

1 件 /30 日間

33,000 円（税込）

１職種・１雇用・１エリア（有料 1 万円分含む）

こちらのオプションについては、2022 年 4 月より受付予定となっております。
サービス開始やその他詳細は会員様向けにてご案内致します。

群馬県の仕事を掲載できる
求人サイトで
コストパフォーマンス No.1
ゴアジョブ
まずはアカウント登録！
【お問い合わせ】

ゴアジョブ運営部 / 合同会社アーセス

〒370-0036 群馬県高崎市南大類町 791-2
TEL. 027-386-5949 / FAX. 027-386-5130
MAIL. job-info@g-goor.com
URL. https://g-goor.com

