
最短翌週掲載！
※広告サイズ、制作内容により翌々週になる場合があります

■求人広告掲載に関するお申し込み、お問い合わせはこちらまでご連絡ください。

東洋印刷株式会社
TonJobとかち お問い合わせ係
受付 月曜～金曜 9:00▶17：00 kyujin@toyo-grp.co.jpE-mail

TEL 0155-23-5070
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●校了
　12:00●発行日 ●掲載〆切

　17：00まで
●新規掲載〆切
　15：00まで

●受付時間は、9：00～17:00までとなっております。　●締め切り日が祝日の場合、前日に繰り上げとなります。

広告掲載依頼受付から発行までの流れです。

求人情報サイト 毎週月曜日更新

ログイン会員登録（無料） ログイン閲覧履歴 : 0 検討中 : 0
とかち
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媒体特徴

掲載イメージ

面接前の
最終チェック！

風で髪がボサボサになって

いないか、汗をかいていな

いか、化粧が崩れていない

かなど、面接前に一度鏡で

確認しましょう。

面接時の心得

広告は実寸サイズです。求人誌のページレイアウトのイメージです。　※掲載広告サイズの他に、1/4ヨコ枠、1/1枠があります。

掲載サイズ・料金表

掲載スケジュール

問い合わせ 打ち合わせ

掲載のご案内
貴社のPRをしませんか？ 現場で働いている従業員の様子や声を伝えることで、貴社の雰囲気や仕事内容を、
多くの読者に知ってもらえるチャンスです！
掲載に関する詳細につきましては、要相談となりますので、お気軽にお問い合わせください。

修　正 掲　載初　校

枠
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ヨコ 4.3cm ｘ タテ 5.6cm

10,000 円ヨコ 8.9cm ｘ タテ 5.6cm

20,000 円ヨコ 8.9cm ｘ タテ 11.5cm

40,000 円ヨコ 18.1cm ｘ タテ 11.5cm

80,000 円ヨコ 18.1cm ｘ タテ 23.3cm

20,000 円ヨコ 18.1cm ｘ タテ 5.6cm
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広告サイズ 広告料金(税別) web掲載

×
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〇

〇

〇

写真掲載 フリーデザイン

巻頭読物

・販売価格 0円(フリーペーパー) ・設置店 約270店
スーパーマーケット / コンビニエンスストア / 書店　その他に設置  (十勝管内 全市町村)

・規格：AB判サイズ 　・発行：毎週月曜日

近年、少子高齢化が進み、十勝管内の人口も減少傾
向にあります。各企業、少子化が進むにつれて、人手
不足に陥る中で、十勝という地域に特化した求人情
報誌を作ろうという考えに至り、創刊されました。

TonJobとかちの大きな特徴としては、販売価格0円
(フリーペーパー)として十勝管内に設置しています。
求人掲載ページは文字の大きさやアイコンなどを使う
ことで見やすい求人情報誌として仕上がっています。
求人広告のQRコードからアクセスすると、誌面上に
掲載出来なかった求人詳細を伝えることができます！
誌面とWebを連動させることにより、読者へのア
ピール度を広げることができます！

①美容室スタイリスト
［内容］接客、カット・パーマ・カラー、そ

の他、美容に関する業務全般を
お願いします！

［給与］月給制　200,000円
②美容室アシスタント
［給与］月給制　180,000円
〈共通項目〉
［資格］美容師免許、専門卒、経験不問
［休日］シフト制（月平均8日程度）

年末年始 6日間 
GW 3日間

［時間］10：00～18：00　休憩60分
［待遇］雇用 労災 健康 厚生保険

お客様の最高の表情に最高に似合うフレームをつくるお仕事です！お客様の最高の表情に最高に似合うフレームをつくるお仕事です！

[正][契]①美容室スタイリスト　②美容室アシスタント
●勤務地 西10条南9丁目 ●各種保険完備

発行スケジュール

TonJob とかち

特徴

〈1/8 広告例〉

週毎にカラーを変更
表紙は4パターン

アイコンの数は正社員・アルバイト各35種類！
広告掲載時に求人の目玉となる特徴をお選びください！
1広告に最大6アイコン掲載可能です。
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とかち
TakeFree
¥0
ご自由にお持ちください

パソコン・スマホ・ケイタイからアクセス！！

正社員・アルバイト・パート求人情報 毎週月曜更新！！

正社員・アルバイト・パート求人情報誌 毎週月曜発行！！

検索トンジョブ

トンジョブ

創刊号！
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☎0155-23-1321 担当/斉藤

帯広市西10条南9丁目7番地
TOYO美容室

※アイコンは1/8以上の広告枠から入ります。

・帯の色
正社員・契約社員 アルバイト・パート・派遣

①美容室スタイリスト
［内容］接客、カット・パーマ・カラー、そ

の他、美容に関する業務全般を
お願いします！

［給与］月給制　200,000円
②美容室アシスタント
［給与］月給制　180,000円
〈共通項目〉
［資格］美容師免許、専門卒、経験不問
［休日］シフト制（月平均8日程度）

年末年始 6日間 
GW 3日間

［時間］10：00～18：00　休憩60分
［待遇］雇用 労災 健康 厚生保険

お客様の最高の表情に最高に似合うフレームをつくるお仕事です！お客様の最高の表情に最高に似合うフレームをつくるお仕事です！

[正][契]①美容室スタイリスト　②美容室アシスタント
●勤務地 西10条南9丁目 ●各種保険完備

[正][契]歯科衛生士
●勤務地 西10条南9丁目 ●残業なし
［内容］◇歯科医師の指導のもと、予防措

置・診療の補助および口腔衛生指
導を行います。◇診療器具管理

［資格］歯科衛生士、専門卒以上、経験不問
［時間］8：45～19：45　(休憩 120分)
［給与］月給170,000円～300,000円

(基本給140,000円～200,000円
+技能手当10,000円～60,000円
+資格手当20,000円～40,000円)

［休日］シフト制（木、祝、金～水の間で1
日休み）、年間休日105日

［待遇］通勤手当あり、車通勤可

[コメント]事前の見学大歓迎！まずは当施
設ならではの雰囲気や魅力を知って頂い
てからご応募頂いてかまいません。ご連
絡お待ちしております。

東洋シニアホーム株式会社
帯広市西10条南9丁目7番地

☎ 0155-23-1321（担当/高田）

[内容]

[資格]
[時間]

[勤務]
[給与]

[待遇]

[応募]

老人ホーム内での調理補助業務で
す。厨房にて食事を作り配膳台に
乗せて介護職員に渡しますお仕事
です。※難しいお仕事はありませ
ん。普段少しでも料理していればす
ぐに慣れます。メニューはうどんや
カレー、焼き魚・卵焼きなどです。
未経験者歓迎、扶養控除内OK
6時間勤務・8時間勤務どちらかお
選び下さい。下記時間のシフト制
勤務です。
〈6時間の場合〉
◇早番/6:00～12：00
◇遅番/13:30～19：30
〈8時間の場合〉
◇早番/6:00～15：00
◇遅番/15:30～21：30

月22日位（週5日勤務程度）
時給850円～
6：00～9：00/時給1,050円
交通費規定支給、車通勤可、母子
父子手当有（子供1名に付5,000
円/18才以下）
まずはお気軽にご相談下さい。
面接時の交通費支給します。

事前の見学大歓迎！
まずは当施設ならではの
雰囲気や魅力を知って下さい！

[ア][パ]老人ホームのキッチン調理補助スタッフ
●勤務地 西10条南9丁目（帯広駅より800ｍ） ●月給 850円～ ●シフト制

［コメント］当店は仕事帰りなどにふらっ
と立ち寄れるような優しい雰囲気のお
店。いろんなお客様に出会えるのはこの
お店ならではの魅力です！初めての方で
もご安心を♪先輩スタッフがフォローし
ます！ 

■①居酒屋キッチンスタッフ
［内容］単な調理補助からのスタート！ 仕

込みや盛り付けから徐々にお任
せしていきますので、未経験者で
も調理の技術が身につきます

②居酒屋ホールスタッフ
［内容］お客様からオーダーをとったり、

料理を運んだり、お会計など接客
がメインのお仕事です。

〈共通項目〉
［資格］・高校生勤務可能（16歳以上）
　　　・22時以降は18歳以上の方（法

令による）必要な経験などは特に
ありません！

［時間］14：00～翌3：00の間の3時間以上
　　　勤務可能曜日 
　　　月、火、水、木、金、土、日
　　　シフト自己申告（15日ごとに提出）
　　　学校終わりに働きたい！・・・
　　　17：00～21：00　OK! 
　　　しっかり稼ぎたい！・・・
　　　19：00～翌3：00　OK!
　　　※勤務時間は店舗によって異な

る場合がございます。
［時間］休日シフト制
［給与］時給900円
　　　高校生は時給810円～
　　　○交通費規定支給○昇給有
［待遇］嬉しいまかないあり ※食事補助

あり、前払い制度あり、毎月昇給
可、社保完備（月内130時間以上
継続して勤務の方）、社員登用制
度あり

[ア][パ]①居酒屋キッチンスタッフ ②居酒屋ホールスタッフ
●勤務地 西10条南9丁目 ●まかない付　●前払い制度あり　●シフト自己申告制　●友達と応募歓迎　●履歴書不要　●高校生歓迎　●4時間以内の勤務

選べる日
数・勤務時

間♪
働きやす

さ抜群で
す！！！

未経験でも大丈夫！
楽しく一緒に働きませんか？

一 一
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枠
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枠
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枠

営
業・事
務

00応募の際は「トンジョブを見ました」と伝えるとスムーズです。

☎0155-23-1321 担当/斉藤

帯広市西10条南9丁目7番地
TOYO美容室

帯広市西10条南9丁目7番地
東洋歯科クリニック
☎0155-23-1321 担当/斉藤

☎0155-23-1321 担当/田中

帯広市西10条南9丁目7番地
居酒場とうよう 帯広駅前店

シフトは自分で
決められます！
自分にあった働き方を実現しませんか？
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http://www.toyo-grp.co.jp/
http://www.tonxton-job.com/
https://www.tonjob.jp/regist.php?type=sendmail
https://www.tonjob.jp/regist.php?type=user



