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取材 撮影 色校正 完全
フォーマット

表紙のみ
オリジナル

完全
オリジナル

構成をフォーマット化したサイトに、いただいた素材を流し込み、短期間・低コストで採用HPを制作します。3種類のデザインバリエーションを
用意しております。メインカラーは赤・ピンク・オレンジ・緑・青・紺からご指定いただくか、ご希望のオリジナルカラーを選択いただけます。

■ 納期：約1.5月～ ■ 取材・撮影なし ３５万円（税別）～、撮影のみあり 45万（税別）、取材・撮影あり ［3名まで、3時間以内］ 55万円（税別）～

テキスト・写真をご支給いただき、採用サイトを制作いたします。

企画概要

●採用HPパッケージ

マルチデバイス対応
サーバー・ドメインは

弊社でご用意

CMSだから貴社にて簡単に更新が可能です
情報の更新や追加（制限あり）は自社で好きなタイミングで行えます。簡易マニュアルをお渡しします。

スマートフォンやタブレットに最適化しています
ユーザーのデバイス（パソコン、スマートフォン、タブレット等）に関係なく、画面サイズに応じて、最適表示させます。

採用の必須コンテンツは既に揃っています
詳しくは5ページのサイトツリーをご覧ください。

ドメイン・サーバーはご用意済
想定ドメイン https://xxxxxx.recruitment-info.jp/ 

サーバー・ドメインともに2024年2月末までの費用込み(2022年10月～2023年9月までに納品した場合)

※7 2024年3月以降の延長をご希望の場合は、事前にご連絡ください。

２

３

４

５

サーバーはSSL対応
セキュリティ面でもご安心ください。

１

https://xxxxxx.recruit-jp.com/
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デザインパターン一覧 取材 撮影 色校正 完全
フォーマット

表紙のみ
オリジナル

完全
オリジナル

Aパターン： Bパターン： Cパターン：
一目でコンテンツ内容が分かるシンプルな
レイアウトで、誠実・正確な印象を与えます。

下層ページへのリンクボタンを大きくしたレイア
ウトで、スタイリッシュな印象を与えます。

ナビゲ—ションを横に配置することで、使いや
すさとともに先進的な印象を与えます。

■TOP画像は3枚の写真がスライドショー表示で切り替わります。

1〜２枚目は写真のみ。3枚目にキャッチコピーがのります。

■以下の６色からカラーを選択できます。

赤 緑ピンク 青オレンジ 紺
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CMSで簡単に更新 取材 撮影 色校正 完全
フォーマット

表紙のみ
オリジナル

完全
オリジナル

社員数や、売上高など、更新性の高い項目は都度更新すると更新費用も時間もかかります。

本企画では、CMSを導入いたしますので、貴社にて自由に更新可能です。（一部制限あり）

会社概要 事業案内

貴社の企業理念を記載します。この
項目を記載しない場合は、下の項目
が詰めて表示されます。

会社概要を記載します。項目は
自由に変更・追加することが可能
です。

事業内容などを記載します。

フリーフォーマットですので、そ
れぞれの企業様にあった形で
表記を変更・更新可能です。

レイアウトパターンに沿って、
自由にテキストや画像を挿入
することが可能です。

会社の沿革をタイムライン形式で
記載します。記載しない場合は、
項目全体が非表示となります。

各コンテンツの名称は

６文字以内で変更可能
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CMSで簡単に更新 取材 撮影 色校正 完全
フォーマット

表紙のみ
オリジナル

完全
オリジナル

社員様の仕事内容ややりがいを
記載します。

社員紹介 採用情報

基本プランは３名掲載ですが、
本文の変更だけでなく、社員
数の追加が可能です。

担当者メッセージ等を記載します。

タイトルは自由に変更することが
可能です。

記載しない場合は、下の項目が詰
めて表示されます。

募集要項を記載します。項目は
自由に変更・追加することが可能
です。

社内制度等を記載します(最大３
項目)。

記載しない場合は、項目全体が
非表示となります。
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取材 撮影 色校正 完全
フォーマット

表紙のみ
オリジナル

完全
オリジナルサイトツリー

トップページ 会社概要

事業案内

社員紹介

エントリー

採用情報

・社員A
・社員B
・社員C

マイナビ掲載画面へ

企業ページへ

募集職種や募集人数など、表形式で募集要
項を記載できます。

※取材・撮影ありの場合の
対象コンテンツ

・採用担当から

・募集要項

・制度紹介 画像とテキストで社内制度を記載できます。

貴社人事のメッセージを記載します。

・沿革

・会社情報

・企業理念

社員様の声を通して、貴社の仕事の魅力を伝
えます。掲載人数は３名が基本ですがCMSで
追加することができます。

写真と文章で貴社の事業等を紹介するページ
です。レイアウトに即していれば自由に写真
やテキストを掲載できます。

タイムライン形式で貴社の沿革を紹介します。

会社の基本情報を記載します。項目は自由に
追加することが可能です。

学生に貴社の企業理念を紹介します。



各画面イメージ（PC） 取材 撮影 色校正 完全
フォーマット

表紙のみ
オリジナル

完全
オリジナル

上部固定のグローバルメニューで

欲しい情報に辿りつきやすい設計に。

※Cパターンは左側に固定

各コンテンツの名称は

６文字以内で変更可能

エントリー促すためのボタンは目立つ配
置・配色を採用。

学生により深い理解を促すためのコーポ
レートサイトへのリンクも設置。

TOPページ

会社概要 事業案内 採用情報社員紹介

本文は開閉式で表示さ
れます。
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各画面イメージ（スマホ） 取材 撮影 色校正 完全
フォーマット

表紙のみ
オリジナル

完全
オリジナル

上部固定のグローバルメ
ニューでほしい情報に

たどりつきやすい設計に。

TOPページ

会社概要 事業案内 採用情報社員紹介
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進行フロー 納品までは約1.5ヵ月程度必要です。

定価 取材の有無により価格が変動します。

●ご注意 制作にあたり、下記ご確認ください。
※1 修正や微調整の指示は公開まで１回のみとさせて頂きます。公開後はお客様側で修正して頂き、弊社で対応する場合には別途費用を頂きます。

※2 修正や微調整の対応範囲は、「文字修正」「改行位置等の文字送り修正」「使用画像の変更」のみとなります。デザインの修正は不可です。

※3 入稿の素材は指定のサイズ、解像度、文字数に従って頂きます。素材自体の修正等は別途費用を頂きます。

※4 素材に関する全ての権利関係の責任は弊社では負いません。お客様側で確認・整理の上、入稿をお願い致します。

※5 本企画は定価商材につき、お申込後のキャンセルはいかなる時期においても返金することはできません。詳しくはお申込書に記載しております「お申込みに関する注意事項」をご確認ください。

※6 取材・撮影を行う場合は、1日1ヵ所。3時間以内となります。

※7 サーバー費、ドメイン費のご延長は、別途年間40,000円（税別）にて承ります。延長をご希望の場合は、事前にご連絡ください。

※8 本企画をお申込の際は、サーバー・ドメイン契約に関する覚書を取り交わしいただきます。詳細は営業担当にお問合せください。

※9 本企画は、検索結果への表示や順位の上位表示を担保するものではございません。予めご了承ください。

約5営業日

進行フロー・料金

※定期スケジュールはございません。納品日については都度ご相談ください。

取材 撮影 色校正 完全
フォーマット

表紙のみ
オリジナル

完全
オリジナル

取材の有無 価格（税別） 価格に含まれるもの

取材・撮影なし 350,000円

・デザインテンプレート・ヒアリングシートを元にしたサイトの構築
・2022年10月～2023年9月の期間に納品(サイト公開)した場合、
2024年2月末までのサーバー/ドメイン費

・更新のための簡易マニュアル

撮影あり 450,000円 上記に加え、撮影あり（1日１か所3時間以内）

取材・撮影あり 550,000円 上記に加え、取材・撮影あり（1日１か所3時間以内）

※取材ありの場合は、取材の8営業前までに取材ご希望日をご連絡ください。

お申込み オーダシート
回収

初校
提出

公開修正
（1回まで）

校了

約2営業日
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＜クリエイティブサービスに関する注意事項＞
◆料金の追加・変更等◆
1.制作過程において、仕様・取材撮影日数等に変更が生じた場合は、ご請求金額を変更させていただくことがあります。
2.納品完了後に、仕様変更、追加取材、データ修正依頼等が生じた場合は、再度お見積りのうえ、追加のご請求をさせていただきます。
3.あらかじめ確定した取材・撮影の日数・時間・取材箇所数を超える取材・撮影が発生した場合、別途追加の取材・撮影費および交通費が必要となることがあります。
4.お客様のご都合により、取材日程の変更・取消しをされる場合は、別途変更・取消し手数料をご請求させていただくことがあります。

◆著作権◆
当社が執筆した記事および撮影した写真の著作権は、当社に帰属します。他のメディア（お客様ＨＰでの利用を含みます）に利用する場合は、別途二次使用料が発生します。

◆免責◆
1.本企画で制作したお客様のサイト公開を終了する場合、使用したドメインは廃止となります。
廃止されたドメインは第三者により取得される場合があり、これによってお客様に損害が発生した場合であっても、当社はこれらの損害に対して、一切責任を負いません。

2.お客様のご都合により、当社が第三者の提供するサービスを利用する場合は、当該サービスにおける変更・停止等の発生について、当社は、 何ら責任を負いません。
3.当社は、天災地変その他の不可抗力（当社の責に帰すべき事由によらない回線障害、サーバ障害等を含みます）によって生じた損失について、何ら責任を負いません。
4.当社における制作物およびこれに関するデータの保管期間は、納品物の引渡しまでとし、それ以降は、保管の義務を負いません。
サーバ利用契約が終了した場合、サーバ上のデータは全て削除いたします。

5.制作物がWebサイトである場合は、以下のバージョン以降を動作保証の対象とします。動作保証外のバージョンによる閲覧について、当社は、何ら責任を負いません。
＜ブラウザ＞WindowsR：Internet ExplorerR 10以上/Edge 最新版/FirefoxR 最新版/Chrome 最新版

MacR：Safari 最新版/Firefox 最新版/Chrome 最新版

◆サイト公開後の検索順位◆
1.本企画はドメインを新しく設定してサイト制作を行うため、公開後、検索結果に表示されるまで数か月程度時間を要することがあります。
2.本企画は、検索結果への表示や順位の上位表示を担保するものではありません。予めご了承ください。
3.検索順位の向上に向けたSEO等については貴社にてご対応をお願いいたします。

注意事項と利用規約について

お申込書に記載しております「お申し込みに関する注意事項」、

利用規約（https://saponet.mynavi.jp/agreement/）を予めご確認の上、

お申し込みくださいますようお願いいたします。

フリーダイヤル 0120-751-170
受付時間 9:15~17:45(土日祝・年末年始を除く)


