
WEB応募システム とは…

THC GROUP JOB MAGAZINE

[ テ イクキュービック  ×  て ん まが ]

求人誌を通して地域社会の雇用促進を展開しています

媒 体 資 料
愛媛・徳島エリア／ 2 0 2 0 . 0 5

T H Cグループが発刊する求職者のための情報誌×2

https://www.cubic1.jp

愛 媛 版
https://www.tenmaga.co.jp

徳 島 版

〒791-8013 愛媛県松山市山越4丁目5-35
FAX.089-917-5888　E-mail▶info@cubic1.jp

株式会社 キュービック TEL.089-917-5777

※1年の契約の自動更新プランです

動画 CUBIC・てんまが
誌面求人

CUBIC・てんまが
ＷＥＢ求人

企業紹介
WEBページ

○ ○ ○ ○

－ － ○○

求人募集を
しているとき
求人募集を
していないとき

CUBIC・てんまが
誌面掲載料 10,000円

月
（税別）

採用成功の鍵は企業採用ホームページの情報発信にあり！
転職活動者の多くが採用HPから企業情報を収集しています。

□ 大手検索エンジン
□ マルチデバイス

□ WEB応募

誌面だけでは対応しきれない情報を効果的に発信！

YouTubeで
見ることができます

▲キュービックHP

◀てんまがHP

サンプル動画▶

〒770-8052 徳島県徳島市沖浜2丁目31-5
FAX.088-625-1309　E-mail▶info@tenmaga.co.jp

株式会社 転職まがじん TEL.088-625-1787

求職者（特に若年層）が利用する求人ネット検索にも対応！

.TV & 求人採用率と企業イメージをアップ！
動画制作 誌面+WEBでの求人

お得な動画付き求人プラン
ライト
プラン ＋ CUBIC・てんまが

誌面掲載料 20,000円
月

（税別）スタンダード
プラン ＋

01 ライトプラン

5万円（税別） ヒアリング
シート

構成
定型フォーム 素材提供 動画編集 BGM

ABC

テロップ挿入

写真をご提供いただき、スライドショー動画を作成させて頂きます。

制作料 お打ち合わせ 撮影

スタンダードプラン

10万円（税別） ヒアリング
シート

構成
定型フォーム 動画編集 BGM

ABC

テロップ挿入撮影

定型フォームからお選びいただける完全おまかせプランです。

制作料 お打ち合わせ素材提供02
プレミアプラン

15万円（税別） ヒアリング
シート 動画編集 BGM

ABC

テロップ挿入お打ち合わせ 撮影

オリジナルな動画を作成したい企業様におすすめのフリープランです。

制作料 素材提供構成
定型フォーム03

ホームページ
リニューアル

2020.5
スマホ・タブレット・PC

24時間受付OK！

求人情報が
WEBサイトに

公開

希望の
求人情報の
WEB応募を
タップ

採用担当者に
求職者の
応募情報が
届く

メールまたは
電話にて
面接日決定

求職者は
応募フォームから
入力 ➡ 送信



オールカラーで見やすく分かりやすい！！
ワンランク上の本誌でいい人材を！！

毎週の広告原稿の校了締切
DEADLINE03 採用までの流れ

FLOW UNTIL ADOPTION04

枠サイズ表
FRAME01 ご掲載料金表

PRICE02
枠サイズ

掲載期間 1週 4週

1/8Pサイズ

1/6Pサイズ

1/4Pサイズ

1/3Pサイズ

1/2Pサイズ

1Pサイズ

18,000円（税別）

30,000円（税別）

40,000円（税別）

55,000円（税別）

80,000円（税別）

150,000円（税別）

16,200円（税別）

27,000円（税別）

36,000円（税別）

49,500円（税別）

72,000円（税別）

135,000円（税別）

※印刷の都合上､誠に恐れ入りますが上記締切にて校了のご確認をさせていただきます。
※光沢紙フルカラーページ（愛媛版のみ）につきましては､締切時間が早くなりますのでご了承ください。　※祝日と重なる場合は前日の締切になります。

水曜日17:00光沢紙
フルカラー

※　　　　 光沢ページにつきましては、各営業担当までご相談くださいませ。CUBIC

CUBIC

※下記料金は1週あたりの料金となります。
◆他にもお得なご掲載プランをご用意しております。

1Ｐ

1/2Ｐ 1/4Ｐ
1/8Ｐ

1/3Ｐ 1/6Ｐ

★一部固定フォーマットがございます。

➡1/8サイズは固定フォーマットとなりますが、
　企業ロゴや写真を入れる事は可能です。

固定フォーマットの
あるサイズ

★…CUBIC
★…てんまが★★

★

★（※）

連続のご掲載で選考対象の幅も広がります。

金曜日15:00 火曜日18:00
フルカラー
（後半）

木曜日12:00フルカラー
（前半） 木曜日17:00ナイト

求人

てんまが

10%
OFF

20%
OFF12週 30%

OFF24週 40%
OFF48週

10,800円（税別）
18,000円（税別）
24,000円（税別）
33,000円（税別）
48,000円（税別）
90,000円（税別）

表2・表4 220,000円（税別） 198,000円（税別） 132,000円（税別）

12,600円（税別）
21,000円（税別）
28,000円（税別）
38,500円（税別）
56,000円（税別）
105,000円（税別）
154,000円（税別）

14,400円（税別）
24,000円（税別）
32,000円（税別）
44,000円（税別）
64,000円（税別）
120,000円（税別）
176,000円（税別）

毎週日曜日発刊 毎週金曜日発刊
愛媛県内（東・中予）1500ヶ所以上 徳島県内500ヶ所以上

豊富な誌面構成で人材の確保に定評があります

トリプルの
効果

WEB
2020.5
RENEWAL

CUBIC.TV
てんまが.TV

本誌 動画
CUBIC
てんまが

新卒者から中途採用希望者まで幅広い年齢にマッチしています。

求人広告はオールカラーで広告サイズも豊富

フリーレイアウト（一部固定フォーマット）ですので

写真やイラストを使用して貴社や貴店の特色を表現できます。

求人広告にプラスして、宣伝PR広告としても効果的にご使用いただけます。

求人情報誌において「配布」は媒体の生命線ともなります。
独自の配布システムを構築し、注目効果の高いラック・ポスト・スタンドで
求職者と企業様をつなぐ役割を担います。
一部コンビニエンスストアや映画館･ショッピングストアのご協力のもと
独自の配布ルートを広げながら、多くの幅広い年齢層の読者にアプローチし
募集効果を高める設置ロケーションづくりをおこなっています。

THC GROUP JOB M
AGAZINE

[愛媛版] [徳島版]

CUBIC

➡1/6と1/8サイズは固定フォーマットとなり
　ますが、企業ロゴや簡単なイラスト･キャッチ
　コピーを入れる事は可能です。
　営業担当にご相談ください。
➡1/4サイズは上部は固定フォーマットですが、
　下部の部分は、フリーレイアウトです。

てんまが

お申し込み 募集内容の
お打ち合わせ

求人原稿の
作成または
データの
ご入稿

原稿の校正
チェック
校了

求職者からの
応募

問い合わせ
面接・選考 採　用求人広告の

ご掲載
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10,800円（税別）
18,000円（税別）
24,000円（税別）
33,000円（税別）
48,000円（税別）
90,000円（税別）

表2・表4 220,000円（税別） 198,000円（税別） 132,000円（税別）

12,600円（税別）
21,000円（税別）
28,000円（税別）
38,500円（税別）
56,000円（税別）
105,000円（税別）
154,000円（税別）

14,400円（税別）
24,000円（税別）
32,000円（税別）
44,000円（税別）
64,000円（税別）
120,000円（税別）
176,000円（税別）

毎週日曜日発刊 毎週金曜日発刊
愛媛県内（東・中予）1500ヶ所以上 徳島県内500ヶ所以上

豊富な誌面構成で人材の確保に定評があります

トリプルの
効果

WEB
2020.5
RENEWAL

CUBIC.TV
てんまが.TV

本誌 動画
CUBIC
てんまが

新卒者から中途採用希望者まで幅広い年齢にマッチしています。

求人広告はオールカラーで広告サイズも豊富

フリーレイアウト（一部固定フォーマット）ですので

写真やイラストを使用して貴社や貴店の特色を表現できます。

求人広告にプラスして、宣伝PR広告としても効果的にご使用いただけます。

求人情報誌において「配布」は媒体の生命線ともなります。
独自の配布システムを構築し、注目効果の高いラック・ポスト・スタンドで
求職者と企業様をつなぐ役割を担います。
一部コンビニエンスストアや映画館･ショッピングストアのご協力のもと
独自の配布ルートを広げながら、多くの幅広い年齢層の読者にアプローチし
募集効果を高める設置ロケーションづくりをおこなっています。

THC GROUP JOB M
AGAZINE

[愛媛版] [徳島版]

CUBIC

➡1/6と1/8サイズは固定フォーマットとなり
　ますが、企業ロゴや簡単なイラスト･キャッチ
　コピーを入れる事は可能です。
　営業担当にご相談ください。
➡1/4サイズは上部は固定フォーマットですが、
　下部の部分は、フリーレイアウトです。

てんまが

お申し込み 募集内容の
お打ち合わせ

求人原稿の
作成または
データの
ご入稿

原稿の校正
チェック
校了

求職者からの
応募

問い合わせ
面接・選考 採　用求人広告の

ご掲載



WEB応募システム とは…

THC GROUP JOB MAGAZINE

[ テ イクキュービック  ×  て ん まが ]

求人誌を通して地域社会の雇用促進を展開しています

媒 体 資 料
愛媛・徳島エリア／ 2 0 2 0 . 0 5

T H Cグループが発刊する求職者のための情報誌×2

https://www.cubic1.jp

愛 媛 版
https://www.tenmaga.co.jp

徳 島 版

〒791-8013 愛媛県松山市山越4丁目5-35
FAX.089-917-5888　E-mail▶info@cubic1.jp

株式会社 キュービック TEL.089-917-5777

※1年の契約の自動更新プランです

動画 CUBIC・てんまが
誌面求人

CUBIC・てんまが
ＷＥＢ求人

企業紹介
WEBページ

○ ○ ○ ○

－ － ○○

求人募集を
しているとき
求人募集を
していないとき

CUBIC・てんまが
誌面掲載料 10,000円

月
（税別）

採用成功の鍵は企業採用ホームページの情報発信にあり！
転職活動者の多くが採用HPから企業情報を収集しています。

□ 大手検索エンジン
□ マルチデバイス

□ WEB応募

誌面だけでは対応しきれない情報を効果的に発信！

YouTubeで
見ることができます

▲キュービックHP

◀てんまがHP

サンプル動画▶

〒770-8052 徳島県徳島市沖浜2丁目31-5
FAX.088-625-1309　E-mail▶info@tenmaga.co.jp

株式会社 転職まがじん TEL.088-625-1787

求職者（特に若年層）が利用する求人ネット検索にも対応！

.TV & 求人採用率と企業イメージをアップ！
動画制作 誌面+WEBでの求人

お得な動画付き求人プラン
ライト
プラン ＋ CUBIC・てんまが

誌面掲載料 20,000円
月

（税別）スタンダード
プラン ＋

01 ライトプラン

5万円（税別） ヒアリング
シート

構成
定型フォーム 素材提供 動画編集 BGM

ABC

テロップ挿入

写真をご提供いただき、スライドショー動画を作成させて頂きます。

制作料 お打ち合わせ 撮影

スタンダードプラン

10万円（税別） ヒアリング
シート

構成
定型フォーム 動画編集 BGM

ABC

テロップ挿入撮影

定型フォームからお選びいただける完全おまかせプランです。

制作料 お打ち合わせ素材提供02
プレミアプラン

15万円（税別） ヒアリング
シート 動画編集 BGM

ABC

テロップ挿入お打ち合わせ 撮影

オリジナルな動画を作成したい企業様におすすめのフリープランです。

制作料 素材提供構成
定型フォーム03

ホームページ
リニューアル

2020.5
スマホ・タブレット・PC

24時間受付OK！

求人情報が
WEBサイトに

公開

希望の
求人情報の
WEB応募を
タップ

採用担当者に
求職者の
応募情報が
届く

メールまたは
電話にて
面接日決定

求職者は
応募フォームから
入力 ➡ 送信


