
Copyright © PERSOL CAREER Co., Ltd. All Rights Reserved. 

「WEB an」 × 「LINEバイト」  
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のご紹介 
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 ■求人情報サービスのブランド 圧倒的認知度「an」 
 ■新世代の求人サービス「LINEバイト」 
   4つのチャネルで幅広く訴求！貴社の求人活動をお手伝いします！ 

「an」「LINEバイト」について 

お仕事情報を提供して約50年。 
幅広い求職者に支持されています！ 
2017年8月大規模リニューアルで 
求職者に最も選ばれる「an」へ 
バージョンアップをして生まれ変わります！ 

ユーザー数上昇中！ 
登録ユーザー数 

1,100万人超 ※2017年3月当社調べ             

 

※LINEバイトに掲載できるのは「an」だけ！ 
 
応募を待つだけじゃない！ 
求職者に直接アピールできるシステムも搭載。 

誕生50周年 



「an」「LINEバイト」メディア特性について 

▼今後の利用意向調査▼ 
 ※アルバイトの求人サービスで今後利用したいサービスを上位3つお書き下さい 
 ※株式会社マクロミル インターネット調査（期間：2016年4月28日（木）～5月1日（日）） 

▼認知度調査▼ 
 ※アルバイトの求人サービスと聞いて思い浮かべるサービス名をすべてお書き下さい（助成想起） 
 ※株式会社マクロミル インターネット調査（期間：2016年4月28日（木）～5月1日（日）） 

an＋LINEバイトの 

認知度85%以上で2位。 
「an」と「LINEバイト」の同時掲載！学生からフリーター、主
婦層まで幅広い世代への訴求が可能。 

利用意向度も高い！ 
「an」の魅力的な原稿、「LINEバイト」のLINEアプリからの使
いやすさ、LINE応募など、利用意向上昇中！ 
 
さらに⇒ 
「an」のリニューアル(発見性UP・マッチング率UP)効果で 
さらに利用意向度を高めていきます！ 
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認知度も利用意向も高い！ 
「an」と「LINEバイト」の同時掲載だから、多くのユーザーに訴求できる！ 



「an」「LINEバイト」サイトプロフィール 

性別 

年齢 

「an」 
※2017年3月(全国データ)当社調べ 

「LINEバイト」 
※2016年7月(全国データ)マクロミ社・インターネット調査 

若年層からシニアまで幅広く支持を得ています 若年層ユーザーが多数 

性別 

年齢 

属性 属性 



anのご紹介 



■アルバイト求人情報 圧倒的な認知度！ 
■毎日新鮮な仕事情報を提供して約50年！ 

■毎日更新(平日)：お申し込みから最短中1日でご掲載可能！ 
■WEBプロモーションなど、多角的にユーザーへアプローチ！ 

求職者のメイン端末スマートフォン 

PC 

8月21日リリース！大規模リニューアル 
バージョンアップして生まれ変わった 

「an」 

求職者が『働きたい！』と思ったその時にBESTな求人に出会えるサイトに！ 

応募数UP×マッチング率UPを実現！ 

  

スマホやWEBサイト上で原稿の”見やすさ”をとことん追求。 
職場の魅力が最短で伝わります。 

「an」のこだわりマスタや業種・職種コードを使用することでGoogle検索結果の上位
に表示。最短で「見つけられる」サイト。 

「1原稿=1勤務地」「1原稿＝1業態」で、ユーザーが希望する仕事とエリアでの 
求人を最短で表示。ユーザーが気になる項目（働きたい職種、条件、エリア）の 
検索精度高！働きたいエリア＆条件の求人がストレスなく探せることで発見性も高い！ 

その結果、ユーザーが探しやすいサイトに！ 
応募率が約2倍へUP！ 

「an」／50周年記念こだわりのリニューアル 



「an」／もっとも「見つけられる」にこだわっています 

業態 

33▶122 

「an」はこだわりマスタや業種・職種コードを大幅UP＝発見率UP！応募率UP！ 
マッチング率UPにつながります！ 

業界   

9▶18 

職種 

69▶358 

こだわり検索 

38▶77 
(設定上限なし) 

こだわりマスタや業種・職種コードの圧倒的な検索数 

比較 

Ａ社 B社 C社 D社

こだわり検索 65 73 71 23

業界 17 16 13 18

業態 － － － －

職種 209 82 52 18

参考：他社検索数 

「an」は豊富な検索軸により 
“統一されたキーワードで構成された『わかりやすい』サイト” 
という評価をGoogleなどの検索サイトから受けることができます。 
 
＞＞結果 
『わかりやすい』と評価を受けたサイトがGoogleから世の中におススメされる 
そのため、たくさんの人たちが訪問するサイトにつながっていきます。 
つまり…「an」がこの潮流の最先端に出てきます！ 
＞＞さらに 
原稿もストレスなく「見つけられる」且つ、マッチング率もUPします！ 



「an」／求職者の多様な働き方にフィット「こだわり検索」 

設定上限なし 

右図：✔新規追加 △変更 ◎現行通り 

給与 　◎日払い　◎週払い　△給与前払い制度あり　✔給与手渡しOK　✔昇給あり　△土日祝給与UP

勤務期間 　✔春・夏・冬休み期間限定　◎即日勤務OK

勤務時間 　✔フルタイム　✔歓迎残業なし　 ✔午前のみOK　✔午後のみOK

シフト

　✔シフト自己申告　△時間固定シフト制　△土日祝のみOK　◎平日のみOK

　◎1日4h以内(短時間)OK　✔直前のシフト交換も対応可　✔扶養控除内相談OK

　✔テスト期間のシフト考慮

　休日・休暇 　✔完全週休2日制　✔週休2日制　✔土日祝休み　✔1勤務2休制　✔1勤務3休制

待遇

　◎制服貸与　◎社割あり　✔交通費全額支給　◎交通費規定内支給　✔社会保険完備

　◎まかない・食事補助あり　✔資格取得支援制度あり　◎寮・社宅あり　✔託児所あり

　✔産休・育休制度実績あり　◎社員登用あり　✔独立支援制度あり　◎入社祝い金あり

　◎送迎あり　✔ボーナス・賞与あり

応募資格

　◎未経験・初心者OK　△経験者・有資格者歓迎　◎高校生歓迎　△学生歓迎　◎フリーター歓迎

　◎主婦・主夫歓迎　✔ミドル歓迎　✔シニア歓迎　✔外国人留学生歓迎　△副業・WワークOK

　◎ブランクOK　✔無資格でもOK　✔学歴不問　✔要自動車免許

募集背景 　◎オープニング　◎大量募集

研修内容 　◎研修制度あり

勤務地 　△駅直結　△駅から5分以内　△車通勤OK　△バイク通勤OK

職場アピール

　✔卒業前の学生応援　✔就職活動中の学生応援　✔子育てママ/パパ応援　△髪型・髪色自由

　◎服装自由　△髭・ネイル・ピアスOK　✔休憩専用スペースあり

　✔休憩スペースの禁煙/分煙　◎在宅ワーク・内職　◎登録制

応募方法
　✔履歴書不要　✔友達と応募OK　△土日祝・面接可　✔面接交通費支給　✔面接確約

　✔出張面接あり

■募集内容の見直し 
■合致するポイントの再チェック 
 
働き方が多様化する中で 
こだわり検索の設定は重要な 
ポイントです。 



    

勤務地エリア・駅を越えて、周辺エリアへ訴求可能!! 
採用難エリアでの母集団形成にも有効です!! 

求人一覧ページ  表示イメージ  

エリア・路線プラス 

通常案件 

・ 
・ 
・ 

(レコメンド枠) 
※おすすめ表示 

エリア・路線プラス 

・ 
・ 
・ 

通常案件 

123456・・・次へ 

商品特徴 

求人一覧ページに広告枠を設置 
ユーザーがエリア検索をした際に近隣エリアに
も案件を露出！「エリアプラス」 
ユーザーが駅・路線検索をした際に同じ 
沿線にも案件を露出！「路線プラス」 
周辺エリアのピックアップとして求人を 
表示します。 
今まで訴求できなかった広域ユーザーへ 
広告露出できます。 

地域 4週間 2週間 1週間 

関東 ¥20,000 ¥15,000 ¥10,000 

関西 ¥18,000 ¥14,000 ¥9,000 

東海 ¥15,000 ¥12,000 ¥8,000 

九州・ 

沖縄 
¥15,000 ¥12,000 ¥8,000 

北海道 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 

東北 ¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 

中国・ 

四国 
¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 

甲信越・ 

北陸 
¥10,000 ¥8,000 ¥5,000 

価格 

枠数  ：制限なし ※一部業種除く 
      一覧画面の上下段に5枠ずつ表示 

      表示位置はランダム。 
デバイス：スマートフォンのみ 

商品仕様 

近くのオシゴトをピックアップ！ 



アルバイトは生活圏内で「はたらく」 

生活のための行動に主眼をおき、通勤・通学・買物・医療・教養・レクリエーションなどの行動が主として行われる範囲 (地域) をいう。 

●生活圏とは？ 

【調査地域】全国 
【調査対象】6200サンプル 
※高校生・大学生 
・フリーター・主婦・シニア 

Q.『アルバイト・パートの仕事をさがす際に重視するものは何ですか？(複数回答可)』 ▼「an」求人一覧に入ってきた応募者の検索傾向 
（Googleや検索エンジンで駅系・エリア系文言が入っている比
率） 

実際に、84％もの方が 

『はたらく場所』 

に関係する文言を入れて

「an」に流入しています。 

まずは、●●市●●駅で検索してみよう…！ 

最も重視しているのは 

「勤務地」です!! 

勤務地エリア以外に住んでいる方々からの応募が半数以上!! 
◎「an」に求人広告を出している勤務地エリアごとに、実際に応募者が応募した勤務地エリアをグラフ化しまとめました。 

■勤務地エリア：福岡市中央区 

【調査対象】福岡県 
【抽出期間】2017年10月-11月 

福岡市中央区
以外から応募

が81％ 

東京都新宿区
以外から応募

が90％ 

■勤務地エリア：東京都新宿区 ■勤務地エリア：大阪市西区 ■勤務地エリア：名古屋市中区 

名古屋市中区
以外から応募

が89％ 

大阪市西区 
以外から応募

が86％ 

実際に「an」を利用する人は、 
どんな文言を検索するの？ 

全世代へ仕事に対する 
アンケート調査を行いました!! 



    

リンク
先 

枠数 

商品 
仕様 

掲載
期間 

求人一覧／求人詳細 
※貴社タイアップページも可 
 (anドメインのみ) 

各エリア 1枠限定  

1週間 掲載期間保証型メニュー 

スマホトップバナー スマホミドルバナー 

地域 1週間価格 

関東 ¥200,000 

関西 ¥175,000 

東海 ¥125,000 

九州・沖縄 ¥100,000 

北海道 ¥100,000 

東北 ¥100,000 

中国・四国 ¥100,000 

甲信越・北陸 ¥100,000 

Works Café 株式会社 

リンク
先 

枠数 

商品 
仕様 

掲載
期間 

求人詳細のみ 

各都道府県 3枠限定  

1週間 掲載期間保証型メニュー 

スマホ都道府県TOPページに掲載し、

大きい画像で、店舗や会社の 
雰囲気を露出するバナーメ

ニュー。 

地域 エリア区分 1週間価格 

関東 

東京 ¥50,000 

神奈川・埼玉・千葉 ¥40,000 

茨城・群馬・栃木 ¥25,000 

関西 

大阪 ¥45,000 

兵庫・京都 ¥40,000 

滋賀・奈良・和歌山 ¥35,000 

東海 
愛知 ¥40,000 

岐阜・三重・静岡 ¥30,000 

九州・沖縄 
福岡 ¥40,000 

福岡以外の全県 ¥25,000 

北海道 北海道 ¥25,000 

東北 宮城他 全県 ¥25,000 

中国・四国 広島他 全県 ¥25,000 

甲信越・北陸 新潟他 全県 ¥25,000 

スマホ都道府県TOPページの最上位
に掲載し、ブランド露出量を 
最大化するバナーメニュー。 



スマートフォンの普及率 

「マーケティング・リサーチ・キャンプ」より 

スマートフォンの利用推移 

「an」トップ画面のヒートマップ(見られているところが赤くなります) 

スマートフォンの年代別利用推移 

求職者は「どこを見ている？」 anで見られているのは？ 

※10月実績、anドメイン全ページのPVが対象 

100％ 

スマホの利用意向が年々拡大中！ 
スマホサイト向けの求人掲載強化が今後の採用成功の鍵！ 

スマートフォンの「an」トップ 
ページ画面を見ていくと、 
「今月のピックアップ求人」より 
上部が、よく見られています 

多くの求職者に注目される 
位置で、バナー広告を出すこと
により発見性や訴求を高める 
ことができます。※応募効果の
拡大が狙えます！！ 

スマホオンリーの時代がくる?! 

■10代・20代はまさに「スマホネイティブ世代」と呼ばれるにふさわしい利用率。 
■伸び率が最も高いのは60代で、シニア層の利用率が3倍になっています。この先も増えていきそうです。 

50％ 

「an」を閲覧する求職者は
80%以上の人が 
スマートフォンです!! 

「an」 スマートフォン・PC利用率 

スマート

フォン 

81.9% 

PC 

18.1% 



LINEバイトのご紹介 



「LINEバイト」 ※「an」をお申込みいただくと同時掲載 

★スマホアプリ「LINE」から求人検索が可能★ 
   LINEユーザーが多い10代～40代の採用には「LINEバイト」がオススメです！ 

「LINE 

バイト」 

とは 

 LINEプラットフォーム上でバイト探しができるサービス 
   └「an」が、LINE株式会社と共同で、2015年2月16日 にサービスリリース 
 

 追加アプリのインストールや新規登録不要で利用可能！ 

   圧倒的なユーザー数のLINEから検索が可能！ 
 

 「LINEバイト」公式アカウントも同時開設！ ともだち登録数、急増中！ 
 

 公式アカウントの登録ユーザーには、新着求人情報をトーク画面上でプッシュ通知 

   「LINEバイト」に訪れなくても、最新の求人情報を提供可能！ 

ーサービス開始から2年1ヵ月ー 

「LINEバイト」会員数 

1,100万人突破※ 

            
         ※2017年3月8日時点 
           ※会員数とは：「LINEバイト」に訪れて検索をしたユーザー数 
                       (最初の都道府県選択をしたユーザー数でカウント) 



「LINEバイト」／LINE利用者を誘導します！ 
2つのアプリからアクセス 

LINEアプリ 
「その他」 
タブからアクセス 

App store、 
Playストアにて、 
アプリをダウンロード 
してアクセス 



  |  9-Jan-18  |  

LINEで応募者とやり取りが可能に！ 

新機能「LINE応募」 
▼LINE応募 やり取り実例①▼ 

スタンプを含めたライトなコミュニケーションで、面接前から、 
 

応募者⇔企業様の親密度UP  採用決定率UP 

 
 

LINEの日常利用性と既読機能により、  
 

面接までのやり取りが 確実＆速い  面接率UP 

▼LINE応募 やり取り実例②▼ 

 2分おきのテンポの良いコミュニケーションも可能！ 

スタンプ活用！「○○様」のような定型句も不要！ 

採用担当者 応募者 

■既読マークがつくので読んでくれた安心感がある！ 
 

■LINEだと見逃すことなく早く確認し・返信できた！ 
 

■面接の持ち物など気軽に質問でき、準備万端で面接に 
   臨めた！ 

LINEプラットフォームを活用することで、従来の求人メディアにはない「LINE応募」というサービスをリリース！ 

LINEで応募者とやり取りすることにより、応募を逃さず、スピーディーに面接まで繋ぐことが可能に！ 

▼体験者の声▼ 

■今まで採用まで5～7日掛かっていたのが、2日程で 
  決まるように！ 
 

■明日面接これますか？など気軽に面接設定できました！ 
 

■派遣の登録率が100％でした！どの媒体・サイトも実現  
  できていない数字！稼働率も高く満足です！ 
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応募獲得難易度が上昇するなか、獲得した応募者をいかに面接・採用まで持っていくかが、必要な採用数 

を確保するためには重要である。 

 
課題① 

課題② 

応募者と連絡がつかない 

面接に来てくれない／面接キャンセル・ドタキャンが多い 

▼採用までのフロー▼  ※某飲食店様の例（面接率：50%） 

応募 面接設定 面接 採用 

応募者と連絡がつかない！ 面接に来てくれない！ 

応募から面接までの 
面接率５０％ 

【必要対応策】 

応募者が普段利用しているコミュニケーション手段を利用して連絡すること 

応募者への対応(面接設定・面接)をスピーディーに行うこと 

■LINE応募が解決できる採用課題 



待つだけじゃない！ 
自ら求職者にアピールできる！ 

見つけたが 
探すのに苦労した 

すぐに見つけられた 33% 

見つけられなかった 27% 

●求職者の半分以上は、アルバイト探しに苦労している 
 

●約3割の人が見つけられずにいる 

主婦(夫)などの希望条件が複雑・多い人 
とりわけ… 

何がやりたいかまだわからない年次の低い大学生 

バイト探しに苦労している求職者がこんなにいるの、知ってますか？？ 

※ LINEバイト6月ユーザーインタビューアンケート  
  有効回答数 3672名 集計期間:2016/05/19～2016/05/23 

Q：アルバイト求人検索サービスで 
   バイトは見つかりましたか？ 

40% 

例：渋谷で木曜日の 
17～22時まで働ける人 

にオファーしよう！ ターゲットを絞ったオファー配信で 

マッチングできる！ 

求職者とのマッチングできていますか？ 

属性(フリーター・学生・主婦など)・希望勤務シフト、 

身につけたいスキル・活かしたい経験で 

ターゲットの絞り込みが可能！ 

★同じ1応募でもオファーからの応募の方がマッチング精度が高いため、応募・採用に繋がりやすい 

★性別・年齢は候補者一覧のアイコンで確認が可能！ 

「オファー」なら、求職者に自ら 

アプローチできる！ 

LINEバイト 

オファー 

メッセージを考えるのが面倒… 
どんな文面を送ればいいの？ 
アイコンってどんな写真がいいの？ 
という方のため事例集を用意！ 
 
 

※メッセージ設定画面から確認可能です。 

 ★メッセージ設定 
  ヒント公開！ 

URL：http://weban.jp/contents/pamphlet/linepdf/offer_hint.pdf 

原稿掲載では獲得できなかった 

 応募数増の可能性UP！ 

しかも… 「LINE応募」ご利用で 

今だけ無料で利用可能！ 

http://weban.jp/contents/pamphlet/linepdf/offer_hint.pdf


候補者情報が一覧確認可能！ 

★企業が採用したい求職者の条件を入力すると、 
  条件にマッチした候補者のプロフィール・マッチ度 
  が一覧で表示！条件で絞り込みも可能！ 
 

１ 
個別メッセージ送付機能！ 

★オファー配信時の個別メッセージ送付機能！ 
 求職者に合わせたメッセージが送付可能！ 

２ 

★ポイント 
主婦向け文章・男子
学生向け文章など、 
求職者プロフィールに 
合わせたメッセージで 
意向UP！ 

TOPページに露出有り！ 

★TOPページに届いているオファーを表示！ 
  未登録ユーザーにはオファー登録を促す導線に！ 

３ 

▼登録前ユーザーTOP ▼登録済ユーザーTOP 

★ポイント 
メッセージ入り 
オファーのみが 
TOPページに 
掲載！ 

■活用事例 実際にオファーをご利用いただいたお客様の声  

※候補者を複数選択し、まとめてオファー送付することも可能！ 

■機能紹介 企業とユーザーをマッチングさせる機能充実 

★アイコン：従業員の皆さんで写っている写真 
★メッセージ：学生ターゲットのため顔文字入りで砕けた印象に！ 

オファーが届いた方は履歴書は不要デス！！ 
個人経営なので正直融通利きます(｀･ω･)b 
シフトは１週間ごとでOK♪ 是非ご応募下さい♪ 

福岡県・福岡市 居酒屋 

■ターゲット 属性：学生 
条件：近くで働きたい人 

■エリア 

駅から雨に濡れずに徒歩2分のスーパーです。 
現金精算のみのレジスタッフを募集しています。 
17時から21時頃まで働ける方歓迎！♪ 

愛知県・名古屋市 スーパー 

■ターゲット 属性：問わず20代 
条件：夜働ける方 

■エリア 

★アイコン：優しそうな採用担当者の笑顔の写真に！ 

★メッセージ：マッチした条件×メリットを複数記載でアピール！ 

今回働きたい条件が近かったのでオファーさせていただ
きました！英会話スキルを活かしてぜひ一緒に働 
きませんか？お待ちしております♪ 
 

大阪府・中央区 アパレル販売 

■ターゲット 条件：販売経験 
     語学スキル保有 

■エリア 

★アイコン：お店のおしゃれなロゴ写真を使用！ 

★メッセージ：求職者の経験とマッチングが高い点をアピール！ 

応募 

４件 

応募 

５件 

応募 

７件 

★５応募→２名採用＆2名面接待ち！ ★４応募→2名採用！ ★７応募→2名採用＆2名面接待ち！ 



STEP1 
 

規約同意 

STEP2 
 

条件登録 

1 属性・年齢情報 

2 ユーザーの条件との合致度 

3 最終ログイン日時 

4 PR文章 

5 企業が応えないとオファーが送付で
きない条件 

6 企業が応えなくてもオファーが送付
できる条件 

STEP3 
 

オファー送付 

わずか3ステップでご利用可能です 

※画面デザインや仕様などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください 

ライト：100通/週 
 

ベーシック：200通/週 
 

アドバンス：300通/週 
 

プレミア：400通/週 



「an」「LINEバイト」／表示順位について 

■募集内容の見直し 
■合致するポイントの再チェック 
 
働き方が多様化する中で 
こだわり検索の設定は重要な 
ポイントです。 

★ほかにも訴求効果を高めるオプション 
  商品のバナーなどもご用意しています。 

LINE上では、さらにLINE応募の設定により表示順位が 
  異なります。LINE応募利用のユーザーも多く、 
 (「LINE応募」選択率：86.9％ ※1)表示順位のみならず、 
応募者を逃さないためにもLINE応募設定がおすすめです。 

企画タイプによって検索結果の表示順位が変わります。 
プレミア⇒アドバンス⇒ベーシック⇒ライトの順に表示されます。 
求職者の多くがスマートフォンを活用した職探しに移行。 
上位表示されることの重要性は増しています。 

※1：「WEB応募」「LINE応募」搭載案件における、ユーザーの 
「LINE応募」選択率／2016年10月の応募データより算出 



補足情報 



 スマホ求人は上位表示が生命線！ ユーザーの半数が閲覧は1ページ目まで！ 

【調査地域】 全国（インターネットリサーチ） 【調査対象】 アルバイト経験のある15歳～24歳の男女 【調査期間】 2015年1月15日～2015年1月17日 【有効回答数】 200サンプル  

Ａ、スマホの利用者は60％以上！ 

「an」「LINEバイト」の通常利用時でも1週間に10件ほどの応募はありました。オプ
ション商品を活用したところ、週に30～45件の応募が確保できています。安定した
応募数に満足しています。 

最も利用されているのは 
スマホ！スピーディーに 

情報チェックし、直感的に情
報を取捨選択している 

Ａ、20件迄が52％！ 

Ｑ、ネット求人検索によく使うものは？ 

Ｑ，スマホ求人、上から何件迄が閲覧対象？ 
採用担当者の声 

画面上位に
表示される 
求人情報に
大きなアドバ
ンテージあり 

※一覧ページに20件の求人情報が掲載されていることを前提にしています 

 求人一覧「上位表示」が応募獲得の生命線！ 
~LINEバイトのモデルケースから優位性を探る~ 

オプションを付けたところ予想を上回る応募数になりました。 
上位表示の手堅い効果を感じています。 

採用担当者の声 

当社求人媒体「LINEバイト」で求人一覧画面の 
上位表示商品（「LINEバイト プレミアムプラス」）の 
利用前、利用後の応募数比較しました 

※上位オプション利用前比較 

※上位オプション利用前比較 

職種 オプション利用後応募数

オフィスワーク 4.8倍増

職種 オプション利用後応募数

仕分け梱包作業 18.8倍増

① 

② 

スマホ求人  気になる求人は上から何件まで見る？？ 


