
山陽新聞 求人DASH!広告のお申し込み・お問い合わせは
営業局  広告本部

倉敷本社  広告部

津山支社  広告部

東京支社  広告部

大阪支社  広告部

広島支社  広告部

Tel.(086)803-8013

Tel.(086)421-5748

Tel.(0868)23-6822

Tel.(03)5521-6861

Tel.(06)6344-5733

Tel.(082)961-3725

〒700-8634 岡山市北区柳町2-1-1

〒710-0824 倉敷市白楽町589-1

〒708-0004 津山市山北470-1

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1（日本プレスセンタービル４階）

〒530-0003 大阪市北区堂島1-5-17（堂島グランドビル５階）

〒730-0854 広島市中区土橋町7-1（中国新聞ビル内）

READ ACTION

山陽新聞
山陽新聞

DASH!

取り扱い広告会社

!
開業につきオーナー募集

山陽新聞サービスネット㈱
地域と共に

担当／渡辺・中塚

〒000-000　岡山市北区柳町2丁目1-1

F
C

☎086-000-0000　　☎090-0000-0000

接客業務
経営に関わる全般処理
岡山駅徒歩１0分
9:00~17:00　実働７時間
残業月10時間程度
完全週休2日制（土日）
年末年始、夏季休暇
当社規定により決定
昇給年1回、賞与年2回
社会保険完備、通勤手当支給
高卒以上（職務経験不問）
要普通免許
電話連絡の上、履歴書（写真
貼付）を郵送ください。

職　種◆
内　容◆
勤務地◆
勤　務◆

休　日◆

給　与◆
待　遇◆

資　格◆

応　募◆

将来、独立・お店をお考えの方を求めています。

経営者として元気に働ける方。開業資金250万円（税抜）より
（開業資金１００万円（税抜）、保証金１５０万円）運転資金の自動融資制度あり。

◆ご夫婦、親子、ご兄弟、（但し、同一家計）お二人で経営に専念できる方。

勤務場所、勤務日等相談に応じます。
◆アルバイト同時募集　※時給1,000円 深夜は1,350円

半年間の育成プログラム（固定報酬）終了後、本部の用意する店舗にて独立。
独立時、奨励金１８０万円支給。

◆お一人でも独立できます。インターン独立契約社員制度

サン・カフェマートは
コンビニとカフェを
融合させた新しいコンビニ

日 時

0/ ㊎～0 ㊎00
各日00：00~

場 所

□□□会館
岡山市北区□□□町 0-0

面接会開催 !!
お子様と一緒の参加もOKです。

●参加のお申し込み、お問い合わせは下記まで。
　（受付時間10：00～１９：００）
●ご都合の悪い方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
0120-000-000

C枠（定型広告＋フリースペース）100,000 円（税別･フリースペース部分のみ制作費別途）

F
C
将来、独立・お店をお考えの方を求めています。

経営者として元気に働ける方。開業資金250万円（税抜）より
（開業資金１００万円（税抜）、保証金１５０万円）運転資金の自動融資制度あり。

◆ご夫婦、親子、ご兄弟、（但し、同一家計）お二人で経営に専念できる方。

勤務場所、勤務日等相談に応じます。

◆アルバイト同時募集
　※時給1,000円 深夜は1,350円

半年間の育成プログラム（固定報酬）終了後、
本部の用意する店舗にて独立。
独立時、奨励金１８０万円支給。

◆お一人でも独立できます。
インターン独立契約社員制度

サン・カフェマートは
コンビニとカフェを
融合させた新しいコンビニ

日 時

0/ ㊎0 ㊎00
各日00：00~

場 所

□□□会館
岡山市北区□□□町 0-0

面接会開催 !!
お子様と一緒の参加もOKです。

●参加のお申し込み、お問い合わせは下記まで。
　（受付時間10：00～１９：００）
●ご都合の悪い方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

0120-000-000

C枠（フリースペース）100,000 円（税別･制作費別途）

すぐに働きたい方必見

山陽新聞サービスネット㈱
地域と共に

http://www.sanyo-dash.com/index.html

〒000-000　岡山市北区柳町2丁目1-1

パ
ー
ト

☎086-000-0000　　担当／渡辺・中塚

簡単な接客•キッチン業務
経験不問、フリーター・学生
歓迎
まかない有、制服貸与、交通
費支給、自転車通勤可
週１日からでもＯＫ
駅前店　岡山北区駅前町
1-2-3
駅前ビル５階
時給 1000 円～
10時～12時、18時～21時
※１日3時間～、時間は応相談
電話の上、履歴書（写貼）持
参下さい。面接日時をご連絡
いたします。

内　容◆
資　格◆
待　遇◆

勤務日◆
勤務地◆

給　与◆
時　間◆
応　募◆

A枠（定型広告）30,000円（税別・制作費込）

B枠（定型広告＋フリースペース）50,000 円（税別･フリースペース部分のみ制作費別途）
定型広告

原　寸

原　寸

原　寸

フリースペース（天地66㎜ 左右４７㎜）

B枠（フリースペース）50,000 円（税別･制作費別途）

正
職
員

やりがいのある仕事です。
自分の可能性を一緒に探しましょう。
職員一人一人に合わせた研修・
技術研修を組み立てられます。
キャリアアップの後押しもあります。 電話連絡の上、

下記の住所まで
履歴書（写真貼付）を
郵送ください。

□□□□□□□□□□
介護施設の運営

〒000-000　岡山市北区□□□町0-0-0
○○ビル１階
☎086-000-0000 担当／渡辺・中塚

やりがいのある仕事です。
自分の可能性を

一緒に探しましょう。
職員一人一人に合わせた研修・
技術研修を組み立てられます。

キャリアアップの後押しもあります。

定型広告 フリースペース（天地66㎜ 左右 142㎜）

フリースペース（天地66㎜ 左右 91㎜）65%縮小 フリースペース（天地66㎜ 左右 186㎜）65%縮小

（天地66㎜ 左右４7㎜）

新聞原稿
見本

業務拡大にて2名募集

山陽新聞サービスネット㈱
地域と共に

担当／渡辺・中塚

〒000-000　岡山市北区柳町2丁目1-1

正
社
員

☎086-000-0000　　〇〇ビル1階

認知症をお持ちの高齢者の方
が 1フロア 9 名の少人数で生
活されるお手伝い（介護や日
常のお世話・家事など）をする
仕事です。
経験・資格不問、要普通免許
月8日～ 10日（月2日程度休
み希望可）、年間休日115日～
120日
月給 165000 円＋諸手当
昇給有、車通勤可、賞与年 2
回、各種保険完備
まずはお電話ください。
面接日時をご連絡いたします。

内　容◆

資　格◆
休　日◆

給　与◆
待　遇◆

応　募◆

イメージ

全角ならば20文字まで

区　分

業務内容･
キャッチコピーなど

社　名

全角ならば15文字まで
所在地

ハイフンも入れる
問い合わせ

全角12文字まで
見出し

職種、内容、勤務地、勤務日、
休日、給与、待遇、資格、期間、

時間、応募、その他

項　目

全角ならば20文字まで
自由エリア 2

全角ならば10文字まで
自由エリア1

本　文
全角ならば13文字・１5行まで

フリースペースは、
貴社のPR、

会社説明会の案内など
ご自由にお使い下さい。



発行部数3４万部により、広く求職者にアピールができます !MERIT 11
ご予算に応じた料金体系 !MERIT 22
お得な回数割引もあります !MERIT 33
フルカラーで注目率アップ !MERIT 44
様々な雇用形態に対応（代理店募集、独立開業もOK）!MERIT 55
Web(山陽新聞電子版「さんデジ」)にも連動 ! 手軽にアクセス !MERIT 66

掲載料金広 告 サ イ ズ

Ａ枠

B 枠

C 枠

※B枠とC枠は「定型広告」＋「フリースペース」と「フリースペース」の
　２種類があります（裏表紙参照）。

30,000 円2 段 （タテ  66㎜×ヨコ  47㎜）1
8

2 段 （タテ  66㎜×ヨコ  94㎜）1
4

2 段 （タテ  66㎜×ヨコ１89㎜）1
2

（税別・制作費込）

50,000 円
（税別・フリースペース
     部分のみ制作費別途）

（税別・フリースペース
     部分のみ制作費別途）

100,000 円

山陽新聞･朝刊＋Web掲　　載

Webは
新聞掲載日から1カ月毎週 日･水曜日掲 載 日

岡山県内全域と広島県東部発行エリア

※ABCレポート新聞普及率
  （2019 年 7月～12 月）342,730部発行部数

原稿締切 日曜……直前の水曜日17時
水曜……直前の金曜日17時

申込締切 日曜……直前の火曜日正午
水曜……直前の水曜日正午

※申込締切、原稿締切が祝日の場合は、各々前日の正午､１７時までとなります。

回数割引でお得 !

掲載できないもの●関係諸法規に違反する恐れのあるもの●弊社が不適当と認めたもの（山陽新聞広告掲載基準に準ずる）

▶PC､タブレットはもちろん､スマートフォンからもアクセス !
▶1カ月の長期間掲載 !
▶写真は5枚までアップ可能 !
▶アクセス数､１カ月平均300万PV !
▶検索機能あり !（キーワード、雇用形態、勤務地）

Webではさらに以下のメリットが !

群を抜く圧倒的な発行部数！ 高い知名度による確かな信頼感！   

幅広い年代層にアプローチ！
「山陽新聞」と電子版（さんデジ）の絶対的媒体力で

●写真は横スクロールの
　スライドで表示
  （最大５枚まで）

●会社情報をマップで
　表示

●写真説明挿入可能

項　目 
職種、勤務地、休日、給与
待遇、資格、期間、時間
応募、その他、所在地
問い合わせ、担当
※Web用にご指示のある
　項目は全て表示可

区　分

見出し･PR 文

写　真

求人情報

マップ

社　名・業　種

！

貴社の求め
る人材が

きっと見つ
かる！ 人手不足の

悩みや

課題を解決
！

新聞掲載イメージ

※さんデジの総ページビュー

PC・タブレット スマートフォン

Webイメージ

！

１カ月以内に2回以上ご掲載いただくと、
2回目以降は掲載料金がすべて半額！
※同じサイズに限ります。
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