掲載料金・体裁（消費税別）

体

裁

料

金

※

制作料

1枠

定型書式・定型書体（テキストのみ）
左右7.4cm×天地3.25cm

30,000円

6,000円

2

定型書式・ロゴ使用可
左右7.4cm×天地6.6cm

60,000円

12,000円

レイアウトフリー（一部定型箇所有り） ○ロ ゴ
○写 真
左右7.4cm×天地9.95cm
○地 図
レイアウトフリー（一部定型箇所有り） ○イラスト
タテ：左右 7.4cm×天地13.3cm
使用可
ヨコ：左右14.9cm×天地 6.6cm

90,000円

18,000円

120,000円

24,000円

枠

3枠
4枠

※新規原稿掲載時並びに
◎掲載基準により、改稿または掲載をお断りする場合がございます。
以前ご使用原稿を修正して
◎全原稿内上部に定型黒帯（募集職種）をお入れいただきます。
ご掲載の場合、広告料金
に上記広告制作料を申し
◎原稿素材は著作権等がクリアになっていることを必ずご確認ください。
受けます。
◎4枠以上もご利用可能です。ご相談ください。
◎低料金設定のため回数割引は行っておりません。
◎掲載にあたっては、山形県内に本社・支社および営業所等がある広告主で、
採用を山形県内に限った広告内容とします。
◎申し込みの状況に応じて、スペースは5段2分の1〜7段となります。

発行エリア

県内全域

「山形で就職する！」あなたのための求人情報

やましん
求人スクランブル
日曜
求人

山形新聞 人材募集広告特集のご案内

掲載スケジュール

約20万部

■申 込 締 切…月曜日正午
■データ入稿日…木曜日正午
■掲 載 日…日曜日

※掲載日前に休日がある場合、土日を除き、
休日日数分締切日が早まります。

Web掲載について

企業にとって人こそ財産。

山形新聞ホームページ内

企業の生命線、優良人財確保は

「求人スクランブル」

地域・世界に目を配る山形新聞の読者から

に求人情報を4週間公開

貴社に「新しい風」を吹き込みます。

https://www.yamagata-np.jp/scramble/
やましん求人スクランブル

ぜひご活用ください。

検索

■お問い合わせ･お申し込みは…
〒990-0047 山形市旅篭町2-5-12

山形新聞社広告局

☎023-622-5274

企業と求職者を信頼で結ぶ

FAX023-627-1041
E-mail：kokoku@yamagata-np.jp

企業と求職者を信頼で結ぶ求人情報

日曜
求人

「山形で働く」あなたのための求人情報

やましん求人スクランブル
営業・事務社員募集

■職種／事務、経理※パソコン使える方
■時間／8：30〜17：30（休憩1時間）
■給与／時給850円
■待遇／社保完備、交通費支給
■応募／お気軽にお電話ください。

〒999-9999 山形市○○町○丁目0-00 ☎023-000-0000〈担当／山形〉

〒999-9999 山形市○○町0-0-00 ☎023-000-0000
〈担当／山形〉

株式会社

社員募集（正社員・パート）
■職 種／一般事務・営業
■勤務地／①村山地区
②庄内地区
③置賜地区
■資 格／高卒以上、普通自動車免許、経験者優遇
■給 与／社内規定に準ず（パート時給000円〜）
■待 遇／各種保険完備、賞与年２回、通勤手当あり
■時 間／9：00〜18：00
■休 日／週休2日制、夏期、年末年始ほか
■応 募／電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
を郵送
下さい。
書類選考の上、
面接日等通知します。
http://www.000000.co.jp/

株式会社

山 形 求 人 社

〒990-0000 山形市○○町○丁目0-000 ABCビル1F

☎023-000-0000 FAX023-000-0001 担当／山形

パート･アルバイト募集

■資格／高卒以上、普通自動車免許、パソコン使える方
■給与・勤務時間／当社規定による
（各種保険あり）
■休日／年間休日110日、夏期・年末年始あり
■応募／電話連絡の上履歴書（写真貼付）を郵送下さい。
面接日等通知します。

■職
■資
■時
■給

山

形

商

事

正 社 員・パ ート募 集

種／①営業・②経理・③事務
格／①②③とも要普通免許
間／８：30〜１７：30（休憩1ｈ）
与／①185,000〜300,000円
②179,000〜250,000円
③時給750円〜
■休 日／週休2日、夏季休暇、年末年始休暇
■待 遇／各種社会保険完備、賞与あり、退職金あり、
交通費支給（上限あり）、マイカー通勤可
■応 募／電話連絡の上、履歴書（写真貼付）
・職務
経歴書をご郵送ください。追って面接日
時をご連絡いたします。パート時間相談。

山新商事株式会社
〒000-0000

山形市山形町1-2-34

☎023-456-7890

山新商事株式会社
パ ート募 集

■職 種／事務・経理・営業
■人 数／各1名程度
■資 格／要普通免許
■勤務地／山形営業所・酒田営業所・米沢営業所
■時 間／9：00〜17：00、9：00〜18：00
（職種による）
■給 与／時給850円
■休 日／週休2日、祝日、お盆休、年末年始（休日
出勤の場合は代休振替）
■待 遇／社保完備、交通費支給
■応 募／履歴書（写真貼付）、職務経歴書を下記ま
でご郵送下さい。書類選考の上、後日面
接日等を連します。
〒000-0000

山形市山形町1-2-34

☎023-456-7890

山形新聞社広告局／TEL.023-622-5274 FAX.023-627-1041
山 新 広 告 社／TEL.023-625-1620 FAX.023-635-5595
山形アドビューロ／TEL.023-641-2160 FAX.023-641-2173

山形新聞ホームページからも仕事探しができます！

https://www.yamagata-np.jp/scramble/
やましん求人スクランブル

正社員・パート募集

新店舗グランドオープンにつき
スタッフ（正社員・契約社員）募集！

■職

●仕事内容／販売スタッフ、
製造スタッフ
●応募資格／高卒以上
●勤務時間／早番6：00〜13：00、
遅番12：00〜20：00
※休憩６０分
●休
日／週休2日、
●給
与／正社員月18,000円、
契約社員時給900円
●待
遇／交通費支給
（当社規定による）
、社会
保険完備、正社員登用制度有り
●応
募／お電話の上、下記連絡先あてに履歴
書
（写真貼付）
を送付ください。
焼きたてパンの店

⬅ yama

小学校

yama
や

焼きたてパンの店

ま

〒000-0000 山形市山形町1丁目2-34

☎023-678-9012（担当／山新）

シ ー ・ キ ャ ド／TEL.023-626-3330
ハ イ ス タ ッ フ／TEL.023-632-6030
ア イ ン 企 画／TEL.023-642-4542 FAX.023-642-4597 東日本朝日広告社山形／TEL.023-631-5233
サム・コミュニケーションズ／TEL.023-687-1925 FAX.023-687-1926 キンダイ 通 信 社／TEL.023-654-1533
青
陵
社／TEL.023-624-0611 FAX.023-624-0625 リ ン ク ス／TEL.023-673-0265

県内の求人募集広告随時受け付け中！
！お申し込みはこちらまで

発行エリア：県内全域

FAX.023-635-6018
FAX.023-632-6032
FAX.023-631-5246
FAX.023-654-1523
FAX.023-673-0269

検索

正職員・契約職員募集

種／①正看護師
あなたの力を
②准看護師
求めています！
③介護福祉士
■時 間／病院●8：30〜17：00（日勤）、
16：30〜0：00（準夜勤）
介護施設●8：30〜17：00（日勤）
、
16：30〜8：45（夜勤）、
他早番・遅番あり
■給 与／①250,000円〜②200,000円〜
③160,000円〜
※諸手当含む（夜勤、残業手当別途）
■賞 与／年2回
■応募方法／電話連絡
の上、下記まで履歴
書送付下さい。

医療法人社団山新会
介護老人保健施設

山新病院

や まし ん

〒000-0000 山形市山形町1丁目2-34

☎023-678-9012（担当／山新）

■掲載料金
（1枠あたり）
30,000円
※消費税別
※広告制作料別途付加

■掲載サイズ ※5枠以上もご利用可能
（左右7.4 × 天地3.25cm）
1枠・・
・
（左右7.4 × 天地6.6cm）
2枠・・
・
（左右7.4 × 天地9.95cm）
3枠・・
・
（左右7.4 × 天地13.3cm）
4枠タテ・・・
（左右14.9 × 天地6.6cm）
4枠ヨコ・・・

