
そのお悩み、
adbが解決いたします!!

地方で新店舗
オープン！だけど
どの媒体で求人
募集をしたら良い
んだろう？

む
う
ふ

折り込みや求人誌で
特集とか組んで､
合同企業募集なんて
ことできないもん
かねぇ…

・バイトルドットコム
・マイナビバイト&マイナビバイト(正社員版)
・e-aidem
・ジャーナルNET
・DOMO NET! & ワガシャdeDOMO

その他多数取り扱いしています。

・マイナビ転職

・独占チラシ5日間宅配（宅配/エリア提案含む・印刷）

・ユメックス・クリエイト・アイデム
・求人ジャーナル・ビズ

読売・朝日・毎日・産経・日経等の全国紙から、
夕刊フジ・日刊ゲンダイ、地方誌、業界紙への
御掲載、雑誌への広告掲載も可能です。

・食べログ(正規代理店)

専門情報誌･タウン情報誌･クーポン誌等
ニーズに合わせた求人方法をプランニング致します｡
その他全国各地域の求人媒体をご提案致します。

新潟

長野

富山福井 石川 新潟

山梨山梨

長野

求人ウィークリープラス/FP

　　　週刊(日)　        4万部

求人ウィークリー/折込

　　　週刊(日)  国中版:18万部

　　　週刊(日)  郡内版:5.8万部

　　　　

　　　

ジョブポスト新潟版/FP        週刊(月)           11万部

求人ジャーナル/折込   　    週刊(日)　   　4～12万部       

  

    

信毎就職情報:中･東･南･北信版
 　     週刊(日)  8.7～17.6万部
※信濃毎日新聞に折込(タブロイド)

ジョブポスト松本版/FP
　　    週刊(月) 　         10万部

求人ジャーナル/FP
        週刊(日)   　　   5万部

静岡

岐阜

愛知

三重 静岡
DOMO西部版/FP　　週刊(木)
　　　　　　　　　　    非公開

DOMO中部版/FP　　週刊(木)
　　　　　　　　 　 　  非公開

DOMO東部版/FP　　週刊(木)
　　　　　　　　　      非公開

チャンス中部版/FP　週刊(木)
　　　　               8.5万部

チャンス西部版/FP　週刊(木)
               　　    7.5万部

岐阜

ビズ/折込　　
　　週刊(日)　     非公開　    

愛知
DOMO愛知・岐阜版/FP
      　　　 週刊(月)　     非公開

ビズ/折込　　週刊(日)　     非公開

求人案内(東海.名古屋版)
　　         週刊(月)　　   10万部

三重

アドサンアイ/FP・折込

   折込/週刊(日)
   FP/週刊(月)
　　※折込掲載で
　　　FP/web同時掲載

　 

バイトル三重/FP

　 毎週(月) 

 

2万部

バイトル三重/折込

　 週刊(日)

         

 54.9万部

奈良

和歌山

兵庫 京都

滋賀奈良

大阪及び関西一円大阪及び関西一円
大阪大阪

和歌山

兵庫

　

人材ニュース/折込
(北中和版、中南和版)
 隔週(日)　   13万部

　

※エリアに依る

　

　
ジョブリ奈良/折込
 ※折込：エリアに依る

　 

週刊(日)　 各5万部

vivical/FP

　

週刊(金)  2.5万部

E(ええ)しごとぱど/FP
 京阪版、大阪東部版、南大阪版、泉州版、和歌山版
　　　　　　　　　      週刊(金)        各4万部

ディースターCLEAR/折込+WEB
大阪・兵庫・京都・奈良    週刊(日)      8万部

 

ジョブアイデム/FP        週刊(月)        10万部

アイデム/オリコミ　　
 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、福岡、岡山
　　　　　　　　　　　  毎週(日)       約8万部　                       

京都
週刊求人情報タイムス/折込
京都府・滋賀県　
(京都北、京都南、京都東、京都南西西、山城北、山城南、
亀岡・丹波、洛西、湖西、湖東、湖南、湖北)
                                  週刊(日)    約8万部
　　　　　　　　　　　　　   　※エリアに依る

香川

徳島高知

愛媛 香川

徳島高知

キャリアザウルス/FP     週刊(日)   6万部

テイクキュービック/FP   週刊(日) 7.5万部

ワークネット/FP         週刊(日) 7.2万部

愛媛
アルパ香川版            週刊(月)3.6万部

求人タイムス/折込(西部) 週刊(日) 10万部

ハロータイムス/FP　　　 週刊(土)  1万部　　         

求人ウィークリーJOB  週刊(日)    19万部

　　　　   ※四国新聞に折込(タブロイド)

ガイド高知/FP        　週刊(月)   3万部

キャリアザウルス/FP    週刊(日)   2万部

ジョブ高知/FP    　    週刊(月)   2万部

鳥取島根

広島 岡山

山口 鳥取島根

広島

アルパ広島版/FP　　
　週刊(月)   4万部

Workin広島版/FP

　週刊(月)   4万部

岡山

アルパ岡山・倉敷版/FP 
　週刊(土)  3.6万部

オリコミアルパ岡山県東版 
　週刊(日)  　9万部

オリコミアルパ岡山県西版 
　週刊(日)  　9万部

イエローブック岡山/FP
　週刊(月

･
)           8万部

山口

イエローブック
山口版/Webのみ

もってけ!/FP
　　週刊(金)  10万部

パコラ/折込&宅配

(版に依る)

　　　　 4万～10万部

ぷらな/折込　週刊(日)松江版/6万、米子版/7万部
Webメリット  4週間掲載

イエローブック広島版/FP
　　　　  週2(月･木)    　    2回:8万部

イエローブック福山版/FP
　　　  　週2(月･木)    　    2回:8万部

沖縄沖縄
アグレ/FP           　　週刊(土)    5～5.5万部

ルーキー/FP             週刊(土) 県内版：5万部

ジェイウォーム/FP       週刊(木)　　     5万部

福岡佐賀

鹿児島 宮崎

熊本 大分

長崎 福岡佐賀

鹿児島
求人案内鹿児島版/FP

　　　     　　　  週刊(月) 4.6万部

南日本新聞　なんにち求人/新聞
週刊(木)又は(日):朝刊※原則  約26万部

宮崎
求人案内宮崎版/FP
   週刊(月)       4.3万部

宮崎日日新聞　宮日求人ガイド
(月)又は(木)朝刊    約18万部

        　

熊本
求人案内熊本版/FP
   週刊(金)      　  6.3万部

熊本日日新聞　くまにち求人
   週刊(日)         約28万部　

大分
求人案内大分版/FP
　　週刊(月)          4.5万部

アルパ大分版/FP
    週刊(木)            4万部

大分合同新聞　JOB SPACE(ジョブスペース)
(日)(月)朝刊(2日間掲載)約17万部　　

長崎

求人案内長崎版/FP
週刊(月)4.8万部

求人案内福岡版/FP　　　　 　 週刊(月)　非公開

求人案内久留米・鳥栖・佐賀版/FP 　　週刊(月)  非公開

求人案内北九州版/FP          週刊(月) 4.3万部 

パコライフ/FP　　
 福岡・佐賀・長崎・熊本(北部)・大分(日田のみ)
　　　　　　　　　　　     　隔週(木)  3万部　　　　　　　　

求人ふくおか/FP　　　　　　　週刊(月) 4.7万部

      

Workin石川･福井版/FP　　隔週(月)　　　　　4万部   　

 

Workin富山版/FP
　隔週(月) 8万部

 
求人ジャーナル/FP
  隔週(日)

 

2万部

富山情報/FP 
※宅配&設置
　週刊(水)
　　　　 14万部

富山

JOBnavi/FP
　週刊(月)
　　　　 4万部

Famile/宅配&設置
（福井市・坂井市・
　　　　 鯖江市）
  週刊(金)
　      17.8万部

　　　 

　　　 　

福井

バイトル石川版/FP
　隔週(月)2.5万部

金沢情報/FP
※宅配&設置
　週刊(水) 

22.5万部

石川

滋賀

バイトル和歌山/FP　
   隔週(月)    2万部  

ニュース和歌山/折込
 　週刊(土) 16.7万部

●2022年  9月データ全国平均 1.34　都道府県名(求人倍率/　　:上位10、　　:下位10）

■札幌周辺

　アルバイト北海道     週2(月･木)     6～7万部

　ジョブキタ　         週刊(月)　     　 2万部

  ■十勝

　シゴトガイド　       週刊(月) 　   　  8千部

■旭川

　シゴトガイド　       週刊(月) 　　   1.2万部

■十勝・帯広版、釧路・根室版、胆振(苫小牧)・日高

　
Q-jin君/FP           週刊(月)3エリアで15万部

■苫小牧

　シゴトガイド         週刊(月)          1万部

■千歳･恵庭

　シゴトガイド         週刊(月)          1万部

■室蘭・登別・伊達
　シゴトガイド         週刊(月)          1万部

■小樽

アルキタおたるナビ/FP  週刊(月) 8千部

■帯広

　プラスワン       週刊(月)   1万部

■北見・網走・紋別

　伝書鳩　   毎日:日曜除く    8万部

　シゴトガイド  　 週刊(月)　 1万部

■函館

　シゴトガイド     週刊(月)   1万部　
青いぽすと/FP 毎月2回(中旬･月末) 

　　　　　　　　　　　　　 12.6万部
■釧路

　シゴトガイド     週刊(月)   1万部

■岩見沢・滝川
　シゴトガイド     週刊(月)   1万部 

求人ジャーナル/FP
    群馬版　週刊(日) 7万部

求人ジャーナル/FP
    両毛版　週刊(日) 7万部

   
ビジュアルジョブ/折込
    週刊(日)  41.7万部
  ※折込：エリアに依る

アルゾ/FP
 　 週刊(日)   9.7万部

　 

求人ジャーナル/FP
      週刊(日)　     　 　7万部

　　　　　　　　 

      

 　  

　　　 　　　　 

地域新聞(一部埼玉あり)/ポスティグ

      週刊(金)　　   　  2～5万部

 

アポルテ/折込　     　　　 
      週刊(日)   全8エリア各8～10万部

ジョブアイデム首都圏/FP　
駅設置 約710駅、設置拠点 約3,400箇所  　   週刊(月) 約20万部

　  

ぱど/ポスティグ　  隔週又は月刊(金) 
      　　　　　　　　　※1エリア当たりの配布部数  5～6万部

東京及び
関東一円
東京及び
関東一円

モテコ
　(群馬・栃木・埼玉・長野)/FP

毎月月末(金)  約18万部

群馬 栃木 茨城

埼玉 千葉

神奈川

東京

群馬 栃木 茨城

埼玉 千葉

神奈川

東京

Workin青森版/FP
　　　

隔週(火)　   　   4万部

Workin秋田版/FP   　 隔週(火)    　    4万部

Be-job FLASH秋田/折込　週刊(金)　　　　　　14万部
 

Workin岩手版/FP   隔週(火)   　  4万部

求人ジャーナル/FP    隔週(日)     3.5万部

Be-job Free岩手版/FP 月末(月)    7万部

Be-job FLASH岩手/折込 週刊(木)  18.5万部

Workin山形版/FP           月刊(火)    3万部

バイトル山形版/FP　        隔週(火)　　3万部

求人ジャーナル/FP  

      

隔週(日)  

  

  3.5万部
Workin宮城版/FP    隔週(月)      6万部

求人ジャーナル/FP      隔週(日)      7万部

求人ジャーナル/FP
　 

週刊(日)          11万部

企業求人情報/折込   毎週(日)　 　  2～18万部

ガイドポスト/折込   週刊(日)　    14～17万部

青森青森

秋田 岩手

山形

宮城

福島

秋田 岩手

山形

宮城

福島

※2022/11 更新　

☎03-5856-1515
販売促進･求人専門広告代理店
創業32年 ㈱エー･ディー･ビー

Be-job FLASH青森版/折込
　　　　　 週刊(火)                 17万部 
Be-job FLASH八戸版/折込

第1(金)　　　　  　 　10万部

※発行部数は全ての媒体が公表されているものではない為､目安としてお考えください。

求人ジャーナル栃木・茨城県西版/FP

　　　　　　　　週刊(日)     6万部

アルバイトネット媒体

求人専門広告代理店として32年間の実績を活かし

全国どこでも求人方法をご提案！
転職サイト媒体

求人折込&

新聞・雑誌(コミック誌 他)等

その他

㈱エー・ディー・ビー
オリジナル求人媒体

FAX：03-5856-1517URL：https://adb-w.jp/

折角寮完備だし、
地方から人を集め
たいのだけど、
どの地域に出したら
効果的なのかな？
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バイトル長崎/FP
隔週(火)

長崎新聞 求人企画　
POWER(パワー)
週刊(日)約17万部　

求人ジャーナル/FP
    茨城版　週刊(日)

オリコミひとまち
　　　　あぴーる
山口県と福岡県各地

週刊(土) 2.5～6万部

中日しごとBOX（ボックス）/折込　　
　日・月・火曜日の中から選択
　中部6県
（愛知・岐阜・三重・滋賀・長野・福井）
　　　　　　　　　　　　2,275,747部

 ※FP・折込・webセット　折込  週刊(日)　　 8万部

クリエイト/折込　　
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県の56エリア  週刊(日)  10万部

アイデム/折込　　
東京、埼玉、千葉・茨城、神奈川、静岡、群馬・栃木    週刊(日)   8万部

ユメックス/折込　　
東京9、千葉4、埼玉8、神奈川7の首都圏28エリア        週刊(日)  非公開

Q STYLE/FP
淡路島（ラック設置）
 週刊(土)     

人材ニュース/FP
 隔週(日)　   非公開

求人ナビ(Q-JIN NAVI)
　　       折込&設置
   週刊(日)　 10万部

中国新聞　求人ガイド/折込
　　　  　隔週(日)    　    9.5～16.6万部

エリアに依り異なります

STAFF(スタッフ)/折込

週刊(日)松江版/8万部

          他 8.5万部

ビーフリー/折込&宅配

週刊(日)

　　折込／約6.3万部

　　宅配／約2.1万部

アルパ徳島版/FP　　週刊(金)   3.6万部

Q STYLE/FP　       週刊(土)     2万部 

てんまが/WEB

パコラ/折込&宅配(版に依る) 九州北部 4万～10万部

アイデム/折込　　              週刊(日) 約8万部　                       

求人ジャーナル/折込+宅配／青森、岩手、福島、群馬、茨城、栃木、千葉、山梨　

                                                    週刊(日)　3.5万部～12万部

求人ジャーナル/折込のみ／宮城、福島、新潟、富山、石川、茨城、群馬、栃木、埼玉、

                        神奈川、山形、千葉           週刊(日)　3.5万部～12万部

※エリアにより､隔週発行

山梨日日新聞　山日わーく/新聞
　　　　　　　 週刊(日)      約17万部


