
ドカントメディアガイド

多くの閲覧数を獲得しているドカントなら、応募者数獲得の可能性も高まります。

https://mag.dokant.com/

ドカント独占取材記事から幅広いユーザーを獲得
人気タレントやグラビアページなどの
ドカントオリジナル取材記事から、
多くのユーザーを誘導！

年齢を問わず「男性」ユーザー層から人気
特に、若年層・学生層から多くの支持を獲得しています
ユーザーは、20代30代が約6割、40代～50代約3割。比較的若い層にアプローチできます。

男性88%

20代
32%

30代
32%

40代
24%

50代
12%

他
10%

女性
12%

性別 年齢

無職
14%

風俗系
従業員

12%

12%

15%

ナイト系
従業員

属性

フリーター
19%

学生
12%

その他

会社員
16%

01

ドカントWEB

「勤務地検索」「沿線・駅検索」「職種検索」検索条件やキープリスト、閲覧履歴など、

多様な検索機能で条件に合うユーザーを貴社求人ページに誘導します。

① エリア検索 … 最大6エリアまで設定できます!
② 職種検索 … 最大6職種まで設定できます！
③ メリットマークは無制限で設定できます！

全国1000ラック以上　※5万部を店頭設置&無料配布中

スマホに強い! 今や、主流のスマートフォンで
評価されていますスマートフォンサイトユーザー数
ドカントユーザーの6割以上は、スマートフォ
ンからの応募です。主流デバイスは、ＰＣ・
ケータイからスマートフォンへ移行していま
す。ドカントは使いやすさにこだわったスマ
ートフォン専用サイトで多くのユーザーから
支持を得ています。

主要な繁華街やコンビニ、スーパー、飲食店、ドラッグストア、書店など、バラエティーに富んだ設置で人が集まり

やすい様々な場所に専用ラックを設置、安心して手に取れるのがドカントの強みです。また駅頭での冊子配布、求職

者の動きを考慮した特集と定期的に実施する冊子の駅頭配布により、新たな読者を開拓しています。

「スマホ」「PC」「雑誌」のフルデバイスで、"業界一" 多くの求職者にお仕事情報をお届けします

急増中

求職する人の約3割の方が今でもシゴト探しの手段としてまだまだ
利用しています！ ドカント関東エリアの広告スペース

スーパーVIPプラン VIPプラン プランA プランB

プランD

プランC

●1色求人ページ●4色求人ページ ●1色求人ページ ●4色求人ページ

ドカントは「高収入」に特化した、男性向け求人メディアです。

「もっと稼げる仕事がしたい！」

そんな“ドカンと”一発大逆転を狙う男子達を、

全力で応援しているメディアです。営業職・接客業・

パワフルワーク・メールオペレーター・クリエイティブワーク・

ナイトワーク等々。他の求人メディアでは探すことのできない、

多彩なジャンルの求人をリリースしています！

ドカント雑誌（フリーペーパー＋有料誌）



● ● - - - -

関東エリア (掲載料金)

料金は税別料金になります

WEB掲載順位 最下位最上位

掲載エリア（最大） 6 5 4 3 2 1

職種選択 6 6 6 6 6 3

注目求人バナー ● ● ● - --

3 3 2 2 1 1

一覧ページ画像表示サイズ（650px × 250px/jpg） 大 大 大 中大 中

インタビューを見る（記事にリンク）　 ● ● ● ● ● ●

地紋色（一覧表示時）

サブ画像3枚（200px × 150px/jpg） ● ● ● ● - -

-雑誌データを見る ● ● ● ● ●

「こだわりから探す」選択数

16日～翌15日（約30日間）

1日～月末（約30日間）

16日～翌月15日（約30日間）

●今日お金が必要!

●目指すは社長!

●人生一発逆転●私生活重視！

●安定志向派

雑誌サイズ 4C1P 1C1P 4C1/2P 1C1/2P 1C1/4P 1C1/8P

300,000円 200,000円 150,000円 100,000円 50,000円 30,000円

WEB

紙面
掲載期間

従来掲載
掲
載
料
金

1日スタート
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お問い合わせ　（有）デジタルスタイル　03-5956-5123　  info@dstyle.co.jp

W
E
B
仕
様

PICK UP テキストバナー（一覧表示時） ● ● - - - -

プランDプランCプランBプランAVIPスーパーVIP

上位タイプほど、表示順位・閲覧数がUP!
WEB広告は上位表示による発見性向上が生命線と言われています



関東エリア (掲載サイクル)

●従来の掲載サイクル
10月9月 11月

WEB 掲載期間

紙面 掲載期間

★

掲載
申し込み
+入稿
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お問い合わせ　（有）デジタルスタイル　03-5956-5123　  info@dstyle.co.jp

●1日スタート 
1ヶ月分の料金で
1日スタートも
可能になりました!

1ヶ月分の料金で
1日スタートも
可能になりました!

1.5ヶ月料金で
16日スタートも
可能になりました!

1.5ヶ月料金で
16日スタートも
可能になりました!●16日スタート 

WEB掲載期間：  1日～月末まで
紙面掲載期間：16日～翌月15日まで

WEB掲載期間：　16日～翌月末まで　※最大約45日間
紙面掲載期間：翌16日～翌々月15日まで

10月9月 11月 12月

WEB掲載期間

紙面 掲載期間

★ ★

継続確認

掲載
申し込み
+入稿

12月

11月9月 10月

WEB 掲載期間

紙面 掲載期間

★ ★

継続確認

掲載
申し込み
+入稿



関東エリア  （復活掲載 掲載サイクル） 

復活掲載クライアント様 限定キャンペーン!復活掲載クライアント様 限定キャンペーン!復活掲載クライアント様 限定キャンペーン!
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お問い合わせ　（有）デジタルスタイル　03-5956-5123　  info@dstyle.co.jp

●1日スタート
WEB掲載期間：  1日～翌月15日まで　※最大約45日間（サービス掲載期間含）
雑誌掲載期間：16日～翌月15日まで　※最大約30日間

1ヶ月分の料金で
WEB掲載期間
最大45日間
1ヶ月分の料金で
WEB掲載期間
最大45日間
1ヶ月分の料金で
WEB掲載期間
最大45日間

復活クライアント
限定キャンペーン

復活クライアント
限定キャンペーン

●16日スタート

※復活掲載に際しては審査がございます。
　復活掲載の適用条件は非掲載期間が3ヶ月以上となります。

WEB掲載期間：　16日～翌月末まで　※最大約45日間（サービス掲載期間含）
雑誌掲載期間：翌16日～翌々月15日まで　※最大約30日間

復活掲載クライアント様 限定キャンペーン!復活掲載クライアント様 限定キャンペーン!復活掲載クライアント様 限定キャンペーン!

10月9月 11月 12月

WEB 掲載期間

雑誌 掲載期間

★

継続確認

★

WEB サービス掲載
掲載
申し込み
+入稿

11月9月 10月

WEB 掲載期間

雑誌 掲載期間

★ ★

WEB サービス掲載期間

継続確認

掲載
申し込み
+入稿

15日間
サービス掲載!

15日間
サービス掲載!

復活掲載の適用条件は非掲載期間が3ヶ月以上の案件となります。

限定キャンペーン!



関東エリア （ WEBオプション  掲載料金+表示イメージ） 

関東エリア　 WEBオプション  掲載料金

TOPページ表示
（PC SP共通）

エリアTOPページ表示

一覧ページ表示
（PC SP共通）

詳細ページ表示

pc/340 x 130pix  (jpg/gif）

sp/325 x 124pix  (jpg/gif）

pc/200 x150 pix  (jpg）

sp/190 x 142pix  (jpg）

pc/890 x 110pix  (jpg/gif）

sp/600 x 200pix  (jpg/gif）

急募求人バナー

月/200,000円 週/20,000円 「プランA」以上
全クライアント掲載掲載料金

--

- - -

- -

-

●

● ● ● SPのみ

● - ●

PCのみ PCのみ

●

枠数  関東/限定5枠

バナーサイズ

関東/限定20枠

「VIP」以上
全クライアント掲載

TOPバナーオプション別条件 注目求人バナー PICK UP求人
テキストバナー急 注 PT

エリアTOPページ（PC・スマホ） 一覧ページ（PC・スマホ）

求人詳細ページ（PC）

TOPページ（PC・スマホ）
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お問い合わせ　（有）デジタルスタイル　03-5956-5123　  info@dstyle.co.jp

料金は税別料金になります デザインに変更が出る場合があります

PCPC SP PC

PC

SP

SP

急

注

T
T T

T

T

T

注

急

注 注

P
P

P

注

（全て1024ｷﾛﾊﾞｲﾄ以内）

注

T



全国エリア（掲載料金+掲載プラン+掲載期間）

  30,000円 50,000円 月/50,000円 2週/20,000円

 30,000円  50,000円 月/50,000円 2週/20,000円

30,000円 50,000円 月/50,000円 2週/20,000円

30,000円 50,000円 月/50,000円 2週/20,000円

 30,000円  50,000円 月/50,000円 2週/20,000円

30,000円  50,000円 月/50,000円 2週/20,000円

  20,000円 50,000円 月/50,000円 2週/20,000円

掲載期間

北海道

東北エリア

群馬／栃木

東海エリア

中四国エリア

関西エリア

九州沖縄エリア

TOPバナー
オプション料金

注目求人プラン 急募求人バナー
オプション料金

通常プラン毎月1日．16日掲載開始

掲載開始から1ヶ月

掲載開始から1ヶ月

06

各地域ごとにキャンペーンを実施中 バナーオプション
各エリア限定20枠

バナーオプション
各エリア限定5枠

掲載開始から6ヶ月間

掲載開始から6ヶ月間

掲載開始から6ヶ月間

掲載開始から6ヶ月間

掲載開始から3ヶ月間

お問い合わせ　（有）デジタルスタイル　03-5956-5123　  info@dstyle.co.jp

各エリア限定20枠

キャンペーン実施中!

キャンペーン実施中!

キャンペーン実施中!

キャンペーン実施中!

キャンペーン実施中!

掲載開始から2ヶ月間

掲載開始から2ヶ月間

初回限定

初回限定

料金は税別料金になります



pc/890 x 110pix
sp/600 x 200pix
  (jpg/gif）

全国（掲載プラン） 07

掲載エリア（最大） 2 1

掲載順位 プランC相当
※P3を参照

プランD相当
※P3を参照

職種選択 6 3

注目求人バナー -●

1 1

一覧ページ　画像 大 中

サブ画像3枚 ● -

インタビューを見る ● ●

「こだわりから探す」　選択数

注目求人プラン 　通常プランプラン概要

W
E
B
仕
様

下位

W
E
B
表
示
順
位

上位

上位タイプほど、表示順位・閲覧数がUP!
WEB広告は上位表示による発見性向上が生命線と言われています

〈SP版 エリアTOP〉

TOPバナー

〈PC版 エリアTOP〉

注目求人プラン

注目求人プラン

TOPバナー

お問い合わせ　（有）デジタルスタイル　03-5956-5123　  info@dstyle.co.jp

TOPページ表示
（PC SP共通）

エリアTOPページ表示

一覧ページ表示
（PC SP共通）

詳細ページ表示

pc/340 x 130pix 
sp/325 x 124pix
  (jpg/gif）

-●

● ●

PCのみ PCのみ

● ●

バナーサイズ

TOPバナー

pc/200 x 150pix
sp/190 x 142pix

  (jpg）

●

急募求人バナー 注目求人バナー

-

●

●

通常画像

-

- -

-

●

 サブ画像（3枚）

pc sp共通
650 x 250pix
 (jpg）

pc sp共通
200 x 150pix
(jpg）

バナー・画像 仕様

バナーオプションを
つけることで露出度さらにUP!!
注：掲載順位には反映されません

急募求人バナー

急募求人バナー

バナーオプシ
つけることで
注：掲載順位には反映さ

注目求人バナー プラン

通常プラン

TOPバナー

急募求人

-

-

-

（全て1024ｷﾛﾊﾞｲﾄ以内）

注目求人プランのみ
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