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採用にデジタルマーケティングを

今、働き方は多様化し、求職者はWeb検索を使って、
ありとあらゆる情報をあつめ、自分に合った求人を探しています。

ただ、求職者の「求人Webリテラシー」は上がっていますが、
企業の「採用Webリテラシー」はそれに追いついていないのが実情です。

求人媒体に言われるままに費用を投下していませんか？
求人情報のSEO対策はできていますか？

モンゴロイドではデジタルマーケティングで培ったノウハウをもとに、
効果的で効率的な貴社のWeb採用活動をサポートします。

Mongoroidが運用するIndeed広告は
データを駆使した、採用につなげる広告運用です。

Indeedゴールドパートナーに選ばれました！NEWS



モンゴロイドはIndeed認定ゴールドパートナー
当社はIndeed広告の販売代理店としての実績が認められ、
「Indeed Explore for Agency 2019 Sumeer」表彰式典にて

「2019年上期シルバー部門総合売上賞第１位」を受賞した結果、

日本全国８社のうちの１社として、ゴールドパートナーに認定されました。

豊富な実績にもとづいた質の高いサービスをお確かめください。



✓ 利用中の求人媒体は、掲載期間と掲載内容で料金が決まる

これらの条件にあてはまる方は、Indeed広告を活用すると
応募者の数と質を改善できる可能性があります。

✓ 通年採用を行っている

✓ 求人情報のSEO対策、といわれてもピンとこない

✓ 採用活動の費用対効果を改善したい

✓ 自社サイトの求人情報ページはあまり見てもらえないと思う

下記にいくつあてはまりますか？



indeed
求職者側のメリット



理由１｜求職者にとっての利便性が高いため
なぜ、Indeedが選ばれているのか？

求人サイト毎に検索をし、求人を探す

リクナビ マイナビ DODA

検索 検索 検索

リクナビ マイナビ DODA

検索

一括であらゆる求人情報を探せる

従来 Indeedなら

Indeedは他の求人媒体の情報を自動で読み込み掲載しているので、複数の求人サイトを行き来
する必要がありません。だからこそ、利用者数が伸び続けているのです。



Indeed 求人サイト 人材ビジネス企業 企業検索エンジン
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広告

広告

indeedはWeb上の人材マーケティングの中心に位置し、求人サイトや人材ビジネス企業も広告
を出稿しています。今や、indeedにすべての求人情報が集まりつつあるのです。

理由２｜圧倒的な求人情報が集まっているため
なぜ、Indeedが選ばれているのか？

インターネット上の求人情報の構造



知りたいことを調べる

掃除機を買いたい

週末泊まる旅館を予約したい

引越し先のマンションを探す

理由３｜求人特化型の検索エンジンでベストな求人が見つかるため
なぜ、Indeedが選ばれているのか？

普段、検索をするとき、ニーズによって以下のようにWebサイトを使い分けていませんか？

これらのサイトは、ユーザーが求める情報に素早くたどり着けるよう、検索アルゴリズムが
日々最適化を繰り返し、検索精度を高め続けているために使いやすいのです。

検索キーワード 職種名
求人ページ内容 求職者の行動履歴

AIが求職者とマッチ度の高い求人を自動検出して上位表示しています。

では、求人特化型の検索エンジンとして

というロジックで



indeed
掲載企業側のメリット



理由４｜IndeedサイトのSEO対策が強いため
なぜ、Indeedが選ばれているのか？

検索エンジンにおいても上位表示され、日々膨大なアクセスを獲得しています

「職種名」と「エリア」色々な組み合わせで検索してみてください。

◀広告表示エリア

◀検索結果１位表示



理由５｜無料または有料、選べる掲載枠
なぜ、Indeedが選ばれているのか？

■無料求人 [ オーガニック求人 ]

掲載数や応募数を問わず無料で掲載することができます。
掲載開始直後は応募を見込みやすいものの、掲載総数が
日々増加しているために埋もれやすい側面があります。

有料

無料

■有料求人 [ スポンサー求人 ]

求職者が求人をクリックした時のみ料金が発生します。
上限予算も設定可能、掲載求人のON / OFFも自由自在です。

オーガニック求人と比べ最大５倍のクリック数を獲得します。※オーガニック求人は当社のサポート対象外となります



参考データ

月間サイト訪問 月間ユーザー数 月間新規追加求人数 モバイル検索比率

2,100万PV 1,150万人 170万件 85％

媒体 会員数 掲載費用 課金方式 掲載期間 掲載職種数 修正 掲載日

マイナビ転職 440万人 20－120万円 期間と枠 4週間 1職種 無料最大3回 火、金曜

DODA 380万人 25－150万円 期間と枠 4週間 1職種 5万円 月、木曜

＠type 260万人 35－100万円 期間と枠 4週間 2職種 無料 火、金曜

女の転職＠type 90万人 20－80万円 期間と枠 4週間 2職種 無料 火、金曜

リクナビネクスト 700万人 18－180万円 期間と枠 2～4週間 1職種 無料 水、金曜

indeed広告 1,150万人 12万円－ クリック分 何日でも 何職種でも 無料 いつでも

■ Indeed利用者データ

■求人媒体データ比較表



理由６｜直接投稿またはクローリング型、選べる掲載方法
なぜ、Indeedが選ばれているのか？

■クローリング型 がおすすめの方
✓求人件数が多く直接投稿が難しい
✓自社サイトの採用ページがある、または
新規制作を検討している

✓なるべく手間をかけず効率よく運用したい

■直接投稿型 がおすすめの方
✓自社サイトに求人情報ページを設けておらず、
新設予定もない

✓求人内容の更新頻度が高い
✓部署をまたぐ等の理由で、自社サイトを更新するより

Indeedの掲載内容を手動で更新する方が手軽である

クローリング型 直接投稿型

求人サイトの情報を収集し、
サイト内の求人案件を掲載する方法

Indeed内のフォームより
テキストを入力し、求人案件を掲載する方法



indeed
掲載枠の特徴



お客様の意思で
コントロール可能 クリック課金型広告 広告効果をリアルタイムで

確認＆分析可能
オーガニック求人と比べ
最大5倍のクリック数

有料求人 [ スポンサー求人 ]
掲載枠の特徴

無料枠に比べて上位に表示されるので、露出度が高くなります。

採用活動が数値で可視化でき、日別や月別のパフォーマンスレポートを確認することができ
ます。具体的には、閲覧された回数やクリックされた回数を確認可能で、回数が少ない場合
は、条件を変えるなどの対策を打つことが可能です。

✓
✓



無料求人 [ オーガニック求人 ]
掲載枠の特徴

Indeedのアルゴリズムにて
表示位置が決定

重複案件は極力
表示しない仕様

検索結果の内容は
常時変動



注目の求人 [ 有料広告枠 ]
掲載枠の特徴

最大の求人広告効果を得るために

ロゴマーク、会社紹介、求人内容などを記載した「注目
の企業」広告枠が検索結果の横に表示されます。
利用者が貴社について検索したり、貴社のスポンサー求
人広告が表示されるたびに、この広告が画面に表示され
ます。

ブランド力を採用に活用

広告枠に掲載される会社紹介や企業レビューを活用して、
候補者を惹き付け、企業採用ブランド力を強化すること
ができます。
「注目の企業」広告枠は、画面に一つ単独で表示される
為、よりマッチ度の高い最適な求職者に向けてのアピー
ルが可能です。

採用企業
ブランド力強化 露出度の増加 企業ページの活用

※注目の求人は掲載に条件があります。



企業ページ
掲載枠の特徴

無料で貴社の認知度を高める

貴社のページのフォロワーになった利用者には、新着求人など
の最新情報が自動的に配信されます。ブランド力を活かした企
業ページを作りましょう。

SNSと連動

写真、動画、ロゴマーク、SNSアカウントなどを盛り込んで、
自由にカスタマイズが可能です。

最適な人材を見つけるために 83％の利用者が、応募先を決める
際に企業レビューを参考にしています

無料で企業認知度を
高める ブランド力の向上 企業レビューの活用



indeed
なぜ、モンゴロイドが選ばれているのか？



理由１｜Webマーケティングに熟達したメンバーが監修
なぜ、モンゴロイドのIndeed広告運用サービス が選ばれているのか？

笹川賢
モンゴロイド代表取締役
ウェブ解析士マスター

マーケティングに必要な知識を習得したウェブ解析士のメンバーが、貴社の採用マーケティングを
監修します。貴社のビジネスやニーズの理解にすぐれ、最適な打ち手を考案することで、採用活動を
成功へと導きます。

岩河勇太
モンゴロイド専務取締役
ウェブ解析士マスター
ブランドマネージャー認定1級

川田曜士
モンゴロイド Webマーケティング
ウェブ解析士理事



理由２｜クライアントとの関係性

当社にとってのゴールは、広告を販売することではなく、クライアントの成果を最大化すること。
あなたの会社の「Webマーケティング部門」の一員として、未来の成果を共につくり続けます。

※貴社が「社内に頼れるWebマーケティング専任者がいる」「指示通りにだけ動いてくれる求人広告代理店を探している」という場合には、
当社ではご希望に添いかねる可能性がございます。

なぜ、モンゴロイドのIndeed広告運用サービス が選ばれているのか？



理由３｜採用分析はもちろん、採用サイト制作まで頼める

Webマーケティングの専門家が揃うモンゴロイドは、多種多様なフェーズに関与できる
圧倒的なノウハウで、貴社の人材採用活動を強力にバックアップします。

■分析・調査
✓ Google Analyticsのデータを

もちいた求人分析を実施

■求人内容改善
✓ 分析結果にもとづいて

Indeedの求人内容を改善

■広告運用
✓ 入札単価やキーワードを調整し

費用対効果を最大化

■採用サイト制作 [ オプション ]
✓ Indeedのクローリング条件を満たし、求職者に響く採用コンテンツを企画・制作

■解析・定点観測レポート [ オプション ]
✓採用活動の成否をデータで定点観測を実施し、課題リストと改善策を提示

なぜ、モンゴロイドのIndeed広告運用サービス が選ばれているのか？



indeed
広告運用サービス料金プラン



BASIC

3か月
以下

10職種以上の多職種募集向き

ADVANCE

求人投稿費

1,000円
×

求人数

長期大量採用の募集向き

長期大量採用 PLAN

人材系ビジネス企業向き

人材ビジネス企業 PLAN

直接投稿型求人の
場合の追加費用

5職種以上や難易度高な募集向き1～4職種くらいの募集向き

TRIAL

３カ月

15万円
うち手数料３万円

3か月
以上

3カ月

30万円
うち手数料5万円

3カ月

50万円
うち手数料8万円

月額

30万円～
＋ 手数料総広告費の20％

月額

30万円～
＋ 手数料総広告費の20％

Recommend

※すでに設定されている場合は必要ありません。

Indeed
１アカウント設定

3万円

Googleアナリティクス
１アカウント設定

5万円

注目の求人
広告

20万円～

Must

ほか

※クローリング型の運用となります。
※各プランの広告運用は1アカウントを想定しているものとなります。
※広告アカウント運用には月1回のレポート報告OR提出が含まれます。

クライアントのニーズに合わせた、複数のプランをご用意しています。

料金プラン



初期設定
カテゴリ タスク タスク詳細 料金

indeedアカウント開設 1 アカウント設定

アカウント開設

¥30,000

タグ発行
タグ設置ディレクション
求人ページ原稿ディレクション
アカウント構成考案
アカウント登録
求人ページ原稿フォーマット支給（原稿はクライアントによりご記入いただきます。） 無料
求人ページ原稿ディレクション 無料

Googleアナリティクス 1ビュー設定

アカウント開設

¥50,000

タグ発行
タグ設定ディレクション
タグ設置代行
ビュー設定
フィルタ除外
目標価値設定
目標設定

タグマネージャーアカウント Googleタグマネージャー
1アカウント（1URL）設定

アカウント開設
タグ発行
タグ設置ディレクション

3か月以下スポットプラン（3か月以内で配信終了するプラン）
掲載方法 タイプ 求人数の上限 プラン indeed広告費 運用費 1求人投稿費 合計金額

クローリング型求人 広告運用及び
月1回のレポート報告/提出

1～4職種くらいの募集向き － トライアル ¥120,000 ¥30,000 － ¥150,000
5職種以上や難易度高めの募集向き － ベーシック ¥250,000 ¥50,000 － ¥300,000
10職種以上の多職種募集向き － アドバンス ¥400,000 ¥80,000 － ¥480,000

直接投稿型求人 広告運用及び
月1回のレポート報告/提出

1～4職種くらいの募集向き 4トライアル ¥120,000 ¥30,000 ¥1,000 ¥154,000
5職種以上や難易度高めの募集向き 20ベーシック ¥250,000 ¥50,000 ¥1,000 ¥320,000
10職種以上の多職種募集向き 50アドバンス ¥400,000 ¥80,000 ¥1,000 ¥530,000

3か月以上ランニングプラン（3か月以上、配信継続するプラン）
掲載方法 タイプ 求人数の上限 プラン indeed広告費 運用費 1求人投稿費 合計金額

クローリング型求人 広告運用

長期大量採用の募集 － 長期大量採用プラン ¥300,000～ 総広告費の15％ － ¥345,000～

人材系ビジネス企業の募集 － 人材系ビジネス企業プラン ¥300,000～ 総広告費の15％ － ¥345,000～

料金プラン詳細



掲載方法 掲載求人数 掲載基準金額

注目の求人

1-20 ￥200,000以上

21-50 ￥300,000以上

51-250 ￥500,000以上

251-500 ￥725,000以上

501-1,000 ￥825,000以上

1,001-2,000 ￥1,500,000以上

2,001-5,000 ￥2,275,000以上

5,001-10,000 ￥3,375,000以上

10,001以上 求人数×￥300以上

追加施策
カテゴリ タスク タスク詳細 料金

Googleアナリティクス 追加設定
イベントトラッキング設計

¥60,000
イベントトラッキングディレクション

データフィード データフィード利用
1媒体1アカウント 初期設定

応相談
1媒体1アカウント 利用料

タグマネージャーアカウント Yahoo!タグマネージャー 1アカウント（1URL）設定

アカウント開設 無料

タグ発行
¥30,000

タグ設置ディレクション

KPIの設計と報告 週次報告
週次報告フォーマット作成 ￥100,000

週次報告 ￥100,000

広告

オプションプラン



ステップ タスク タスク概要 モンゴロイドのアクション／資料 クライアントへのお願い

1 ご相談 人材募集の課題感のレベルを合わせます。
採用予定の職種、募集要項などをお知らせください。 課題の把握 ヒアリングシート

2 ご提案 貴社にあったプランご提案します。 プラン提案 クローリング可能か確認 プランの選択

3 ご発注 ご発注いただき、先のステージに進みます。 ご発注 ご契約書／ご発注書

4 規定の説明 広告運用業務に関するモンゴロイドのレギュレーションを説明させていただきます。
入稿の連絡方法

入稿規定書
ご提案の想定日数

5 KGIとKPIの設計 目標となるKGI（採用応募数）と達成すべきKPIを設計し、共有します。
広告配信開始後、KPIは見直しをかける場合もあります。

KGI／KPIの設計 週次報告フォーマット

広告URLのパラメータ設計 パラメータ設計表

6 求人原稿の支給 広告のもととなる求人原稿を確認し、成果が出るようにディレクションします。 求人原稿ディレクション
求人原稿の支給／情報共有

7 設定と審査
もれなくKPIを取得する必要な設定を行います。
PDCAを回すための独自の設計ノウハウでスピード感ある改善を可能にします。

サイトの仕様上で必要な特殊な設定もお任せください。

詳細ヒアリング ヒアリングシートの記入

広告アカウント開設／登録
アカウント構成

各種オプション

タグの管理 タグマネジメント表
CVタグ設置

リターゲティングタグ設置
タグマネージャータグ設置

Googleアナリティクスの設定

フィルタ除外

目標設定

クロスドメイントラッキング

イベントトラッキング

スケジュールの共有 スケジュールの共有

8 広告配信 広告戦略に沿って、速やかにユーザーへアプローチ。
日々の予算管理、方針の変更など、適宜、優先順位を決めながら施策を実行していきます。

広告配信

スケジュールの共有

週次レポーティング ウィークリーレポート

9 広告分析 KGI・KPIのパフォーマンスをチェックし、課題点を把握します。 広告パフォーマンスの分析

10 報告
設計したKPIにそって、良かった点、悪かった点をわかりやすくお伝えします。
基本的に週次で状況をご報告し、PDCAを回します。
また、月次の報告ではレポートをベースとし、次月以降の方針のすり合わせを行います。

レポーティング マンスリーレポート

次月以降の方針すりあわせ スケジュールの共有

11 改善 日々の運用、報告時に見つかっただ課題、方針をふまえて広告施策を改善。
受け皿となるサイト、LPを改修し、集客、接客を包括的に改善。

広告改善

カスタマーサクセス
改善アクションリスト

サイト改修ほか

導入の流れ



〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-2-23 白雲ビルヂング1F

株式会社モンゴロイド

tel：06-6147-5147

mail：info@mongoroid.com

URL：https://www.mongoroid.com
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