


Wメディカルとは・・・
医療従事者の方の医療求人専門総合サイトです。
しかも、施設(診療)情報コンテンツも充実しています。

総合基本検索軸

かんたん検索機能(職種・エリア・キーワード)

twitterからの誘導もします。

facebookからの誘導もします。

▼基本求人検索軸 ▼基本施設(診療)検索軸
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職種をピンポイントで求人情報が探せます｡

また、職種・エリア・キーワードを設定してかんたんに検索できる機能もございます。

★かんたん検索機能(職種・エリア・キーワード)





①コピー部分とイメージ写真 ②求人データと求人ポイント ③企業情報とギャラリー(写真・動画)

職種別にページが分かれています。

ココから貴社のホームページや
施設(診療)情報にリンクします｡

※動画
YouTubeから、求人詳細画面への
訪問者が増えています。

動画
※

応募フォーム

ポップ
広告

応募フォーム

募集要項や勤務地、交通、募集のポイント、
職場環境と魅力などが記載されます。

▲掲載順位について　①長期広告または新着広告　②ミドル広告　③短期広告　④成果報酬の順に掲載しています｡

応募フォーム



④応募方法と応募フォーム ⑤企業情報とマップ

このページでは、応募フォームの
他にユーザーに代わって
医療機関様へ質問する
コーナーも設置しております。

応募フォーム

レコメンド機能
※レコメンド機能とは
類似した情報物件を
ピックアップする機能です

▲掲載順位について　①長期広告または新着広告　②ミドル広告　③短期広告　④成果報酬の順に掲載しています｡

従業員数、床数、診療科目など
詳細に記載されます。



施設(診療)情報画面について

求人を
見る



読者求人サービス
医療機関などに聞きにくいことなどを
応募者様に代わって聞き取り調査を
代行します。



また、ユーザーが応募した
企業名の履歴が、
マイページに残ります｡

★Ｗメディカル会員のメリット★
・マイページ機能付き ・応募した求人情報のアーカイブ付き

・会員登録なしでも応募が可能なサイト・新着求人をいち早くユーザーにメールでお知らせ

☆只今、マイページの新規
　会員登録が月間平均20名！

★セキュリティーも万全です。



各求人検索エンジンサイトプロモーション
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求人ボックス
●価格.comや食べログでお馴染みの株式会社カカクコムが
　運営している求人検索サイト
●300万件以上の求人件数を掲載する求人に特化している
●若年層からシニアまで幅広い年齢層の方に利用！

indeed(インディード)
●世界で1番利用されている求人サイト
●日本で求人案件No.1のジョブサイト！ CMによって認知度がUP！
●現在｢indeed｣を利用されているお客様も
　当サイトに掲載すると、露出度が増え応募がUP！

Googleしごと検索（Google for Jobs）
●検索エンジンシェア世界No.1の「Google」が提供する
　求人検索エンジンで、日本では2019年にサービス開始！
●従来の検索ボックスで「(キーワード名) 求人」を入力するだけで
　結果画面の上部にユーザーにとって最適な求人情報が表示！
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Ｗメディカルに掲載するとダイレクトリンクが設置されます。しかも施設情報は半永久的に掲載されますので、
Ｗメディカル関連掲載企業様のホームページがGoogleなどでヒットされやすくなります｡

Ｗメディカル企業情報ページ

Ｗメディカル施設情報ページ

YouTube 動画

Ｗメディカル無料
レンタル応募フォーム

相互リンクによるＳＥＯ

Ｗメディカルで動画アピール

貴社のＵＲＬをリンクさせます

貴社のＵＲＬをリンクさせます



Wメディカルのプロモーション

1.Wメディカルってどうやって探すの?

2.Wメディカル求人募集を掲載すると

3.Yahoo!リスティング、Googleアドワーズの
　 リスティング広告で貴社の求人詳細画面に誘導します。

4.その他、プレスリリース有料広告や　
　 イベントプロモーションも行っています。

5.ｉｎｄｅｅｄ、求人ボックス、Googleしごと検索などの
プロモーション広告実施中！

6.facebookからWメディカル求人詳細へ誘導

7.
  

メルマガ × ＝求人広告掲載 メルマガ会員に訴求
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※状況により検出されない場合があります。また、予告なく変更及び中止する場合もあります。

Ｗメディカルに掲載すると、｢indeed｣｢求人ボックス｣｢Googleしごと検索｣などにも自動転載。
Ｗメディカルは2004年にスタートして以来、延べ600万人の

ユーザーが利用し、求人活動に役立てて頂いています。

医療業界では徐々にではありますが、Ｗメディカルの認知度も

高まっています。

提携ポータルサイト

月２回：最新のお知らせと新着・おすすめ求人情報
不定期：Ｗメディカルまちかどプレス情報

○人工透析クリニック（高田馬場）
　正看護師４名、准看護師１名の応募→採用２名

○Ｔ病院（葛飾区）正看護師３名の応募→採用３名

○Ｉ人工透析クリニック（飯田橋）看護師、
　臨床工学技師などの多数応募で安定した採用など。

※その他多数の各職種の採用実績があります。

採用実績

Wメディカル会員 約2,600名に対しメルマガ配信します。



Ｗメディカルユーザーデータ
※2023年5月現在

都道府県別
割合

職種別
割合

年齢別
割合

学歴別
割合

- 1２ -



Ｗメディカルユーザーデータ（職種別）
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※2023年5月現在

(注) ＰＴ／理学療法士  ＯＴ／作業療法士
     ＳＴ／言語聴覚士  ＯＲＴ／視能訓練士

介護・保育
関連別

歯科
関連別

医療
関連別

看護
関連別



ご掲載料金

オプション
料 金!!

掲 載
料 金

※料金はすべて消費税別途

デラックスゴールド (ベーシック＋追加詳細ページ
＋独自の求人専門ホームページ) 1年間掲載 25万円

最上位表示と掲載情報をボリュームUP。さらに、貴社専用の
求人専門ホームページを作成＆リンクによる効果UPを狙います。

掲載情報をボリュームUPでき、競合他社よりも上位表示します。

独自の求人専門ホームページを新規に作成。Wメディカルとの
リンクで効果UP。

(2職種：1ヶ月あたり約2万833円)

(2職種：1ヶ月あたり約1万4,167円)

デラックス (ベーシック＋追加詳細ページ) 1年間掲載 17万円

(2職種：1ヶ月あたり約1万9,167円)

ゴールド (ベーシック＋独自の求人専門ホームページ) 1年間掲載 23万円

▼医療関連

▼オプションバナー広告

職基本料金

ベーシックサイズは、写真10点、キャッチコピー・ボディコピー・基本データ全てフリー、
ローテーションバナー付き、施設情報付き。 ※各種特別キャンペーン実施中（詳細は別紙にてご案内）

医療求人「成果報酬型」
の詳細は、お問合せくだ
さい。

掲載順位について新着情報が最上位表示されます。
その次に１年間・６ヶ月・４ヶ月・２ヶ月の順番で表示されます。
尚、１年間の中でも更新の若い順に掲載されます。

デラックス
通常ページ以外に、
詳細ページを追加掲載。
大きい写真や細かな
情報を掲載可能で、
アピール度アップ。

独自ドメイン(URL)で
貴社専用の求人専門
ホームページを作成し、
1年間掲載します。
(ページ数：5ページ)

ゴールド

Wメディカル施設(診療)
情報のみの広告料金

▼初めて掲載される方
1年間掲載 3万4,000円

▼掲載経験のある方
1年間掲載 2万4,000円

今月の注目求人 急募求人情報 おすすめ求人情報

1ヶ月5万円 1ヶ月3万円

2万円 8万円

1ヶ月2万円

最大
職種数

掲載期間 4ヶ月掲載2ヶ月掲載 6ヶ月掲載 1年間掲載

４職種まで

５～10職種

6万円

8万円

6万円

8万円

10万円

12万円

10万円

12万円

15万円

18万円

15万円

18万円

25万円

30万円

25万円

30万円
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※上記金額は定価価格です｡11職種以上につきましては、１職種につき＋１万円が加算されます｡
※職種問わず､[正][パ]同時募集は１職種とみなします。



成果報酬型広告
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Ｗメディカルでは、通常の広告型プランの他に以下の成果報酬型広告もございます。

※初期登録料として10,000円頂戴いたしますが、その他掲載料は全て無料です！

※初期登録料として5,000円頂戴いたしますが、その他掲載料は全て無料です！

▼応募広告報酬料（税別）　★現在キャンペーン中!

◎正社員･契約社員：(１応募) 25,000円 ⇒ 15,000円

◎パート・アルバイト：(１応募) 15,000円 ⇒  7,500円
※応募があった場合に発生いたしますが､それ以外はかかりません｡

応募があった場合に課金されるプラン

採用になったら課金されるプラン

◎看護助手：
◎視能訓練士：
◎薬剤師：
◎歯科助手・受付：
◎ヘルパー(無資格)：  
◎医療事務(有資格)：

１０万円
１８万円
２５万円

８万円
８万円

１５万円

◎看護師：
◎ＯＴ・ＰＴ：
◎臨床検査技師：
◎歯科衛生士：
◎介護福祉士：
◎保育士：

２０万円
１８万円
１８万円
１５万円
１５万円
１５万円 など

▼採用課金システム１名採用例 ※パートは全て半額 ※料金は税別



成果報酬型広告の４つの特徴

掲載は�年ごとの契約更新制！何職種でも掲載ＯＫ！

原稿の途中修正や掲載職種の出し入れはいつでもＯＫ！

写真は広告型同様に最大��点まで､動画は�点掲載可能

新着求人バナーにも同時に掲載されます。
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採用課金型プラン
各職種の1名あたりの採用広告報酬料一覧

※採用広告報酬料は採用し､入職した場合に発生いたしますが、それ以外はかかりません。

※上記料金は２０２３年６月１日以降に契約いただいたお客様に適用となります。

※2023年6月1日更新
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【運営元】
有限会社アルシー
代表取締役　沼田　広子
〒101-0064　東京都千代田区神田猿楽町1-3-5　伊東ビル3F
TEL：03-3219-7831
ホームページ：https://www.arushi-tokyo.com/

【関連会社／営業総括本部】
株式会社大光通信社
代表取締役　沼田　弘市
〒101-0064　東京都千代田区神田猿楽町1-3-5　伊東ビル3F
TEL：03-3294-7288(代)
FAX：03-3294-7052
ホームページ：https://www.daikowork.com/
創立：1983年8月
設立：1986年4月
資本金：1,000万円
加盟団体：広告業協同組合(ＡＣＡ)、東京広告業健康保険組合

【沿革】
2004年 医療情報サイト「Ｗメディカル」開設
2006年 ＡＳＰモバイルホームページ自動作成ソフトを開発する
2010年 美容専門求人サイト「美容師求人キララジョブ」開設

【取引銀行】
三菱ＵＦＪ銀行神保町支店、きらぼし銀行神田中央支店、三井住友銀行神田支店

【主な取引先】
社会福祉法人　恩賜財団済生会
都自動車株式会社
株式会社サニーサイドアップ
株式会社ナカモト
ＦＰＴジャパン株式会社
株式会社トービケン(美容室ＴＢＫ)
など300社

【主な取扱商品】
医療情報サイト『Ｗメディカル(施設・求人)【https://www.w-medicalnet.com/】』
美容専門求人サイト『美容師求人キララジョブ【http://www.kirarajob.com/】』
doda､type､女の転職type､マイナビ転職､各種リクルート媒体､イーキャリア､Re就活､マイナビバイト､
マッハバイト､バイトル､各種クリエイト媒体､各種アイデム媒体､ドラEVER､PROSEEK 他
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会社概要




