
日本最大級の建築・建設業専門求人サイト
「パワピタ」のご案内

パワピタ 検索

https://www.pawapita.com



パワピタとは

. 東海最大級の土木・建築・建設業専門サイト

. 採用難易度の高い東海エリアでNo.1の実績

. 業界の採用に特化した集客の「戦略」

. 専門サイトならではの求職者マッチング率

. パワピタ編集部より
「長期掲載×複数枠×複数媒体掲載」が採用成功のカギ！
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東海TOPクラス！
メディア立ち上げから1年で300件。

大手メディアよりも掲載数が多くなっているエリアも！

日本最大級の建築・建設業求人サイト
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毎月8,000人以上
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日本最大級の建築・建設業求人サイト

毎月力をつけ、どんどんユーザー増加中！！！
1案件あたりのユーザー数も多媒体に負けません。
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日本最大級の建築・建設業求人サイト 5

東海

関東

関西

エリア別CV数

CVとは？1.90
1.50
1.30

閲覧したユーザーが
応募に至る確率。
一般的には1％程度と
言われています。
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ニッカ不動産株式会社
長良通商株式会社
株式会社ナルセコーポレーション
フジ建設株式会社
株式会社中央組
水谷興業株式会社

株式会社カイノス
岡田建設株式会社
ＫＲＨ株式会社
犬飼建設株式会社
株式会社新栄重機
株式会社川瀬組
…他200社

※敬省略順不同

掲載実績一覧

採用難易度の高い東海エリアでNo.1の実績 6



採用難易度の高い東海エリアでNo.1の実績

効果実績も豊富にございます！

職種
エリア
掲載期間
掲載枠数

塗装工
三重県鈴鹿市
1年間(10ヶ月経過)
2枠

35応募

7

職種
エリア
掲載期間
掲載枠数

設備取付工
岡崎市
1年間
2枠

52応募

職種
エリア
掲載期間
掲載枠数

施工管理技士
岡崎市
1年間(4ヶ月経過)
2枠

4応募

職種
エリア
掲載期間
掲載枠数

足場仮説
名古屋市北区
1年間(6ヶ月経過)
2枠

16応募

職種
エリア
掲載期間
掲載枠数

電気工
安城市
1年間(7ヶ月経過)
2枠

14応募

職種
エリア
掲載期間
掲載枠数

設備工
一宮市
1年間(5ヶ月経過)
2枠

7応募

職種
エリア
掲載期間
掲載枠数

事務員
刈谷市
1年間(1ヶ月経過)
1枠

11応募

職種
エリア
掲載期間
掲載枠数

建設作業員
名古屋市南区
1年間(4ヶ月経過)
1枠

18応募



作業員の「仕事の探し方」を徹底研究。

媒体知らない 媒体意識してない

登録めんどくさい 余計な情報いらない

建築・建設業採用に特化した集客の「戦略」

小牧市 足場 求人 検索
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認知は捨てる！WEBに特化した広告戦略
大手メディア広告費内訳

(『電通報』日本の広告費No.6)

パワピタ広告費内訳
(2019年10月パワピタ広告利用実績)

パワピタのユーザー集客について

マスコミ4媒体(テレビ等)
プロモーションメディア(交通広告等)
Web広告

41％
32％

27％

1案件あたりの
Web広告費は
他社媒体の

13倍
媒体B株式会社
『2019年決算短信〔日本基準〕(連結)』
『2020/1/18(土)17:00 全国掲載件数』より抜粋

Web広告
マスコミ4媒体(テレビ等)
プロモーションメディア(交通広告等)

91％
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チェンジ＆チャレンジ
新しいコトへの変化・対応

求人検索エンジン ”スタンバイ” や ”求人ボックス” など、
Indeed以外での集客経路も新たに始めました。

パワピタは常に建築業界のお仕事を探されている求職者様に
寄り添った内容へ変化・対応していきます。

建築・建設業採用に特化した集客の「戦略」 10



地域 自動車学校名 住所

愛知 トヨタ中央自動車学校 豊田市三軒町8-18

愛知 享成自動車学校 岡崎市井田町字茨坪34

愛知 享成自動車学校桜町校 西尾市米津町荒子24

愛知 三好自動車学校 みよし市三好町森曽55

愛知 豊田自動車学校 豊田市前山町1-26

愛知 名古屋自動車学校港校 名古屋市港区八百島2-2103

WEB以外での広告戦略。
1.若年層に向けての取組み 2.看板による集客 3.ラジオによる認知拡大

愛知県のほか、関東圏の自動車学校で放映中！

自動車学校のロビーに設置される大型
テレビにて15秒広告を実施。
1日約８万人の若年層利用者に向けて
建築業界という選択肢を伝えます。

看板広告を行うことで閲覧者・目撃者
の記憶に残り、大きな集客効果を見込
めます。

1週間で301万人のリスナーを抱える
ZIP-FMでラジオ広告を実施。
認知拡大を図ります。

ZIP-FM アットFM RadioNEO
NHK-FM CBCラジオ 東海ラジオ

NHK第一 その他の局

全局シェア20～40才 ドライバー聴取状況 ※2019年6月

ZIP-FM
53.0%

計33の自動車学校で実施 計4箇所で実施 ※2019年12月現在

【 設置場所 】
愛知県一宮市北方町・愛知県小牧市三ツ渕西
愛知県春日井市上田楽町・名古屋市緑区中汐田

建築・建設業採用に特化した集客の「戦略」 11



スマホ版 PC版

パワピタのサイトイメージ 12



会員制のサイトではないですが、全体の約20％がリピートユーザーです！

現職人が探しやすいサイト設計 13



現職人が探しやすいサイト設計 14



多枠掲載でターゲットを絞った求人掲載
〜原稿の振り分け一例〜

拠点で分ける ターゲットで分ける

多支店で同時募集可能!
大手媒体よりも安価に

社全体で採用が見込めます!

仕事内容をより
伝わりやすく見やすい
原稿にするため、

職種ごとに設定が可能。

細かなターゲットを設定し、
欲しい人材に向けて訴求。

・未経験
・経験者
・女性
・ミドル
・シニア

職種で分ける

専門サイトならではの求職者マッチング率 15

・本社
・岡崎支店
・名古屋支店
・関西支店
・関東支店

・施工管理
・建設作業員
・電気工
・営業
・事務員

※原稿の修正、発注に関しては掲載規則がございますので、詳細は本誌P.23をご確認ください



他媒体に比べて、
連絡が取れる確率と
面接に来る確立が高いです。

複数応募機能等をつけていないため
志望度が高いユーザーが多い傾向にあります。

いつでも原稿変更できるし、
契約枠数の中で拠点や職種まで
変えられるのがGood！

日々の採用状況に柔軟に対応をさせていただく
ことで、最大の価値を提供をさせていただくこ
とを心がけております。

年間掲載がとにかくお得で、
安くなった分他媒体も利用し、
年間採用数が3倍になりました。

長期×多枠掲載で、多くのメリットを出してい
る媒体です。今後も長期×多枠掲載にこだわっ
ていきます。

※「パワピタ顧客満足度調査」2020年10月実施データより

お客様アンケート結果をご覧ください。（良いお声）

お客様アンケートを一部公開

愛知県
O社

愛知県
L社

愛知県
N社
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他社に条件負けすると、
なかなか応募獲得が難しいです。

ネット媒体なので50,60代の
ベテランから応募が来ない
イメージがあります。

1週間などの短期掲載が
できないことが
少し使いにくさを感じます。

※「パワピタ顧客満足度調査」2020年10月実施データより

お客様アンケート結果をご覧ください。（良くないお声）

お客様アンケートを一部公開

愛知県
K社

愛知県
L社

愛知県
N社

条件以外の貴社の特徴を重点的にヒアリングし必ず求職
者の心を射る原稿を作成いたします。あくまで【定着】
を目的として【採用活動】を行っていきます。

20,30,40代からの応募が全体の8割となります。
若年層を取り込み、世代交代の一環としてパワピタを
ご利用して下さい。

採用市場では、短期でまとまった応募を獲得すること
が非常に難しく、短期掲載がお客様にとって不利益を
生むケースが非常に多いため、今後も週刊での短期掲
載は行いません。
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パワピタ編集部より
「採用成功のポイントとは!?」

長期掲載
×

複数枠
×

複数媒体掲載
（予算は増やさなくてOK）
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長期掲載の重要性
（採用したくても、時間がかかります。）

「人が欲しい！」となってから求人広告発注では遅い！！
・「採用ホームページ」を徹底的に強化する
・ 通年で利用できる（長期掲載）求人広告サイトを使用する。
比較的、採用が上手な会社は上記戦略を実施しているところが多い。

72日

長期掲載×掲載枠×複数媒体掲載

求人をかけてから、勤務に至るまでの平均日数です。
出展：https://www.bruru.jp/recruiter.html

19



求人を出し続けることが採用成功のカギ

長期掲載×掲載枠×複数媒体掲載

長期掲載の重要性
常に面接ができる環境を

作ることで好循環が生まれる！

悪循環で生まれる様々なリスク
スタッフ不足で十分な仕事を断っている

スタッフの残業代が増える
既存スタッフに負担がかかり過ぎている

20



複数枠×複数媒体掲載の重要性
（予算は変えなくても、年間発注やチケット発注で単月当たりの費用を劇的に落とすことができます）

★2018年（大手媒体Aのみ使用） ★2019年（中堅媒体B+中堅媒体C＋職種特化型サイト使用）

・採用費用を変えずに、面接数・採用数をアップできた。
・専門サイトを使用することで、経験の長い方を採用できている。

採用担当者様の声

年月 面接人数 採用人数 媒体費用 使用媒体 年月 面接人数 採用人数 媒体費用 使用媒体

2018年4月 4 1 ¥400,000 媒体A 2019年4月 8 2 ¥200,000 媒体B＋媒体C＋業種種特化型サイト

2018年5月 0 0 ¥0 2019年5月 1 0 ¥150,000 媒体B＋業種特化型サイト

2018年6月 4 1 ¥400,000 媒体A 2019年6月 2 1 ¥54,000 業種特化型サイト

2018年7月 0 0 ¥0 2019年7月 1 1 ¥150,000 媒体B＋業種特化型サイト

2018年8月 0 0 ¥0 2019年8月 2 1 ¥54,000 業種特化型サイト

2018年9月 0 0 ¥0 2019年9月 4 1 ¥150,000 媒体B＋業種特化型サイト

2018年10月 4 1 ¥400,000 媒体A 2019年10月 10 3 ¥200,000 媒体B＋媒体C＋業種特化型サイト

2018年11月 0 0 ¥0 2019年11月 2 1 ¥150,000 媒体B＋業種特化型サイト

2018年12月 0 0 ¥0 2019年12月 1 1 ¥54,000 業種特化型サイト

2019年1月 0 0 ¥0 2020年1月 2 0 ¥54,000 業種特化型サイト

2019年2月 4 1 ¥0 2020年2月 2 1 ¥150,000 媒体B＋業種特化型サイト

2019年3月 4 1 ¥400,000 媒体A 2020年3月 9 3 ¥200,000 媒体B＋媒体C＋業種特化型サイト

合計 20 5 ¥1,600,000 合計 44 15 ¥1,566,000

長期掲載×掲載枠×複数媒体掲載 21



6回 無制限 12回 無制限

1枠 450,000 540,000 600,000 720,000

2枠 630,000 756,000 900,000 1,080,000

3枠 756,000 907,200 1,080,000 1,296,000

4枠 924,000 1,108,800 1,320,000 1,584,000

5枠 1,050,000 1,260,000 1,500,000 1,800,000

枠数

24週 52週

通常掲載料金

リニューアル回数

22料金について

※「5枠以上」のプランも対応可能です。詳しくは営業担当までお問合せください。

職種軸 1 勤務地 1 写真 6枚 基本情報 〇

応募情報 〇 原稿変更 〇 写真変更 〇

掲載プラン(全プラン共通)

※表示価格は全て税抜きです
※お客様都合による契約期間中のサービス停止は致しかねます

訪問取材費 15,000 訪問取材費 15,000

オンライン
取材費 0

取材料金(1時間あたりの料金)


Sheet1

		通常掲載料金 ツウジョウ ケイサイ リョウキン

		枠数 ワク スウ		24週 シュウ				52週 シュウ

				リニューアル回数 カイスウ

				6回 カイ		無制限 ムセイゲン		12回 カイ		無制限 ムセイゲン

		1枠 ワク		450,000		540,000		600,000		720,000

		2枠 ワク		630,000		756,000		900,000		1,080,000

		3枠 ワク		756,000		907,200		1,080,000		1,296,000

		4枠 ワク		924,000		1,108,800		1,320,000		1,584,000

		5枠 ワク		1,050,000		1,260,000		1,500,000		1,800,000






Sheet1

		掲載プラン(全プラン共通) ケイサイ ゼン キョウツウ

		職種軸 ショクシュ ジク		1		勤務地 キンムチ		1		写真 シャシン		6枚 マイ		基本情報 キホン ジョウホウ		〇

		応募情報 オウボ ジョウホウ		〇		原稿変更 ゲンコウ ヘンコウ		〇		写真変更 シャシン ヘンコウ		〇




















Sheet1

		取材料金(1時間あたりの料金) シュザイ リョウキン ジカン リョウキン

		訪問取材費 ホウモン シュザイヒ		15,000		訪問取材費 ホウモン シュザイヒ		15,000

		オンライン
取材費 シュザイヒ		0

























23原稿制作について 〜新規原稿作成とリニューアルについて〜

お申込み 電話
ヒアリング 原稿制作 原稿校正 掲載開始 フォロー

改善

❶ A支店(解体工)
❷ B支店(解体工)

リニューアル無制限のメリット 掲載期間中であればエリアや職種、雇用形態など採用戦略に
合わせて、何回でも原稿の変更が可能！

例えば2枠掲載の場合…

❶ A支店(重機オペ)
❷ B支店(重機オペ)

❶ D支店(解体工)
❷ E支店(施工管理)

A支店(重機オペ)と
B支店(重機オペ)も充足。

空枠で他エリアや
施工管理の

募集をかけよう！

A支店(解体工)と
B支店(解体工)が充足。
空枠で他の職種の
募集をかけよう！

例）52週2枠を契約し、配管工2原稿を掲載中だが、
施工管理と事務員に変更する場合、1リニューアルとなります。
※1発注での原稿数の制限はございません。

▼リニューアルの回数について
検索軸の変更を伴う原稿の修正で1回のカウントとなります。

▼原稿修正について
文字、数字、写真などの検索軸の変更を伴わない原稿修正や、
同じ職種でのターゲット変更を指します。
例1）配管工募集で未経験者向けから経験者向けに原稿変更する場合。
例2）月給300,000円を400,000円に変更。メイン画像の差し替えなど。

検索軸の変更を伴う原稿の修正。ここでいう検索軸とは、
「職種」「エリア」「輸送品目」「雇用形態」の変更を
指します。※上記以外の検索軸の変更を伴わない
修正はリニューアルには入りません。

リニューアル（原稿発注）とは



パワピタ 検索

ぶっちゃけですが…この価格であればご掲載いただいたほうが良いと思います…

株式会社オーサムエージェント
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目20番25号 広小路YMDビル3F

TEL:052-990-2293
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