
■SWITCH Webサイトのみに掲載の場合

※Web掲載時期について・・・入金が確認され、Web掲載に必要な素材を支給していただいた後、原則3営業日以内に掲載いたします。

※必要素材 ①記入シート(別紙にご記入ください）

②画像：3点まで（解像度72dpi／長辺1000pix推奨／形式：JPEG／カラーモードRGB）

■Web + コマーシャル・フォト誌に掲載の場合

コマーシャルフォト誌

■スペース申込締切＝発行前月10日

■原稿締切＝発行前月18日

※web掲載時期＝入金が確認され、Web掲載に必要な素材を支給していただいた後、本の掲載よりも先行して、原則3営業日以内に掲載いたします。

【注意事項】

web+コマーシャル・フォト誌での掲載をお申し込みいただいた場合、webで先行して求人情報を公開しますが、それによりコマーシャル・フォト誌掲載前

に採用が確定しても、コマーシャル・フォト誌への掲載はキャンセル出来ません。

予めご了承ください。

求人原稿制作時のご注意

★求人広告は､一般広告とは表現・体裁ともに性格を異にしていますので､以下の項目を何らかの形で表示して下さい。

①会社及び業務（仕事）の内容　②募集人員　③応募資格　④勤務時間　⑤勤務地　⑥給与及び待遇　⑦応募方法

★次の表現は法律で禁止されています。（特例事由を除く）  ①男女の性別表示　②年齢制限の表示

掲載料金前払いシステム

★入金が確認された時点で正式申込とさせていただきます。

　●みずほ銀行九段支店　当座預金№9335　　 　　　　（株）サロンエージェンシー
　●三菱東京UFJ銀行神保町支店　当座№1171483　 （株）サロン・エージェンシー
　●三井住友銀行飯田橋支店　当座預金№6550280　（株）サロン・エージェンシー

天地75㎜×左右152㎜

天地152㎜×左右152㎜

天地229㎜×左右152㎜

掲載料金 Web掲載期間

SWITCH Webのみ掲載 100,000円（税別） 2ヶ月間

スペース 掲載料金

SWITCH　Webサイト
最低１ヶ月保証

（掲載開始日は下記参照、終了日は、雑誌の翌月号発売日まで）

CP求人情報 「SWITCH」　料金表　　

　http://switch.genkosha.com/

4枠 160,000円（税別）

1頁（6枠） 200,000円（税別）

Web掲載時期

原稿サイズ

1枠 100､000円（税別）

ヨコ2枠 120,000円（税別）

天地75㎜×左右75㎜
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下記の通り申し込みます。 年 月 日

■お申し込み内容 ①Webのみ

②Web＋コマーシャル・フォト誌　　　　

※どちらかチェックボックスにチェックしてください

■②の【Web + コマーシャル・フォト誌】にお申込みを頂いた方のみ、コマーシャル・フォト誌の掲載月号とスペースを記載ください

【注意事項】

※ 求人広告の掲載料のお支払いは、前金となります。

※ web+コマーシャル・フォト誌での掲載をお申し込みいただいた場合、webで先行して求人情報を公開しますが、それにより

コマーシャル・フォト誌掲載前に採用が確定しても、コマーシャル・フォト誌への掲載はキャンセル出来ません。

予めご了承ください。

★貴社登録

　№

　フ　リ　ガ　ナ 　フ　リ　ガ　ナ 　貴社の業種（業務内容）：

 担当部署名：  担当者名：

　会社名：

スペース 掲　載　料　金

〔　　　　　　　　　　　　　　　　発売号） 〔　　　　　　　　　　　　　　円〕(税別)

　　フ　リ　ガ　ナ

　TEL： 　FAX：

　住所：〒

　取引金融機関：　　　　　　　　　　　　銀行・金庫／　　　　　　　　　　　　支店／口座名：

（株）サロン・エージェンシー　担当：

　URL：　http://

　E-mail：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

CP求人情報 「SWITCH」 掲載申込書　　

　http://switch.genkosha.com/

　〔　　　　〕  枠

　〔　　　　〕　頁

金額：　　　　　　　　　　　　　　　　円（税別） 　　　お支払い予定日（振込予定日）：　　　　　　　　月　　　　　　日

月号／発売月

↓お申込後、速やかにご入金ください（前金）	

←この欄は記入不要	



★ ■お申し込み内容 ①Webのみ

②Web＋コマーシャル・フォト誌 コマーシャル ・フォト　　　　　　　　　　　　　　　　　　発売号

※どちらかチェックボックスにチェックしてください

①アートディレクター ⑥コピーライター ⑪ビデオカメラマン ⑯事務職

②グラフィックデザイナー ⑦フォトグラファー ⑫Weｂデザイナー ⑰その他

③プロデューサー ⑧フォトグラファーアシスタント ⑬スタイリスト 【　　　　　　　　　　　　　　　　　】

④CMプランナー ⑨スタジオアシスタント ⑭ヘア＆メイク

⑤プロダクション・マネージャー ⑩レタッチャー ⑮営業

①正社員　 ②契約社員　 ③その他

　〒　　　　　　－

※別途画像データを3点（解像度72dpi／長辺1000pix推奨／形式：JPEG／カラーモードRGB）ご用意し、メールにてお送りください。

（株）サロン・エージェンシー　　

Phone：03-3264-8477　　　E-mai :　switch@genkosha.co.jp

URL http://

備考欄
弊社担当

E-mail ※求人募集欄掲載用

 ★給与・待遇

 ★応募方法

   応募締切

　★　住　所

 ★電話番号

   勤務時間

 ★業務内容

    又はPR

（100字程度）

 ★応募資格

 ★雇用形態

 ★勤務地

職種番号（　　　　　　　　　　　　　　　　）　

キャッチコピー

★（社名も含め
40文字以内）

　※下記の中から求人を募集される職種の番号をお選び下さい(複数可)

 ★募集職種

求人web 「SWITCH」 記入シート　　

　※別紙の「記入例」をご参照の上、ご記入ください。★印のある項目は必ずご記入ください。

　★　社　名

フリガナ フリガナ

担当者：

　※このPDFファイルは、Acrobat Reader 8以降かAcrobat Proをお使い頂ければ、フォームに文字入力して保存することが可能です。



★ ■お申し込み内容        ①Webのみ

　　　　　　　　　　　　　　　②Web＋コマーシャル・フォト誌　　　　コマーシャル  フォト〔　　　　   〕月号（　  　  　月　　  　 日)

　　　　　　　　　　　　　　　申し込み番号（　①　　　）　　　　※上記の中からお申し込み内容の番号を記載下さい

✔ ①アートディレクター ⑥コピーライター ⑪ビデオカメラマン ⑯事務職

②グラフィックデザイナー ⑦フォトグラファー ⑫Weｂデザイナー ⑰その他

③プロデューサー ✔ ⑧フォトグラファーアシスタント ⑬スタイリスト

④CMプランナー ⑨スタジオアシスタント ⑭ヘア＆メイク

⑤プロダクション・マネージャー ⑩レタッチャー ⑮営業

22歳基本給215，000円（実績）。ただし、試用期間3ヶ月有り。試用期間中の給与は別途規定。

賞与（年2回）、社保完、通勤手当有り。

週休2日制。年末年始休暇、夏期休暇、有給休暇制度有り

　〒　　１０２　‐　００７２

※別途画像データを3点（解像度72dpi／長辺1000pix推奨／形式：JPEG／カラーモードRGB）をご用意し、メールにてお送りください。

 ★　社　名

【　　　　　　　　　　　　　】

フリガナ ゲンコウコウコクジムショ

　◎求人web「SWITCH」への掲載は､この「記入例」を参照にして、ご記入ください。

求人web 「SWITCH」 記入シート　　
　★印のある項目は必ずご記入ください。

フリガナ ヤマダ イチロウ

　※下記の中から選択し、求人を募集される職種の番号を記載下さい(複数可)

職種番号（　　　　　　　　　　　　　　　　）　

写真と映像関連を専門に出版している玄光社の専属広告代理店。『コマーシャル・フォト』、『ビデオSALON』、『フォトテクニックデジタル』な
ど、玄光社で出版している雑誌の広告を取り扱っています。今回、新事業立ち上げに伴い、webデザイナーと、自らが取材・制作が行える
編集者を募集します。

 ★業務内容

    又はPR

（150字程度）

 ★募集職種

（株）玄光広告事務所 担当者： 山田一郎

キャッチコピー

写真と映像の専門出版社玄光社の専属広告代理店、玄光広告事務所★（社名も含め
40文字以内）

 ★応募方法
履歴書（写真貼付）、職務経歴書、これまでに手掛けた仕事のサンプル（コピー可、返却不可）を、人事部：山田宛で郵送。書類選考の上、
面接。

 ★応募資格 経験者優遇

 ★雇用形態
①正社員　　　　　②契約社員　　　　　③その他

雇用形態番号（　　　　①　　　）

 ★勤務地 千代田区　飯田橋

  勤務時間 9:30~17:30

 ★ 給与・待遇

応募締切 　2014年10月31日必着

 ★住　所
東京都千代田区飯田橋４‐１‐５　

 ★電話番号 03‐3264‐8477

（株）サロン・エージェンシー　　

Phone：03-3264-8477　　　E-mai :　switch@genkosha.co.jp

E-mail cpq＠genkosha.co.jp

URL http://www.genkosha.com/

備考欄
※以下のような場合は､この欄に記入してください。
①勤務地が複数ある場合
②上記記入欄に該当しない特記事項がある場合

弊社担当
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