
▲2枠

▲1枠

▲3枠

▲4枠

（消費税別途）

リビング求人案内
求人広告掲載料金（1エリアあたり）

東 南種　類 エリア 中 央西 南

2　枠

1　枠

3　枠

30,000円
16,000円

40,000円

35,000円
18,000円

45,000円

30,000円
16,000円

40,000円

（2段1/6）

（1段1/6）

（3段1/6）

4　枠 55,000円60,000円55,000円（2段1/3）

〒604-8141
京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町330 京都リビング新聞社ビル

グループホーム・リビング
☎075・251・1991
中・蛸薬師通高倉上 リビング高倉ビル２F
http://www.kyotoliving.co.jp

H20年3月新規オープン！
仕事▶計画作成担当者
時間▶8:30～17:30
給与▶月給28万円以上 休日：週休2日制
資格▶介護支援専門員

ケアマネージャー

株式会社 京都リビング新聞社
☎075・212・4411 担当：●●（土・日・祝休み）
  京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町330
京都リビング新聞社ビル

仕　事▶広告営業
資　格▶  年齢30歳位まで（大卒以上）、職務

経験不問　
勤務地▶本社
時　間▶9:15～17:45（※残業あり）
給　与▶当社規定に依る
待　遇▶ 昇給・賞与あり、通勤交通費、全

額支給、各種社会保険完備、退職
金制度、報奨金制度あり

休　日▶週休２日制（土・日）
　　　　夏期・年末年始休暇、有給休暇

広告業界経験者歓迎未経験者も丁寧に指導します
広告業界経験者歓迎未経験者も丁寧に指導します

リビング新聞社の社員を募集しています

応　募▶ 履歴書（写真貼付）を下記あてに送
付願います。４月15日（日）必着。

写真・表・地図

株式会社リビングプロシード
京都支社 ☎075・241・2122
京都市中京区東洞院通錦小路上ル元竹田町
647-1 太平ビル4F

「リビング新聞」を配布！
仕事▶ 「リビング新聞」の配布。週に1回、月

に平均3回、木・金曜日に配布
待遇▶業務委託契約
報酬▶ 400部前後の配布で月額平均
　　　12,000円位（部数によります）
募集地域▶下記エリア

【北　　区】  ●●町、●●町、●●町、●●町、
●●町、●●町

【左 京 区】  ●●町、●●町、●●町、●●町、
●●町、●●町

【長岡京市】●●町、●●町、●●町
【宇 治 市】●●町、●●町、●●町

リビングレディ募集

株式会社京都リビング新聞社
☎075・212・4411
 京都市中京区高倉通西六角下ル和久屋町
350　リビング高倉ビル3F

使用ソフト▶  Ａｄｏｂｅ社イラストレータ
ー、インデザインなど

職種▶①グラフィックデザイナー
時間▶9:15～17:45　※残業有
給与▶契約社員／当社給与規定による
職種▶②ＤＴＰオペレーター
時間▶契約社員／9:15～17:45
　　　※残業有
　　　アルバイト／日時相談可
　　　※月火必須
給与▶契約社員／当社給与規定による
　　　アルバイト／時給1200円～

待遇▶①②交通費全支給・社保完・昇給有
①②とも◎週休2日制※休日出勤有（代休・
交代制）◎経験者優遇。契約社員は40歳
位まで（職歴問わず）　詳細面談

〔応募〕履歴書（写貼）に希望職種を記入の
上、下記宛郵送。面接日は追って通知。

リビング新聞・
シティリビング・不動産特
集などの紙面デザイン、
広告制作スタッフ募集！

正社員・アルバイト募集

● 体　　裁　タブロイド判／13段組・基本16ページ建
● 発行部数　489,970部
● 発 行 日　毎週土曜付（金曜日配布）
● 配　　布　無料配布／リビングレディが戸別配布

京都3エリア

489,970部

●リビング京都  西南 152,530
京都市右京区……51,210
京都市南区…………5,680
京都市西京区……41,650
向日市…………… 17,500
長岡京市…………24,330
乙訓郡大山崎町……2,180
京都市伏見区………8,230
設置・その他………1,750

●リビング京都  中央 190,470
京都市北区………30,200
京都市上京区……21,160
京都市中京区……27,050
京都市下京区……17,190
京都市左京区……32,950
京都市南区………17,730
京都市東山区………1,910
京都市山科区……40,170
設置・その他………2,110

●リビング京都  東南 146,970
京都市伏見区……64,720
宇治市……………57,710
城陽市……………21,840
久世郡久御山町……750
設置・その他………1,950

読者の行動パターンを独自調査し、京都を広告効果・効率の高い3つのエリアにわけています。
総部数489,970部は、京都最大、しかも、各家庭に配布しているので確実に読まれています。
読者の行動パターンを独自調査し、京都を広告効果・効率の高い3つのエリアにわけています。
総部数489,970部は、京都最大、しかも、各家庭に配布しているので確実に読まれています。



× 男子のみ女子のみの募集は不可　　× 年齢制限を設けた募集は不可
● 「学生可（または不可）」の表現は可　● 「新規学卒者募集」の表現は可

● 若年者対策の例外として……

　 正社員募集のみ「○○歳まで」の年齢制限可（但し職務経験不問を明記）　
　 ×パート・アルバイト、契約社員の場合は不可

● 高齢者対策の例外として……

　 「60歳以上」の表現は可　×但し上限を設けるのは不可

❶ 職種
具体的にわかりやすく
 （ × 雑務・軽作業の表現は不可）

❷ 勤務時間
24h表記、休日を明記
※週40時間を超えないよう注意

❸ 給与・月給・日給・固定給・時給
確実にもらえる金額を表示
 （ × 平均や給与例は不可）
能力給・歩合給の表現は可

❹ 業種を入れる

❺ 電話番号
東南版は京都市外局番（075）必要
西南版・中央版は任意
携帯電話は固定電話と併記時のみ可
※電話番号は全て赤字で表記

❻ 住所
〒は任意、
住所は市（京都市内は行政区）から記載
最寄りの駅からの表記のみも可
 （ 履歴書郵送の場合は〒と正式住所を明記）

● 風俗業（1号・2号）にあたる業種・職種

● 街の金融業者　● 貸机屋、電話による代行業者等

● 整体院・カイロプラクティック療法の施術所

● 俳優、劇団員、歌手、モデル、モデルを探す人の募集

● 占い師　● 調査、探偵業　● ボランティアの募集

● ホテル、私書箱等が宛先になっているもの

● 出資を条件とする人事募集

● 差別を助長する恐れのある書類を求めるもの
　 （保証人、身上書、戸籍謄本等）

● 15歳未満の募集

原稿表記について

3　枠の場合

業種・職種

内　　容

【使用可能】
使用文字／ 1倍、1.5倍のゴシック
 ※電話番号のみ赤字表記　※文字変形不可
見出部分／ 見出し用文字を使用（左寄せ）　※文字変形不可
数　　字／ 半角数字まで

そ  の  他／ 表・ロゴマーク・地図・二次元コードの使用可
 （写真・イラスト使用可）
　　　　　　※上記は4枠サイズで右スペース内のみ（緑囲み）

【使用不可】
ケ イ 線／ 求人内容と社名の間以外使用不可
囲みケイ／ 使用不可

【使用できる記号】

2019.4
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株式会社京都リビング新聞社
☎075・212・4411
 京都市中京区高倉通西六角下ル和久屋町
350　リビング高倉ビル3F

使用ソフト▶  Ａｄｏｂｅ社イラストレータ
ー、インデザインなど

職種▶①グラフィックデザイナー
時間▶9:15～17:45　※残業有
給与▶契約社員／当社給与規定による
職種▶②ＤＴＰオペレーター
時間▶契約社員／9:15～17:45
　　　※残業有
　　　アルバイト／日時相談可
　　　※月火必須
給与▶契約社員／当社給与規定による
　　　アルバイト／時給1200円～

待遇▶①②交通費全支給・社保完・昇給有
①②とも◎週休2日制※休日出勤有（代休・
交代制）◎経験者優遇。契約社員は40歳
位まで（職歴問わず）　詳細面談

〔応募〕履歴書（写貼）に希望職種を記入の
上、下記宛郵送。面接日は追って通知。

リビング新聞・
シティリビング・不動産特
集などの紙面デザイン、
広告制作スタッフ募集！

正社員・アルバイト募集

株式会社 京都リビング新聞社
☎075・212・4411 担当：●●（土・日・祝休み）
  京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町330
京都リビング新聞社ビル

仕　事▶広告営業
資　格▶  年齢30歳位まで（大卒以上）、職務

経験不問　
勤務地▶本社
時　間▶9:15～17:45（※残業あり）
給　与▶当社規定に依る
待　遇▶ 昇給・賞与あり、通勤交通費、全

額支給、各種社会保険完備、退職
金制度、報奨金制度あり

休　日▶週休２日制（土・日）
　　　　夏期・年末年始休暇、有給休暇

広告業界経験者歓迎未経験者も丁寧に指導します
広告業界経験者歓迎未経験者も丁寧に指導します

リビング新聞社の社員を募集しています

応　募▶ 履歴書（写真貼付）を下記あてに送
付願います。４月15日（日）必着。
書類選考の上面接日時をお知らせ
します。

　　　　（応募書類は返却しません）
宛　先▶〒604－8141
　　　　  京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉

正寺町330
　　　　京都リビング新聞社ビル
　　　　京都リビング新聞社
　　　　営業部採用係

4　枠の場合

リビング求人案内に掲載できないもの

リビング求人案内

半角英数
34文字まで

メールアドレスの表記も可

ホームページ

4枠のみ使用可
※四方に白バ必要
※サイズは読み取り可能で制作時に調整

二次元コード

14文字まで

白抜き見出し
募集職種

12文字まで
（最大4行）

キャッチ

❶
❷

❸

❹

❻
❺

｝


