
事務局使用欄

TACキャリアナビお申し込みの手順

TACプロフェッションバンク行き FAX：03-3518-6776 E-mail：tacnavi@tac-school.co.jp 
※下記必要事項をご記入の上、FAXもしくはPDFファイルを添付したメールにてご送信ください。

TACキャリアナビ 申込書 有効期限：����年��月�日（木）

TACキャリアナビ利用規約ならびに求人広告表記ガイドラインを理解した上で申し込みます。

申込日　　　　　年　　　月　　　日2022

お客様番号

※こちらの社名で請求書を発行いたします。

※こちらのご担当者様宛てに請求書を発送いたします。

※上記と異なる場合のみご記入ください。フリガナ

〒　　　　−　　　　　

貴社名 代表者名

TEL

FAX

広告掲載社名

所在地

ご担当者名

ご担当者
E-mail

STEP-�

https://tacnavi.com/kyujin/
co/#NewCompanyEntryか
ら企業登録をしてください。

STEP-�

3営業日以内に企業IDとパ
スワードをお送りします。

STEP-�
企業IDとパスワードを使っ
てログインし、求人内容を
入力してください（タイム
アウトにご注意ください）。

STEP-�

申込書をファクスもしくは
メールに添付してお送り
ください。

STEP-�

求人内容を確認後、求人広
告をアップします（毎週火
曜・金曜）。

お客様の個人情報は、お申込内容の管理・請求・お問合せ対応および弊社からの情報提供および関連するサービスの提供に利用いたします。詳細はTACキャリア
ナビ「採用ご担当者様はこちら」（https://tacnavi.com/customer/）の「個人情報の取り扱いについて」をご参照いただき、同意のうえお申込願います。

CR JI AF FC

求人票No.

※過去にTACキャリアナビをご利用いただいたことがあるお客様はSTEP-3からの手順となります。
　企業IDとパスワードがご不明の際は、お問い合わせください。　

2022年10月21日（金）から2022年12月13日（火）までに掲載を開始した広告がキャンペーン対象です。

4週間 年　　月　　日2022
2022年10月18日（火）
～12月8日（木）

期間限定特別キャンペーン

￥132,000

掲載可能求人票 料 金（��％税込）掲載期間 掲載開始希望日 申込期間

求人情報

備　考

掲載開始日（更新日）は、火曜・金曜（祝祭日を除く）です。
※申込期限：掲載開始希望日の�営業日前ご希望の期間に○をしてください。

8週間 年　　月　　日2022
2枚まで※2

￥165,000

12週間 年　　月　　日2022 2022年10月18日（火）
～12月8日（木）2枚まで※2 ￥198,000

【お申込み前にご確認ください】
※企業IDをお持ちのお客様は、3営業日前までにお申込みください。
※TACキャリアナビ掲載の求人情報は資格の学校TAC各校舎にて、無料特典として、校内掲示もしくはファイリングします。勤務地域により、掲示・ファイリングする校舎
が異なります。勤務地域以外のエリアへ掲示希望の際は、ご相談ください。

※過去にTACキャリアナビをご利用いただいたことがあるお客様は、STEP-3からの手順となります。企業IDとパスワードがご不明の際は、お問い合わせください。
※請求書は、掲載開始月の翌月上旬に郵送いたします。掲載開始月の翌日末日までに指定口座へお振込みください。振込手数料は貴社にてご負担ください。
※以下に該当する場合には別途プランがございます。詳細はお問い合わせください。
 • 法律系、不動産系資格の求人
 • 勤務地が東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県以外の求人

※1 キャンペーン期間中において4週間・8週間掲載終了後、＋1クール（4週間）継続して掲載される際は、オプション価格（55,000円）でお申込みいただけます。
※2 求人票2枚（2職種）掲載の際は、2枚（2職種）とも、同一期間に限らせていただきます。

�週間掲載・
�週間掲載は

オプション付き
※1

東 　 京  東京都千代田区神田神保町1-103 東京パークタワー2階 TEL 03-3518-6775
大 　 阪  大阪市北区茶屋町6-20 吉田茶屋町ビル5F TEL 06-6371-5851
名 古 屋  名古屋市中村区則武1-1-7 NEWNO名古屋駅西8F TEL 0120-757-655

※名古屋は登録会場です。

2022.10.21  12.13

有料職業紹介事業 許可番号 13‐ユ‐010678
一般労働者派遣事業 許可番号（派） 13‐010932

求人広告事業
（求人情報サイト・求人情報誌・就職支援イベント）

https://tacnavi.com
tacnavi@tac-school.co.jp

キャンペーン

Web求人広告サイト

ＴＡＣキャリアナビ

期 間 限 定

※ 掲載期間終了後、継続して1クール（4週間）に限り、オプション価格として+55,000円（税込）でお申込可能です。
◆上記期間に掲載を開始した広告がキャンペーン対象です。
◆勤務エリア・募集職種により、別途料金プランをご案内できるケースがございます。詳細はお問い合わせください。
◆裏表紙のお申込書をご記入の上、FAXまたはE-mail添付にてお申込みください。

＼ おすすめ ／

8週間掲載 オプション設定あり※

165,000円（10％税込）

価格は据え置きで8週間掲載を可能
とした、キャリアナビではお馴染みの
スタンダードプラン。キャンペーン開
始直後より掲載しても、税理士試験合
格発表後までカバーしている、おすす
めのプランです。

＼ お試しに ／

4週間掲載 オプション設定あり※

132,000円（10％税込）

通常価格 165,000 円の 4 週間
掲載をキャンペーン特別価格でご
提供致します。掲載期間終了後、
+4 週間継続して掲載される際は、
オプション価格適用※で追加申込可
能です。

＼ じっくり ／

12週間掲載
198,000円（10％税込）

1ヶ月単位でのお値段は3プラン中、
最も安価な 66,000 円 / 月！当プラ
ンで掲載を始めると、年明けまで約
3ヶ月間、掲載可能です。この機会
にじっくりと時間を掛けて掲載してみ
てはいかがでしょうか。

求人広告サービス（Web広告サイト＆TAC校内掲示）を低価格でご提供！

今年の税理士試験の
合格発表は、11月30日（水）
税理士受験生が就職・転職を考える
この時期は採用のチャンスです！



求人広告サービス

https://tacnavi.
com/kyujin/

ＴＡＣキャリアナビ ＴＡＣ校内掲示

＆
校舎内の求人情報コーナーに掲示いたします。
※校舎により掲示できるスペースが異なるため「必ず○○校に掲示する」などの
お約束はいたしかねます。なお、掲示できない求人票は校舎にてファイリングい
たします。勤務場所により掲示・ファイリングする校舎が異なりますので、予め
ご了承ください。

日商簿記2級以上の資格保有者が
約70％以上登録している求人広告サービス。

しかも、46％が20代～30代です。

当社の求人広告は、会計事務所や企業の管理部門で就労中の方に加えて、資格の学校TACで会計・法
律・不動産分野を学習している方へ向けて発信します。スカウト希望者に対しては、Web上でのアプロー
チやメッセージのやりとりが可能です。

登 録 人 材 デ ー タ 全登録者数：22,267名（2021年12月31日時点）

 登録者の保有資格（合格科目） ※有効回答数：13,379（複数回答含む）  年齢構成 ※有効回答数：21,038
日商簿記2級

日商簿記1級

518名

全経上級

2,978名
3,006名

698名
245名
335名
878名

1,680名
77,,671671名名

514名

税理士（5科目）

簿記論

財務諸表論

法人税法

所得税法

相続税法

消費税法
※2021年12月31日時点の登録者総数であり、

現在就職活動中の登録者数とは異なります。

20代以下20代以下
  5  5%%50代以上

15%

40代
39%

30代
41%
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