
Torunavi
ページ修正編 

      



�2

システム上での修正C-01

01 修正を行いたい求人ページの「編集」を選択します。 

動作

確認 対象の求人ページを閲覧することが出来ます

編集 求人ページの内容を編集することが出来ます

保留
対象の求人の公開を中止いたします。 
保留中は「保留解除」に変更されます。再度、公開したい場合は 
「保留解除」を選択することで再公開されます。

削除 対象の求人を削除いたします
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システム上での修正C-01

02 求人ページの編集が可能です。編集する項目を選択します。 
     各項目は直接入力にて変更いたします。 

B：公開開始日・公開期限

C：求人タイトル

D：仕事内容の 
　  アピールコメント

E：アピールアイコン

F：採用キャッチフレーズ

G：採用アピールポイント

H：会社・事務所・職種 
      のアピール

I：仕事内容

J：応募後の流れ

A：管理用メモ
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列 項目 詳細

A 管理用メモ 管理者が自由にメモを記載出来る欄です。 
記載した内容は求人に表示されません。

B

公開開始日
募集開始日を特別に設定する場合に記載します。 
指定がない場合はアップロード日となります。 
指定する場合は、 2020-01-01 と記載します。

公開期限
募集終了日を特別に設定する場合に記載します。 
指定がない場合は、アップロード日の100年後と 
なります。指定する場合は、 2020-01-01 と記載しま
す。

C 求人タイトル

ページのトップに表示される重要ワードです。 
Torunaviでは、「職種名」と同じとすることを推奨して
います。このタイトルに （未経験者歓迎） や ＜研修充実
＞ といった枕詞を付け加えることも可能です。

D
仕事内容の 
アピール 
コメント

上部の写真右側に記載される文章となります。 
ページの上部にまず表示される文となりますので、 
その求人に関する概要を含めたアピール文を記載しま
す。

E アピール 
アイコン

「非常勤,正社員,アルバイト,正社員登用あり,」など、 
その求人に関わるキーワードをアイコンとして表示させ
ることができます。ツール編「T-02 アピールアイコン作
成ツール」で説明するツールを使うとスピーディーに、 
アピールアイコンを作成することができます。

F 採用キャッチ 
フレーズ

３０文字以内で、キャッチフレーズを設定します。

G 採用アピール 
ポイント

15文字以内のアピール文面を３つ設定します。

システム上での修正C-01

02 求人ページの編集が可能です。編集する項目を選択します。 
     各項目は直接入力にて変更いたします。 
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列 項目 詳細

H
会社・ 

事務所・職種
のアピール

募集要項下のPointの欄に記載されます。 
Torunaviでは、会社情報を記載することを 
推奨しています。

I 仕事内容
最大３つまで、仕事内容について記載します。 
空白にした場合にはその行は表示されません。 
（最低１行は記載してください）

J 募集後の流れ
募集後の流れについて記載します。 
ページ一番下に表示されます。

システム上での修正C-01

02 求人ページの編集が可能です。編集する項目を選択します。 
     各項目は直接入力にて変更いたします。 



03 募集要項の編集が可能です。編集する項目を選択してください。 
     各項目は直接入力にて変更いたします。 
     また、掲載をしない場合は、ページ右側のチェックボックスの 
　  チェックを外すことで変更可能です。 
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システム上での修正C-01



L：最寄駅
M：市区町村
N：都道府県

04 Indeed用設定項目の編集が可能です。 
     こちらはIndeed検索時に利用される項目です。 
　  求人ページには表示されません。 
     各項目は直接入力により変更いたします。 
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システム上での修正C-01

列 項目 詳細

K
求人を 

特定する 
ためのID

こちらは利用いたしません。

L 最寄駅 特別な理由がない限り、募集要項におけるアクセスと 
同じ情報を記載します。

M 市区町村 特別な理由がない限り、募集要項における勤務地の 
市区町村名、都道府県名を記載します。N 都道府県

O 求人詳細
検索に有効となりそうなキーワードを盛り込んだ 
募集情報を記載します。

O：検索キーワード

K：求人を特定するためのID



P：保有資格

R：応募フォーム 
      送信先メールアドレス

S：自動返信 
　   メール内容

Q：自由記述タイプ①②③

05 応募フォームの編集が可能です。 
     各項目、「必須」「必要」「不要」のどれかを選択します。 

※「必須」･･･入力をしないと応募が出来ない 
  「必要」･･･表示されるが、未入力でも応募が出来る 
  「不要」･･･表示されない
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システム上での修正C-01



05 応募フォームの編集が可能です。 
　  下記の項目は直接入力にて変更いたします。 
     また、「保有資格」は掲載不要な場合、右側のチェックボックスにて 
　  非表示に変更することが可能です。
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システム上での修正C-01

列 項目 詳細

P 保有資格

資格を確認したい場合に、利用します。 
例えば、「普通運転免許」「大型運転免許」の有無につ
いて確認したい場合は、「普通運転免許,大型運転免許」
と , （カンマ）区切りで記載します。 
保有資格を確認しない場合は、空欄にします。

Q
自由記述 
タイプ 
①②③

設定されている項目以外に独自の応募フォームを用意す
る場合に、利用します。 
回答時の記入方式より利用する欄が変わります。 

①自由記述タイプ①(単行用) 
　記述式の応募フォームです。 
　単行で回答可能な内容の場合に利用します。 

②自由記述タイプ②(複数行用) 
　記述式の応募フォームです。 
　回答に複数行必要な内容の場合に利用します。 

③自由記述タイプ③(チェック式用) 
　チェック式の応募フォームです。 
　こちらで回答を用意し、チェックのみで回答 
　してもらう場合に利用します。 
　また、複数の質問を用意することが可能です。 
　例えば、「接客業経験有り」「営業職経験有り」 
　など複数の回答を求める場合は、 
　「接客業経験有り,営業職経験有り」と  
　, （カンマ）区切りで記載します。 
　



05 応募フォームの編集が可能です。 
　  下記の項目は直接入力にて変更いたします。 
     また、「保有資格」は掲載不要な場合、右側のチェックボックスにて 
　  非表示に変更することが可能です。
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システム上での修正C-01

列 項目 詳細

R
送信先 
メール 

アドレス

応募があった際に、連絡が届くメールアドレスを設定し
ます。複数のメールアドレスを設定する場合は、 , （カン
マ）区切りで記載します。

S
応募自動返信
メール内容

応募があった際に、応募者が送る自動返信メール文例を
記載します。例えば、以下のような文面となります。 
 
＜文例＞ 
この度は当社にご応募いただき誠にありがとうございま
した。 
改めて担当者よりご連絡をさせていただきます。 
しばらくお待ち頂きますよう、お願い致します。 

３日経過してご連絡がない場合は大変恐れ入りますが、 
本メールにご返信頂ければ幸いです。



06 掲載する画像を選択することが可能です。 
     こちらで選択可能な画像は既にアプロード済みの画像のみとなります。 
　  画像の詳細・アップロード方法は「N-02」をご覧ください。
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システム上での修正C-01

07 「Save」を押すことで修正した内容が反映されます。



Torunavi
ページ修正 
 (Excel利用)
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Excelページ作成N-01

01 トップページの右上「読み込み用テンプレートダウンロード」  
　 ボタンを押して、フォーマットをダウンロードします。． 
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Excelページ作成N-01

02　ダウンロードしたExcelを開いてシートを完成させます。  
　　まず、１〜４行目の「会社情報」を打ちます。  
　　会社情報には、以下の４つの項目があります。

項目 詳細

ID 会社ごとに自動で割り振られる数字です。 
新規作成の場合は 空欄 にしておきます。

社名
会社名を記載します。 
ここでの表記がHPにも記載されますので、 
間違いがないようにします。

プレフィックス

会社ごとに異なる値を設定します。これは、
ページURLの末尾（https://jobnavi.jp/r/
✗✗✗）に利用されますので、アルファベッ
トと数字、ハイフン(-)、アンダーバー（_）
で設定します。新規でアップロードする際
に、既存のプレフィックスがあった場合に
は、エラーとなります。

ホームページリンク
その会社の保有するホームページリンクを記
載します。ホームページがない場合は空欄と
します。



�15

Excelページ作成N-01

03　続いて、5行目以降の求人一覧を作成します。  
　　求人一覧は、以下の通り項目が多く、横長のシートとなります。 

　　① A列〜O列 までの募集内容  
　　　 会社の情報や、仕事内容などを記載します。　　 

　　② P列〜AU列 までの募集要項  
　　　 給料条件や福利厚生など、募集条件・概要を記載します。 

　　③ AV列〜AY列 までの動画用設定項目  
　　　YouTubeにアップロードされている動画を掲載する場合に  
　　　URLなどを記載します。 

　　④ AZ列・BA列 の募集期間  
　　　 募集期間をいつ〜いつと設定する場合に使用します。  
　　  
　　⑤ BB列〜BF列 のIndeed用設定項目  
　　　Indeedの検索用の項目です。  
　　　作成するページには表示されません。 

　　⑥ BG列〜CA列の応募フォーム関連情報  
　　　名前、年齢など応募フォームに関わる条件、および  
　　　応募時の連絡先メールアドレス、自動返信文を記載します。　  
 
　　⑦ CB列〜CJ列の画像設定項目  
　　　［N-02］で解説する写真IDを記載します。
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Excelページ作成N-01

① 募集内容 早見表［Excelシートの列、項目、ページ位置］

C：求人タイトル

D：アピールコメント

E：アピールアイコン

F：キャッチフレーズ

G〜I：採用の  
　　　アピールポイント

K：その他

J：会社・事務所  
 　職種のアピール

L~N：仕事内容

O：募集後の流れ　は、後ページ参照。

AV：動画①

AX：動画②
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Excelページ作成N-01

① 募集内容 詳細（募集要項の上に表示される項目）

列 項目 詳細

A ID 求人ごとに自動で割り振られる数字です。 
新規作成の場合は 空欄 にしておきます。

B 管理用メモ
管理者が自由にメモを記載出来る欄です。 
記載した内容は求人に表示されません。

C 求人タイトル

ページのトップに表示される重要ワードです。 
Torunaviでは、「職種名」と同じとすることを推奨して
います。このタイトルに （未経験者歓迎） や ＜研修充実
＞ といった枕詞を付け加えることも可能です。

D アピール 
コメント

上部の写真右側に記載される文章となります。 
ページの上部にまず表示される文となりますので、 
その求人に関する概要を含めたアピール文を記載しま
す。

E アピール 
アイコン

「非常勤,正社員,アルバイト,正社員登用あり,」など、 
その求人に関わるキーワードをアイコンとして表示させ
ることができます。ツール編「T-02 アピールアイコン作
成ツール」で説明するツールを使うとスピーディーに、 
アピールアイコンを作成することができます。

F キャッチ 
フレーズ

３０文字以内で、キャッチフレーズを設定します。

G 
H 
I

採用の 
アピール 
ポイント

15文字以内のアピール文面を３つ設定します。

J その他
その他、仕事詳細、先輩の声、仕事スケジュール例 
などを自由に記載します。
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Excelページ作成N-01

① 募集内容 詳細（募集要項の下に表示される項目）

列 項目 詳細

K
会社・ 

事務所・職種
のアピール

募集要項下のPointの欄に記載されます。 
Torunaviでは、会社情報を記載することを推奨していま
す。

L 
M 
N

仕事内容
最大３つまで、仕事内容について記載します。 
空白にした場合にはその行は表示されません。 
（最低１行は記載してください）

O 募集後の流れ
募集後の流れについて記載します。 
ページ一番下に表示されます。

AZ 
BA

動画
最大２つまで、動画を掲載することが出来ます。 
YouTubeにアップロードされている動画のみ、 
掲載可能です。

O：募集後の流れ
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Excelページ作成N-01

② 募集要項 早見表［項目、ページ位置］  
　各項目について、事業所名フラグ の列によって、ON／OFFを  
　切り替えることができます（1は表示、0は非表示）。
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Excelページ作成N-01

③ 動画用設定項目 （AV〜AY）

列 項目 詳細

AV 
AW

動画① 
「その他」

YouTubeにアップロードされている動画を、 
求人広告に掲載したい場合に使用します。 
こちらは「その他」欄に掲載されます。 
YouTubeにて動画がアップロードされているページの 
URLを貼り付け、有効にすることで表示されます。

AX 
AY

動画② 
「会社案内」

YouTubeにアップロードされている動画を、 
求人広告に掲載したい場合に使用します。 
こちらは「会社案内」欄に掲載されます。 
YouTubeにて動画がアップロードされているページの 
URLを貼り付け、有効にすることで表示されます。

④ 募集期間情報

列 項目 詳細

AZ 開始日
募集開始日を特別に設定する場合に記載します。 
指定がない場合はアップロード日となります。 
指定する場合は、 2020-01-01 と記載します。

BA 終了日

募集終了日を特別に設定する場合に記載します。 
指定がない場合は、アップロード日の100年後と 
なります。 
指定する場合は、 2020-01-01 と記載します。
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Excelページ作成N-01

⑤ Indeed用設定項目 

Indeed検索時に利用される項目です。ページには表示されません。

列 項目 詳細

BC 最寄り駅 特別な理由がない限り、募集要項におけるアクセスと 
同じ情報を記載します。

BD 市区町村 特別な理由がない限り、募集要項における勤務地の 
市区町村名、都道府県名を記載します。BE 都道府県

BF 詳細情報
検索に有効となりそうなキーワードを盛り込んだ 
募集除法を記載します。一般には、その他の項目で 
記載したないようをコピーして貼り付けます。
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Excelページ作成N-01

⑥ 応募フォーム関連情報  
　各項目について、表示／非表示を切り替えることができます。  
　また、この欄で、応募時の連絡先メールアドレスや、応募者  
　への自動返信文面を設定します。
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Excelページ作成N-01

⑥ 応募フォーム関連情報 （BA〜BL）  
　各項目について、Excelシートにおいて、0とすると 必須項目に、  
　1 とすると必要項目（表示されるが必須ではない項目）、2とする  
　と表示されない項目となります。（保有資格を除く）

列 項目 詳細

BG お名前
名字と名前を分けない名前入力欄です。 
多くの場合、これは「必須」となります。

BH ふりがな
名字と名前を分けない名前入力欄です。 
お電話の際に呼び方が分からないと困るので、 
「必須」もしくは「必要」とする企業が多いです。

BI 
〜 
BL

性・名 
せい・めい

お名前・ふりがないについて、名字と名前を分ける場合
の名前入力欄です。分けることで入力の手間も増えるの
で、この利用は推奨しません。

BM 
BN

年齢
年齢の項目です。年齢によって応募後のフローが異なる
場合に利用します。１歳単位で知りたい場合は BK欄、 
１０歳単位で知りたい場合はBL欄をご利用ください。

BO 性別 性別により応募後のフローが異なる場合に利用します。

BP 経験
経験について自由記述フォームが表示されます。 
経験により応募後のフローが異なる場合に利用します。

BQ 携帯電話 携帯電話連絡先フォームであり、通常「必須」です。

BR
メール 

アドレス
メールアドレスフォームであり、通常「必須」、 
もしくは「必要」です。
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Excelページ作成N-01

⑥ 応募フォーム関連情報 （BS〜CA）

列 項目 詳細

BS 保有資格

資格を確認したい場合に、利用します。 
例えば、「普通運転免許」「大型運転免許」の有無につ
いて確認したい場合は、「普通運転免許,大型運転免許」
と , （カンマ）区切りで記載します。 
保有資格を確認しない場合は、空欄にします。

BT 
~ 
BY

自由記述 
タイプ 
①②③

設定されている項目以外に独自の応募フォームを用意す
る場合に、利用します。 
回答時の記入方式より利用する列が変わります。 

①自由記述タイプ①(単行用) BT・BU 
　記述式の応募フォームです。 
　単行で回答可能な内容の場合に利用します。 

②自由記述タイプ②(複数行用) BV・BW 
　記述式の応募フォームです。 
　回答に複数行必要な内容の場合に利用します。 

③自由記述タイプ③(チェック式用) BX・BY 
　チェック式の応募フォームです。 
　こちらで回答を用意し、チェックのみで回答 
　してもらう場合に利用します。 
　また、複数の質問を用意することが可能です。 
　例えば、「接客業経験有り」「営業職経験有り」 
　など複数の回答を求める場合は、 
　「接客業経験有り,営業職経験有り」と  
　, （カンマ）区切りで記載します。 
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Excelページ作成N-01

⑥ 応募フォーム関連情報 （BS〜CA）

列 項目 詳細

BZ
送信先 
メール 

アドレス

応募があった際に、連絡が届くメールアドレスを設定し
ます。複数のメールアドレスを設定する場合は、 , （カン
マ）区切りで記載します。

CA
応募自動返信
メール内容

応募があった際に、応募者が送る自動返信メール文例を
記載します。例えば、以下のような文面となります。 
 
＜文例＞ 
この度は当社にご応募いただき誠にありがとうございま
した。 
改めて担当者よりご連絡をさせていただきます。 
しばらくお待ち頂きますよう、お願い致します。 

３日経過してご連絡がない場合は大変恐れ入りますが、 
本メールにご返信頂ければ幸いです。 

社名 
電話連絡先：・・・・・

⑦ 画像設定項目については、［N-02］で解説します。



01「EXCELダウンロード」を押すことで全求人ページの情報が 
　  記載されたEXCELファイルをダウンロードすることが出来ます。 

※「システム上での修正」･･･1つのページを修正するのに向いた方法です 

  「EXCELアップロードでの修正」 
　　･･･複数のページを一括で修正するのに向いた手法です 

※EXCELアップロードで修正を行う場合、修正内容を誤り、  
  全ページが誤った内容になる可能性がございます。 
  02にてEXCELファイルをダウンロードした際に  
  バックアップを残しておくことを強く推奨いたします

�26

EXCELアップロードでの修正C-02



02 ダウンロードしたEXCELを編集します。 
    各求人ページにはIDが振り分けられており、EXCELファイルとも 
    連動しています。修正したい求人のIDと同じ行の内容を 
    変更することで反映されます。 
    各項目(列)の詳細は「N-01」をご覧ください。 
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EXCELアップロードでの修正C-02



03 修正が完了したらEXCELファイルをアップロードし、 
     修正内容を反映させます。 
    「Choose File」を押すとEXCELファイルを選択出来ます。 
    「Upload」を押すとEXCELファイルを読み込み、 
      EXCELファイルにて変更した内容が反映されます。
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EXCELアップロードでの修正C-02



Torunavi
写真アップロード編 
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写真アップロードN-01

01 会社一覧のページ もしくは 求人一覧のページより、  
　「画像管理」ボタンを押します。 
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写真アップロードN-02

02 「ファイル選択」ボタンを押して、画像を選択します。  
　複数の写真をアップロードする場合には、続けて行います。  

03 以下のように、アップロードする写真が表示されたら、  
　「アップロード」ボタンを押します。 
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写真アップロードN-02

04  アップロードされたら、写真IDを確認します。  
　　こIDを、N-01で作成したExcelシートの写真列に記載します。

サイズ制限 優先度 備考

会社ロゴ

2MB

優先 高 アップロードしない場合は社名表記

TOP写真 必須 できる限り、笑顔の人物写真

採用キャッチフレーズ下 優先 高 会社の外観など、TOP写真とは異なる写真

採用イメージ写真 1,2,3 必須
３つの写真が並びます。 
縦横比を揃えるようにしてください。

仕事内容（下） 優先 低

求人情報表（上） 優先 低

各写真の概要は以下となります。  
各写真の表示位置は次ページ参照。
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N-02

会社ロゴ

TOP写真

採用キャチフレーズ（下）

求人情報表（上）

採用イメージ写真  
（左から 1,2,3）

仕事内容（下）

写真アップロード
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N-03 Excelアップロード

01　N-01で作成したExcelシートに、N-02 における写真IDを記載  
　 　したファイルを用意します。 

02　「Choose File」ファイルを押して、用意したファイルを選択  
　　して、「Upload（新規のみ）」を押します。 

　　エラーがない場合アップロードが完了し、新IDが付与されます。

1

03　エラーがない場合アップロードが完了し、新IDが付与されます。

1



Torunavi
会社情報修正編 
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N-04 システム上での修正・確認

01　会社一覧ページにおける「会社概要」ボタンを押します。

02　社名等が違いないことを確認の上で、  
　　「テーマ」 および 「個人情報の取扱」 を変更します

1

1



テーマ１：赤系　　　 テーマ２：青系　　　 テーマ３：緑系

テーマ４：紫系　　　 テーマ５：黄系

�37

N-04 システム上での修正・確認

03　テーマ は、以下に示す配色のパターンであり、特に希望を頂いて  
　　いない場合、その会社のホームページやロゴの色に合わせます。
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N-04 システム上での修正・確認

04　「個人情報の取扱い」については、各社の個人情報保護方針を  
　　頂いて、記載します。個人情報保護方針が特に定まっていない  
　　場合等には、先方確認の上で、こちらから文例を提示します。  
 
　　［個人情報の利用、管理について］（文例）  

　　・当社は、個人情報保護に関する法律、及びその他規範を遵守いたします。  

　　・ご提供いただきました個人情報は、法令の定めのある場合を除いて、事前の同意をいただくこ  

　　　となく、採用活動に関する利用目的以外に使用いたしません。  

　　・当社では、ご提供いただきました個人情報を厳重に管理し、紛失、破壊、漏洩、改ざんなどに  

　　　対し適切な予防措置を講じます。 

05 「個人情報の取扱い」の下、「Indeedのコンバージョントラッキ  
　　ング」はここでは無視して、「＋Save」ボタンを押します。  
　　これは、Indeed上に出稿した後に関係します。

1
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N-04 システム上での修正・確認
06　適切にページが表示されているか、確認します。  
　　求人一覧ページ中央の「求人ページ確認」ボタンを押すと、公開  
　　しているページの一覧ページが表示されます。  
　　「求人ページ確認」の下部に、作成した求人が各行に分かれて  
　　表示されています。各行における右側「確認」ボタンを押すと、  
　　そのページが表示されます。 

07　間違いがあった場合は、修正を行います。  
　　修正は、［C ページ修正 編］ をご覧ください。 

08　諸事情で、ページを公開したくない場合は、該当求人の右側の  
　　「保留」ボタンを押します。保留とすると、ページは残りますが  
　　一覧ページには表示されず、Indeedの広告出稿もされません。 

　

1

1


