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掲載費無料の成果課金型アルバイト求人サイト

※本書に記載されている内容は2018年6月時点のものです。仕様・条件は予定なく変更になる場合がございます。

運営元：株式会社インディバル Copyright (C) 2019 Indival, Inc. All Rights Reserved.

ご案内資料
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シフトワークスとは

■サービス開始 2008年9月

■掲載案件数 全国約7万件掲載（2018年12月時点）

■掲載勤務先件数 全国約6万件(2018年12月時点）

■デバイス パソコン・スマホ・アプリ

■募集可能な雇用形態 ・アルバイト

・パート

・派遣社員

・契約社員 ※「正社員」の募集は不可

■URL https://sftworks.jp/

シフトワークスは、初期費用･掲載費無料の成果課金型アルバイト･パー求人サイトです。

勤務地ごと、職種ごと、シフト情報 (曜日･時間帯)等、ニーズやターゲットに合わせた

求人活動が可能です。また、外国人留学生、ミドル･シニア、主婦(夫）、大学生、高校生

向けの専門サイトやアプリも展開。 お客様の課題解決を総合的に支援いたします。

好きな曜日と時間で探すアルバイトサイト



3

シフトワークスの4つの特徴

1 初期・掲載費用が0円！
低リスクでスタートできる求人サイト

「いい人が採用できるまで募集し続けたいけれど、費用がかかる･･･」

「少人数の採用なので求人掲載料金がもったいない･･･」

「募集費用高かったけれど、結局採用できなかった…」

初期費用
無料！

掲載費用
無料！

成果が出るまで

0円＋ ＝

その悩み、シフトワークスにお任せください！

シフトワークスは、成果課金型です。成果があってはじめて料金が発生します。

掲載課金型のように「人がとれないのに無駄なお金がかかった・・」というリスクがなく、気軽に始められます。
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シフトワークスの4つの特徴

2 マッチング精度の高い応募者獲得が期待できます。

シフトワークスは１原稿=１勤務地×１職種+シフト情報 が原則です。

昼間はあまり忙しくないので人員は足り
ているが、夕方から夜にかけてのピーク
時の人手が足りないからそこだけ募集し
たい。

午前中だけ人が足りないから募集したい。
特に、早朝の募集は苦戦中。

平日の昼間に勤務可能な事務が欲しい。
経験豊富で、長く働いてくれる方を希望。

例）Ａ社

学校が終わってから部
活がない日は家の近く
でバリバリ働きたい！

小さな子どもがいるから
時短で働きたい・・

夕飯の準備までには
帰りたい！

企業のニーズ

例）Ｂ社

例）Ｃ社

求職者のニーズ 募集案件を細分化

募集時間によってターゲットを分けることで
条件に合致した方を集めやすくなります。

月曜日は授業が午前
だから長めに働きたい。
できれば学校から
近くが良い。

■職種：フード系ホール

■勤務時間：17～22時、

週3日、1日5時間～

■ターゲット：学校帰りの高校生・大学生

■職種：コンビニレジ

■勤務時間：8～12時

週2日、1日3時間～

■ターゲット：平日午前中勤務可能な主婦

■職種：事務

■勤務時間：10～17時

週3日～、1日3～5時間

■ターゲット：主婦や中高年など、

落ち着いて長く働いてくれる人
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シフトワークスの4つの特徴

3
外国人留学生向け、ミドル･シニア向けの姉妹サイト、
高校生･大学生、主婦(夫)向けアプリ、に「無料/同時」に掲載が可能

ミドル・
シニア世代

外国人
留学生

高校生

大学生

主婦

高校生歓迎・大学生歓迎のアルバイトを

簡単に探せる専用アプリ「シフトワークス高校生」

高校生に人気の飲食店や接客のアルバイトを多数掲載。

【高校生歓迎のバイトだけを厳選】

高校生のためのアルバイト探しアプリです。

少子高齢化に伴う人材不足の中、長期雇用が見込める
中高年やシニア層、主婦層の採用ニーズが高まっています。
『長く、無理なく、働きたい。』というニーズを捉え、
40～60代を対象とした求人情報サイト
『はた楽 求人ナビ』は誕生しました！

訪日外国人の対応や人手不足解消などの理由から、
外国人の方を採用したいという企業様の声が
多くなる中で、シフトワークスの姉妹サイトとして
『ニホンdeバイト』は誕生しました！

また、WEBサイトだけにとどまらず、
欲しい条件に合致した方を膨大な登録会員から
ご紹介することも可能です。

高校生・大学生に特化したアプリ！！

ミドル・シニア世代専門アルバイトサイト

主婦(夫)歓迎のお仕事を

簡単に探せるアプリ「シフトワークス主婦」

忙しい主婦に1日4時間以内のパートの求人も多数あり！

「平日しか働けない！」「昼間しか働けない！」という方にも

ぴったりのお仕事があります。

応募を促す特集ページも常時設置中です。

主婦に特化したアプリ！！

外国人留学生専門アルバイトサイト

＋＋

【シフトワークス】 【シフトワークス】



6

シフトワークスの4つの特徴

4 原稿も費用もコントロール可能です

求人費用のコントロール

原稿１本ごとに、１名単位の応募上限数設定が必須です。
これを上手く利用して、期間(例：１ヶ月)や、店舗ごと、媒体ごとの

求人費用をコントロールすることが可能です。

求人原稿のコントロール

原稿修正・掲載・終了がタイムリーに行えます。
必要なときに必要な原稿を掲載することで、効率的な求人活動が可能です。

掲載期間に制限がありません。掲載「終了」は以下の場合です。

・お客様専用サイトの画面操作による「早期終了」

・応募上限到達による「募集終了」

・原稿作成時に任意設定した掲載終了日到達による「募集終了」
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ここに強い
40歳以上のミドル･シニア世代が積極利用

他のバイト求人サイトと比べても
40歳以上の求職者が積極的に利用しています。
その中でも主婦・主夫層の割合が高いのが現状です。

若年層･学生中心の求人活動から、
ミドル･シニア世代(主婦層･ブランク層)の活用
を行なうことで、応募獲得～採用の難易度が
下がると想定されます。

19歳以下

16%

20～29歳

46%

30～39歳

18%

40歳以上

20%

求人サイトＡ

19歳以下

21%

20～29歳

41%

30～39歳

15%

40歳以上

23%

求人サイトＢ

19歳以下

30%

20～29歳

49%

30～39歳

12%

40歳以上

9%

求人サイトＣ

出典：各サイトがWEB上で発表している資料より抜粋（2017年2月時点）

19歳以下

10%

20～29歳

19%

30～39歳

14%

40歳以上

57%

シフトワークス

主婦・主夫

35%

会社員

19%

無職

17%

フリーター

6%

その他

23%

【40歳以上の女性応募者の属性割合】

■2017年1月～2017年8月の応募者データ

シフトワークスの利用者

他社サイトの年代別データ
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料金プラン 《応募課金プラン》とは

請求について
P,12の「請求・支払いに関して」をご参照ください。

料金発生タイミング
求職者が応募ボタンを押し、お客様管理画面に応募者情報が届いた時点で料金が発生します。

※応募者との連絡可否、応募者の選考結果に関わらず料金が発生いたします。

同一人物からの複数回応募(重複応募）について
同一人物が複数回、お客様の掲載求人に応募する場合があります(重複応募）。

この場合は、請求確定前に所定の方法で申請を行なっていただき、運営元の㈱インディバルが確認・承認した

該当応募分を非課金(請求除外）にいたします。

■運用ルール

毎月25日の翌営業日午前10時までに、㈱インディバルへ申請してください。

対象は前月26日～当月25日までの応募に対する重複応募です。

該当応募者の状態を管理画面上で『重複応募』へ変更後、「応募ID」全てをメールにてお送りください。

※請求確定後(請求書発送後）の、非課金対応は出来かねます。
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料金案内 《応募課金プラン》

料金タイプ 原稿作成パターン
料金

(１応募あたり)

オプション商品

リストトップ
(１応募)

リストアピール
(１応募)

注目ワーク
(１求人掲載)

シンプル

お客様原稿作成 6,000円

3,000円 2,000円

東名阪 1,000円原稿作成代行付 8,000円

スタンダード

お客様原稿作成 10,000円

０円(＊) 0円(＊)

他エリア 200円

原稿作成代行付 12,000円

■応募課金プラン (1応募ごとの料金が発生するプラン)

※記載の料金は全て税別です

■特定職種 応募課金プラン

料金プラン 原稿作成パターン
料金

(１応募あたり)

オプション商品

注目ワーク
(１求人ごと/2週間掲載)

シンプルプラン

お客様原稿作成 16,000円
関東・東海・関西：1,000円

他エリア：200円
原稿作成代行付 18,000円

対象職種(小項目)：●介護・看護 ●看護師/准看護師 ●薬剤師 ●栄養士 ●歯科助手 ●歯科衛生士 ●臨床検査
●その他医療系 ●携帯・スマホ・ネット関連 ●家電・AV・PC関連 ●登録販売者

※スタンダードは、リストトップ･リストアピールの各オプションが予め装着されています
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料金プラン 《採用課金プラン》とは

料金発生タイミング
①上記《採用》の定義に該当する応募者の状態を、｢シフトワークスお客様管理画面｣にて『採用済み』へ

変更した時点で料金が発生します。

②応募後最大60日の間に、応募者の状態を『採用済み』または『不採用』のいずれにも変更せず放置した場合、

採用されたとみなして61日目に『採用済み』へ自動変更された時点で料金が発生します。

採用の定義
シフトワークスにおける「採用」とは、求職者が１日でも勤務(研修を含む)した状態をさします。

利用停止に関する特約について
採用課金プランでは、以下の『利用停止に関する特約』を設けています。

◎6ヶ月間以上連続で原稿掲載且つ ◎その間に20件以上の応募獲得且つ ◎その間の採用済み0件

上記の要件に該当したお客様は、該当した翌月から「採用課金プラン」でのご利用(求人原稿掲載）が出来なくなります。

採用課金プランのご利用をお断りする募集形態
募集の雇用形態が「派遣」「紹介予定派遣」「紹介」「業務委託」の場合は、採用課金プランのご利用は出来かねます。

また、募集雇用形態が「アルバイト」「パート」「契約社員」であっても、応募者を登録スタッフとして確保する事が

明らかな場合、自社データベースへの登録を必要とする人材登録型のお客様は、採用課金プランのご利用はできません。

採用済み後の返金
『採用済み』後は、理由の如何を問わず発生した料金の返金は出来かねます。
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料金案内《採用課金プラン》

料金プラン 原稿作成パターン
料金

(１応募あたり)

オプション商品

リストトップ
(１応募)

リストアピール
(１応募)

注目ワーク
(１求人掲載)

通常プラン お客様原稿作成 50,000円

3,000円 2,000円

東京
東海
関西

1,000円

原稿作成代行付プラン 原稿作成代行付 54,000円 他エリア 200円

■採用課金プラン (1採用ごとの料金が発生するプラン)

※記載の料金は全て税別です

■特定職種 採用課金プラン

●介護・看護 ●看護師/准看護師 ●薬剤師 ●栄養士 ●歯科助手 ●歯科衛生士 ●臨床検査
●その他医療系 ●携帯・スマホ・ネット関連 ●家電・AV・PC関連 ●登録販売者

対象職種(小項目)：

料金プラン 原稿作成パターン
料金

(１応募あたり)

オプション商品

注目ワーク
(１求人ごと/2週間掲載)

シンプルプラン

お客様原稿作成 130,000円
関東・東海・関西：1,000円

他エリア：200円
原稿作成代行付 134,000円
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オプション商品料金表

■オプション商品一覧

露出度UPツール 広告商品

商品名 リストトップ リストアピール 注目ワーク テキスト広告 特集ページPR枠
ロゴ広告

(PICKUP企業枠)

期間

料金

条件

１応募

3,000円

１応募

2,000円

１求人あたり

関東・東海・関西

1,000円

それ以外のエリア

２００円

※公開後２週間有効

１週間

50,000円

２週間

90,000円

※毎週火・木更新

２週間

80,000円

１ヶ月

100,000円

概要 求人一覧のトップに表示されます。

求人一覧上で

アイコンや色がつき

目立ちます。

シフトワークス内の

トップページや求人一覧で、

注目WORKつきの求人を

特別表示します。

クリックすると求人に

直リンクします。

シフトワークストッ

プページの中心部に

特集ページを表示。

その特集ページ内に

貴社ロゴ＆キャッチ

コピーを表示。

シフトワークス

トップ画面の

中心部に

貴社ロゴ＆キャッチ

コピーを表示

備考

原稿作成画面の「有料タグ」から

随時ご利用可能です。

採用の有無に関わらず

応募時点に課金となります。

原稿作成画面の

「有料タグ」から

随時ご利用可能です。

応募時点に課金

となります。

事前のお申込みが必要です。

スケジュールは別途営業にご確認ください。
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お支払いと請求について

締めとお支払い
毎月25日締め翌月末日払い

前月26日～当月25日を１ヶ月とし、

この期間で発生した料金を請求対象として集計します。

毎月25日の翌々営業日に請求書を発行(発送) ⇒ お支払い期日は翌日末日です。

請求について
請求書はインディバルよりお客様へ直接発送いたします。

料金のお支払いは、弊社指定の「金融機関へのお振込」のみとなります。

※お振込み時の手数料は、お客様負担です。

※集金、コンビニでのお支払い、前金には対応しておりません。


