
好きな曜日と時間で探す
アルバイト求人サイト

掲載費無料(成果報酬型) アルバイト求人広告
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シフトワークスとは 2

■サービス開始 2008年9月

■掲載案件数 全国約7万件掲載（2019年6月時点）

■掲載勤務先件数 全国約6万件(2017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、シフト毎に募集できる成果報酬型アルバイト求人サイトです。

アプリは、通常のシフトワークス版、主婦向け、大学生向け、高校生向けとターゲットに
特化。なかでも、主婦・中高年・シニアのユーザー層の厚さは求人業界随一を誇ります。

好きな曜日と時間で探すアルバイトサイト
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シフトワークスの4つの強み 3

POINT

初期費用
掲載費用が

０円

POINT

多様な働き方に
合わせた
仕事探し

POINT

姉妹サイト
同時掲載可能

POINT

原稿も費用も
コントロール可能

成果が出るまで0円。 複数シフトで募集OK 様々な流入経路 効率的な求人活動

掛け捨てリスクを軽減できます。

※ご予算･ニーズに応じた掲載
課金でのご利用も可能です。

1原稿＝
1勤務地×1職種＋シフト情報

職種あたり複数のシフトで募集
できるので、多様な働き方に合
わせた仕事探しが可能です。

外国人留学生、ミドル･シニア
層へのアプローチや訴求を高め
人手不足の解消を実現！

※ご予算･ニーズに応じた掲載
課金でのご利用も可能です。

①原稿1本ごとに、応募上限数
設定が可能です。

②お客様自身の操作で掲載開
始・終了が可能です。
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シフトワークスの4つの強み 4

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…」

1

初期費用
無料

掲載費用
無料

応募が入るまで

0円＝
シフトワークスは、成果報酬型です。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。

その悩み、シフトワークスにお任せください！
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シフトワークスの4つの強み 5

多様な働き方に合わせた仕事探しが出来る求人サイト
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。
職種あたり複数のシフトで募集できるので、多様な働き方に合わせた仕事探しが可能です。
結果、応募者の様々なニーズに合致した応募者を集めやすくなります。

2
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シフトワークスの4つの強み 6

外国人留学生、ミドル･シニア向け専門サイトの姉妹サイト、
以下の専門アプリ、に「無料」で「同時」に掲載が可能3

シフト
ワークス

ミドル
シニア世代

短時間のみ

主婦・高校
生・大学生

外国人
留学生

ミドル
シニア世代

外国人
留学生

主婦・高校
生・大学生

短時間のみ

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
サイトとして誕生しました。

ミドル・シニア世代専門アルバイトサイト

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
誕生しました。

外国人留学生専門アルバイトサイト

週25時間以下の、短い勤務時間or少ない勤務日数
のみの求人のみ掲載している求人情報サイト
「mizicana」も運営しております。
AIがお仕事探しのお手伝いをしてくれるのも特徴です。

身近で短い仕事を探せるサイト

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」。
また、同じく主婦(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」など、属性に特化したアプリも展開
しております。

主婦・高校生・大学生に特化したアプリ！

求職者に合わせた様々な流入経路がございます。
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シフトワークスの4つの強み 7

原稿も費用もコントロール可能です4
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」



confidential

40歳以上のミドル･シニア世代が積極利用 8

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。

【30歳以上の女性応募者の属性割合】

シフトワークスの利用者
19歳以下

13%

20～29歳
18%

30～39歳
11%

40歳以上
58%

主婦・主夫
32%

アルバイト・パート
28%

会社員
13%

無職
16%

自営業
3%

シフトワークス

19歳以下

16%

20～29歳

46%

30～39歳

18%

40歳以上

20%

19歳以下
24%

20～29歳
36%

30～39歳
13%

40歳以上
27%

19歳以下

12%

20～29歳

43%
30～39歳

17%

40歳以上

28%

他社サイトの年代別データ

求人サイトA 求人サイトB 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（2019年9月時点）
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融通が利きやすいミドル・シニア層の採用による人手不足の解消 9

１．面接日程調整の自動化
テストや日々のスケジュールに左右される学生・若年層は、
偏った時間帯や時期の応募に集中しやすい。
一ヶ所での勤務期間も短いスパンであることが多く、
新規募集の回数もかさんでしまう。

そのため、不人気な募集を求人サイトに掲載しても、
掲載コストがかかるだけに終わることが多い。

・学生・若年層は勤務できる時間や時期が偏る

・不人気な募集は掲載コストだけがかかる

早朝
5:00～8:00

朝
8:00～11:00

昼
11:00～14:00

夕方
14:00～17:00

夜
17:00～22:00

深夜
22:00～5:00

ミドル・シニア層の希望勤務時間（応募数をA～Eで五段階評価）

B A A C B Ｄ

40代～60代の希望勤務期間

3ヶ月未満・・・・18％
3ヶ月～半年・・・17％
1年以上～3年・・18％
3年以上・・・・47％

ミドル・シニア層に強いシフトワークスで出きる事
ミドル(主婦･主夫)・シニア層は、幅広い時間帯をカバーできる。
また、40代以上の応募者は、長期期間（3年以上）の勤務を希望する割合が多い。

3ヶ月
未満

1年～
3年

3年以上
3ヶ月～
1年



confidential

非課金対象応募者について 10

非課金対象応募者とは
❶ 前月26日～当月25日までの重複応募（2応募目以上かつ管理画面から申請をいただいた応募者）
❷「電話番号が使われていない」かつ、応募情報画面に記載のメールアドレスにメールを送っても「エラーメッセージが返ってくる」
❸ 電話・メールをしても応募情報画面に記載の応募者以外から連絡が返ってくる
❹ 応募情報画面に記載の情報が明らかに虚偽の場合（例：「氏：あいう 名：えお」 「電話番号：123-4567-8901」 ）
❺ 高校生不可である旨記載の原稿に高校生からの応募があった場合
※学生不可である旨記載の原稿に学生から応募があった場合は課金対象となります。
※原稿内に高校生歓迎タグを付与している、または高校生を対象とする時給を記載している等、

応募対象と原稿記載内容に矛盾がある場合は課金対象となります。

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。

申請～非課金処理までのフロー
請求確定前に所定の方法で申請を行なっていただき、弊社が確認・承認した該当応募分を非課金(請求除外）にいたします。

重複応募の場合（上記❶に該当）
■申請方法：該当応募者の状態を管理画面上で『重複応募』へ変更後、お客様管理画面より申請をお願いいたします。
■申請期限：毎月25日の翌営業日午前10時までに申請してください。

非課金対象応募者の場合（上記❷～❺に該当）
■申請方法： 指定メールアドレスに対象者の応募IDをお知らせください。

（営業担当にお問い合わせください）
■申請期限：毎月25日の翌営業日午前10時までに申請してください。

※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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料金プランのご案内 11

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)

シンプルプラン
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

スタンダードプラン
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
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

●登録販売者 ●その他医療系 ●携帯・スマホ・ネット関連 ●家電・AV・PC関連

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 リストアピール 注目ワーク
(1応募) (1応募) (1求人掲載)

シンプルプラン

お客様原稿作成 16,000円

※特定職種はご利用いただけません。 東名阪 1,000円

原稿作成代行付 18,000円
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採用課金プランの注意事項 12

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。

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。

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
明らかな場合は、ご利用をお断りする可能性があります。
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料金プランのご案内 13

■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
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

●登録販売者 ●その他医療系 ●携帯・スマホ・ネット関連 ●家電・AV・PC関連

料金プラン 原稿作成パターン 料金
(１件採用あたり)

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

料金プラン 原稿作成パターン 料金
(１件採用あたり)

オプション商品
リストトップ リストアピール 注目ワーク

(１応募) (１応募) (１求人掲載)

通常プラン お客様原稿作成 130,000円

※特定職種はご利用いただけません。

東京

1,000円東海

関西

原稿作成代行付プラン 原稿作成代行付 134,000円 他エリア 200円
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お支払いと請求について 14

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) ⇒ お支払い期日は翌月末日です。

請求について
請求書は弊社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。
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