
図面が読める40代〜50代の方をターゲットにし募集をしました。
しゅふＪＯＢパートの掲載求⼈原稿作成サービスを利⽤しました
が、この原稿がよかったことと、
しっかりターゲット層に届いたことが
功を奏したと思います。

応募者へはすぐ連絡することを意識して
おり、掲載後1名の応募で採⽤すること
ができました。費⽤対効果がとてもよか
ったので、また使いたいですね。

ユニオン住宅機器株式会社様 （住宅関連企業）

［ 勤務地 ］東京都中野区
［ 仕事内容 ］営業事務
［ 勤務条件 ］週4〜5日
［ 時給 ］ 1,000円

代表取締役 玉木賢治様

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】掲載開始12日。
1名応募→1名採用︕￥5,500で採用が完了︕



これまで採⽤はずっとハローワークを使っていましたが、縁あってしゅふＪＯＢパートを利⽤する
ことになりました。近場の方からの応募が多いのですが、しゅふＪＯＢパートはWEBサイトの求⼈
媒体だからか、ITのリテラシーある⼈からの応募が⽐較的多い点と、応募課⾦プランは、低コストの
成果報酬型なところが良いですね。
思ったより応募が多く、途中で掲載を止めたほどでした。

弊社はパート従業員の定着率がとても⾼いので、今回しゅふＪＯＢパートで採⽤した方も、⻑く勤め
ていただくこと願っています。

株式会社共⽴ロジネット様（物流）

［ 勤務地 ］東京都八王子市
［ 仕事内容 ］梱包・出荷作業
［ 勤務条件 ］週3〜5日
［ 時給 ］985円〜

株式会社共⽴ロジネット ご採⽤責任者様

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】掲載開始5日間で5名応募→4名採用︕
1名当たり約￥6,800で採用︕



応募者へ電話連絡すればほぼ繋がり、面接設定もスムーズでした。
面接ドタキャンもほぼ0件。さすが、社会経験あるしゅふがターゲッ
トなだけあるなと感動しました。

最初は検証含め手堅く進めたく、採⽤課⾦プランを使いましたが、
面接率が良かった点と、直近の採⽤実績を⾒て、1名採⽤分のコスト
＝12名分の面接なら、応募課⾦プランの方が効率良さそうだったの
で変更しました。結果、採⽤単価を2万円台まで下がりました︕
コールセンターという職種柄、定着率は決して⾼くなかったので思
い切って採⽤できる応募単価にして正解でした。

miraiz株式会社様（VR・コンサルティング事業）

［ 勤務地 ］東京都豊島区
［ 仕事内容 ］コールセンター
［ 勤務条件 ］週3〜5日以上
［ 時給 ］ 1,200円〜2,000円以上

miraiz株式会社 ご採⽤ご担当者様

Ｚ

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】10名応募→2名採用など実績多数︕
採用単価が￥20,000円台に︕



しゅふＪＯＢパートさんは募集⼒がありますね。直近に掲載して
いた求⼈はすぐに希望に沿う方から応募があったため、募集は終
了しましたが、以前掲載していた別の求⼈でも応募がとても多
かったです。
また、しゅふＪＯＢパートの方のサポートもよかったです。
「ターゲットはどういう⾔葉に反応するか」など、アドバイスや
提案をしてくれたのも助かりました。

株式会社エステートマネージャー様（不動産関連）

［ 勤務地 ］東京都板橋区
［ 仕事内容 ］不動産情報収集（その他営業）
［ 勤務条件 ］週2日以上
［ 時給 ］ 1,200円

株式会社エステートマネージャー ご担当者様

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】2名応募→1名採用
1名あたり ¥16,000で採用成功︕



様々な求⼈媒体と並⾏して使っています。しゅふ層をターゲッ
トにされているので、応募数も多く助かっています。応募課⾦
プランは費⽤対効果が良いので、今後も利⽤していきたいと
思っています。

求⼈原稿の加筆修正も簡単に⾏えるので、弊社としても重要な
研修の内容や、勤務条件の変更などがあっても、臨機応変に管
理ページで操作できるので便利です。

あしカラダ五反田店 ご担当者様

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】3名応募→2名採用で⾼採用率を維持︕
応募1名当たり¥11,000でご活用中。

あしカラダ五反田店様（リラクゼーション）

［ 勤務地 ］東京都品川区
［ 仕事内容 ］セラピスト
［ 勤務条件 ］週3日以上
［ 歩合 ］ 1,500円〜2,300円



新聞折込などでも募集していましたが、知⼈にしゅふＪＯＢパート
を紹介してもらい、最初は正直あまり期待していなかったのですが、
載せた途端に応募が入りました。私たちのターゲット層で、かつ意
欲ある方からの応募が多いので大変満足しています。

同じ業界の経営者や友⼈知⼈にもしゅふＪＯＢパートを勧めていま
す。弊社も事業が拡大しているので今後も使っていきます。繰り返
しになりますが「こんなに反響があるとは︕」の⼀⾔です︕

株式会社アカマツ様 （⾼級仕出し等製造販売）

［ 勤務地 ］ 埼玉県川越市
［ 仕事内容 ］仕出し弁当配送・キッチンスタッフ・事務職
［ 勤務条件 ］週3〜5日以上
［ 時給 ］ 900円以上

代表取締役 ⻑澤美智子様

Ｚ

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】5名応募→1名採用など実績多数︕
複数ポジションで掲載できるコスパのよさをご評価



別校舎からクチコミで評判を聞き、利⽤を開始しました。低学年
向けの授業時間にはしゅふ層がマッチしており、助かっています。
また、生徒や地域のために、やりがいを感じて働いて下さる事務
の方が採⽤でき、本当に感謝しています。

しゅふＪＯＢパートを利⽤する前までは、応募の反響次第では割
に合わないな…と感じていたこともあったのですが、応募課⾦プ
ランは、応募が来たときだけ料⾦が発生するので費⽤対効果が良
いと思います。引き続き複数の校舎でしゅふＪＯＢパートを活⽤
していきます。

株式会社ビジュアルビジョン こうゆうかん桶川⻄⼝校様
（学習塾）

［ 勤務地 ］埼玉県上尾市
［ 仕事内容 ］学習塾講師・受付事務
［ 勤務条件 ］週1〜5日以上
［ 時給 ］職種により異なる

こうゆうかん桶川⻄⼝校 ご採⽤担当者様

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】2名応募→1名採用の実績
塾講師を￥7500、受付事務を￥5,500で採用継続中︕



しゅふＪＯＢパートは応募数が他媒体に⽐べて圧倒的に多いです︕
最近まで採⽤課⾦プランを使っていましたが、
これまでの採⽤実績を改めてみると、応募
課⾦プランの方が費⽤対効果が⾼いと判断し、
切り替えました。

求⼈情報は、職場写真や仕事内容を明瞭に
記載することを重視して作成したり、応募者
への素早い対応・面接重視で取り組み、
⾼い採⽤率を維持しています。

住商グローバル・ロジスティクス株式会社様（物流）

［ 勤務地 ］千葉県習志野市茜浜
［ 仕事内容 ］倉庫内作業・ピッキング・梱包など
［ 勤務条件 ］週3〜5日
［ 時給 ］ 950円

住商グローバル・ロジスティクス ご採⽤担当者様

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】応募数、求職者の就業意欲に満⾜︕
1名当たり￥13,750前後で採用中︕



知⼈から「採⽤経費が安く抑えられる」と聞き、応募課⾦
プランで募集をしました。プロのライターさんによる
求⼈広告（無料）のお陰で前向きな求職者からの
応募が多く、とても良い採⽤ができました。

その広告をアレンジして、別事業部の募集に活⽤し、
そちらも好結果となりました。

サンフォレスト株式会社様 （住宅関連企業）

［ 勤務地 ］大阪府大阪市⻄区
［ 仕事内容 ］⼀般事務・営業事務
［ 勤務条件 ］週3〜5日
［ 時給 ］1,000円

代表取締役 坂本哲平様

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】掲載開始1週間で 3名応募→3名採用
1名あたり ¥5,500で採用成功︕



初めての利⽤だったのでまずは反響がくるか様子を⾒ようと、
応募課⾦プランを選びましたが、⼗分な応募数で満足しています。

しゅふＪＯＢパートの求⼈作成サービスを
使いましたが、質が良かったのも良かった
ですね。友⼈や知⼈にも紹介したいと思える
求⼈媒体だと思います。

代表 濱田隆祐 様

Ｚ

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【応募課⾦プラン】7名応募→1名採用︕
経理経験者を、約￥50,000で採用完了︕

濱田会計事務所様 （士業）

［ 勤務地 ］兵庫県神⼾市
［ 仕事内容 ］会計事務所アシスタント
［ 勤務条件 ］週4〜5日以上
［ 時給 ］ 1,050円〜1,200円



急募だった求⼈の地域は学生が多く、決まった時期に欠員が出る傾
向があり、それを補填する⼈材の採⽤に苦戦していましたが、しゅ
ふＪＯＢパートに掲載しましたら、あっという間に充足し
ました︕想像以上の速さでした。

現在も複数の地域で募集していますが、掲載期間内に10名以上の応
募が入っています。しゅふＪＯＢパートからの発信はすべて目を通
しております。様々な無料キャンペーンや、求⼈作成ノウハウもう
まく活⽤しています。

株式会社オアシスMSC様 （医療介護関連サービス）

［ 勤務地 ］東京都新宿区/神奈川県横浜市
［ 仕事内容 ］カフェスタッフ・病院内コンビニスタッフ
［ 勤務条件 ］週3〜5日以上
［ 時給 ］勤務地により異なる

株式会社オアシスMSC ご採⽤ご担当者様

Ｚ

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【掲載課⾦プラン】掲載2週間で2名応募→2名採用︕
他媒体で充⾜しなかった急募の求⼈も、無事採用完了︕



急ぎで採⽤したく、試しにということで3万円(当時)の2週間掲載課⾦プランを選びました。

今までハローワークを使っていましたが、しゅふＪＯＢパートは基本的にペーパーレスなのでとても
管理がしやすかったです。ライターさんによる電話ヒアリングで作ってくれた求⼈は、⾃社の写真や
細かな要望もしっかり聞いてくれて、うまく求⼈に反映してくれたので楽に募集開始ができました。

幅広い年齢層の方から応募が多く入ったので選考もしやすかったです。繁忙期を迎える前に採⽤する
ことができたので、とても助かりました。

⼀般社団法⼈様

［ 勤務地 ］東京都23区内
［ 仕事内容 ］総務事務
［ 勤務条件 ］週3日
［ 時給 ］1,000円〜

⼀般社団法⼈ ご採⽤責任者様

しゅふＪＯＢパートご採⽤成功事例

【掲載課⾦プラン】掲載開始4日間で10名応募︕
1名急募に対し、しっかり選考でき無事採用完了︕


