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※2019年より主婦向けお仕事情報サイト「しゅふJOBナビ」を開設
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※集計期間：2022年1月24日～2022年1月26日

、STORY、ESSE、LEE、サンキュ！

毎月数十件取り上げられています。

を多数掲載、

163 526 (2022年2月度)
※主婦向けお仕事情報サイト「しゅふＪＯＢナビ」との合算値

都合

検索サイトで高評価！メールも好調！

主婦が仕事探しする検索ワードにて常に

Google・Yahoo!の検索にて「パート」「パート 求人」「主婦パート」etc・・・

上位表示！



しゅふJOBは初回無料でプロのライター
がお手伝いします！(毎月2求人まで)
ご自身で作成することも可能です。

出稿型の求人と異なり、管理サイトから即日掲載
が可能です。「今日掲載したい！」そんなニーズに
もお応えいたします。

「時間や曜日が選べる」「扶養枠調整歓迎」「家
庭や子供の用事でお休み調整可能」「残業なし・
少なめ」「40代の多い職場」etc・・・
主婦(夫)に人気な条件が多いほど検索結果で上
位に表示をされやすい仕組みになっています。

主婦(夫)に人気な

選べる3つの課金プラン

採用課金プラン リスク少なく採用できる！

１名採用につき就業開始日から暦日8日目で料金が発生するプラン
アカウント毎に月額3,000円の利用料が発生します。2求人以上掲載していても月額利用料は3,000円です。

例)一般事務＜外勤営業、パート＜正社員など、採用難易度により料金が異なります。

１採用あたりの料金(採用難易度毎に異なります)

職種 雇用形態 特別割引勤務地

求人毎に1採用あたりの料金が 職種+都道府県+雇用形態 特別割引 で決まります。ー

※注意※
・月毎の暦日や掲載日数に関わらず、月内で1日でも採用課金プランで
「掲載中」となった求人があった場合はログインID毎に月額利用料が発生いたします。
（求人編集画面で「掲載開始日」「掲載終了日」をあらかじめ設定する事が可能です）
・月額利用料とは別に1採用にあたり別途料金が発生いたします。
・求人原稿作成について、月に２求人、無料で代行対応いたします（通常１求人3,000円）
・就業開始日から8日目とは出勤日ではなく暦日でのカウントとなります。
 例）10月1日に就業開始、課金確定日は10月8日となります。
・応募後30日以内の採用状況のご報告が必要となります。
・就業開始日から7日以内に退職や辞退があった場合は管理サイトより選考状況のステ
ータス変更を行ってください。（8日目以降の取消しはできません）

・自社データベースに登録が必要となる人材登録型企業様や、 雇用形態を派遣、委託・
請負、フランチャイズで募集される場合や、家事代行の採用では採用課金はご利用
できません。
・応募から採用率が3％以下の場合は採用課金でのご利用をお断りする場合がござ
います。
※採用課金がご利用いただけない場合でも、掲載課金・応募課金のご利用は可能です。
※100求人以下は掲載料は無料、101求人以上の掲載ご希望の場合は、 掲載費用と
して100求人単位あたり月額1万円の固定料金を頂きます。

※部署や支店毎にアカウントを複数開設し、それぞれで採用課金をご掲載される場合はアカウント毎に月額利用料3,000円が発生致します。

月額利用料(一律) 

3,000円
※1アカウント（複数求人掲載可能）毎に発生。

掲載課金プラン

掲載期間　1週間・2週間・4週間

掲載数・掲載期間で料金が決まるので何名採用しても料金は固定なお手頃プラン
期間内に複数名採用したい企業様へ、大量採用でも安心！

掲載＝課金となります。期間により料金が異なります。
10求人以上掲載の場合にお得なボリュームディスカウントプランもございます。
※正社員と契約社員（35ｈ以上）を募集する場合は、「4週間プラン」のみとなります。

掲載無料／掲載期間無制限

応募＝課金となるプランです。
※100求人以下の掲載料は無料、 101求人以上の掲載ご希望の場合は、
    掲載費用として100求人単位あたり月額1万円の固定料金を頂きます。

応募からの採用率が高ければ安価に採用できるプランです

100求人まで掲載無料！応募が入った時点で料金が発生するプラン

応募課金プラン 応募がきたら逃さない！応募からの採用率が高い企業様にオススメ

アカウントごとに応募上限を設定することが可能です。
※応募上限は3応募以上から設定可能です。2ヶ月以内の重複応募はカウントされない仕様となります。
※掲載順位が優遇されます。

例)一般事務＜外勤営業、パート＜正社員など、
採用難易度により料金が異なります。

職種 雇用形態 特別割引

採用難易度毎に異なる料金



詳細条件でカンタン検索！「探しやすい」ので求人発見率UP！

主婦(夫)には、

※採用課金プランのみご利用いただけます

採用課金の求人にはお祝い金3,000円が当社より
採用された応募者へ支払われます。
1,000円単位での追加チャージも可能です。
チャージ額の40%が3,000円に上乗せされ求人に
掲載されます。
チャージ額は採用後料金に加算され、請求となります。



そのお仕事ができるかどうか、働くイメージがつくことで応募に
つながります。

4時間勤務の場合

・慣れるまでの研修やサポートを記載し安心感をアピール、
懸念を払拭

3つまで任意で入力可能。条件や仕事内容以外に応募の動機
となるような会社の特徴や就業環境について記載することで
応募率がUPします。



一律 3,000円 ※対象期間は毎月一日から末日までとなります
※アカウント(複数求人掲載可能)毎に発生

しゅふＪＯＢ料金表
3つの課金プランからお選びいただけます。

職種
37,000～110,000円

都道府県
0～23,000円

雇用形態
 0～100,000円 特別割引０～10,000円

リスク少なく採用できる！

求人毎に1採用あたりの料金が『職種』+『都道府県』+『雇用形態』-『特別割引』で決まります。

採用課金プラン

※注意※
・月毎の暦日や掲載日数に関わらず、月内で1日でも採用課金プランで
「掲載中」となった求人があった場合はログインID毎に月額利用料が
発生いたします。（求人編集画面で「掲載開始日」「掲載終了日」をあら
かじめ設定する事が可能です）
・月額利用料とは別に1採用にあたり別途料金が発生いたします。
・求人原稿作成について、月に２求人、無料で代行対応いたします（通
常１求人3,000円）
・就業開始日から8日目とは出勤日ではなく暦日でのカウントと
なります。
 例）10月1日に就業開始、課金確定日は10月8日となります。
・応募後30日以内の採用状況のご報告が必要となります。

採用課金の求人にはお祝い金3,000円が当社より採用された応募
者へ支払われます。
1,000円単位での追加チャージも可能です。
チャージ額の40％が3,000円に上乗せされ求人に掲載されます。
チャージ額は採用後料金に加算され、請求となります。
例）一般事務、東京、パート、特別割引なし+チャージ5,000円の場合
　  請求額：65,000円、お祝い金：5,000円

お祝い金チャージ

(※詳細料金は裏面参照)

・就業開始日から7日以内に退職や辞退があった場合は管理サイトよ
り選考状況のステータス変更を行ってください。（8日目以降の取消し
はできません）
・自社データベースに登録が必要となる人材登録型企業様や、
 雇用形態を派遣、委託・請負、フランチャイズで募集される場合や家
事代行の採用では採用課金のご利用はできません。
・応募から採用率が3％以下の場合は採用課金でのご利用をお断り
する場合がございます。
 ※採用課金がご利用いただけない場合でも、掲載課金・応募課金の
ご利用は可能です。
 ※101求人以上の掲載ご希望の場合は、月額利用料とは別に掲
載費用として100求人単位あたり月額1万円の固定料金をいた
だきます。

月額利用料

１採用あたりの料金

複数名採用しても料金が変わらない!掲載課金プラン お手頃プラン

※下記価格はすべて消費税抜きの金額となります。

10求人以上掲載の場合にお得なボリュームディスカウントプランもございます。

東京
大阪・神奈川・埼玉

愛知・福岡・兵庫・京都・千葉
その他

160,000円
135,000円
115,000円
100,000円

68,000円
61,000円
54,000円
40,000円

80,000円
68,000円
64,000円
51,000円

36,000円
32,000円
30,000円
21,000円

50,000円
43,000円
36,000円
32,000円

20,000円
18,000円
16,000円
12,000円

1週間 2週間 4週間
通常 上位表示付き 通常 上位表示付き 通常 上位表示付き

※正社員と契約社員（35ｈ以上）を募集する場合は、「4週間プラン」のみとなります。

応募・採用数に関わらず料金一律！露出を高めるオプション付きのお得なセットも！

１名採用につき就業開始日から暦日8日目で料金が発生するプラン
アカウント毎に月額3,000円の利用料が発生します。2求人以上掲載していても月額利用料は3,000円です。
※部署や支店毎にアカウントを複数開設し、それぞれで採用課金をご掲載される場合は、アカウント毎に月額利用料3,000円が発生致します。

求人毎に1応募あたりの料金が『職種』+『雇用形態』-『特別割引』で決まります。

※応募者と連絡がつかない、面接キャンセル等の場合でも、応募完了時点で課金対象となります。
※応募完了後、なるべく早く複数回、応募者へ電話・メール等でご連絡いただくことをおすすめいたします。
※アカウント単位で月ごとに応募数上限の設定が可能です(3応募以上)。上限に達すると自動で掲載が停止され、
    翌月1日に自動で再開されます。
※101求人以上の掲載ご希望の場合は、 掲載費用として100求人単位あたり月額1万円の固定料金を頂きます。
※しゅふＪＯＢ内で1日に15応募以上した応募者については自動で課金対象外となります。

※応募課金プランで応募が付いたあとの課金取り消しは基本的に受付けておりません。
　ただし、下記の場合のみ課金取り消し致しますのでご連絡ください。
　・「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」
　・ 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
　・ 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」 ）

職種 5,500～11,000円 雇用形態  0～10,000円 特別割引 ０～4,000円

2ヶ月以内の重複応募・同一アカウント・同一アドレスにて応募があった場合は自動で1応募カウントとなります。
「面接・採用」等、「応募完了後の応募者との接触」を保証するサービスではございません。あらかじめご了承ください。

応募課金プラン 応募がきたら逃さない！ 応募からの採用率が高い企業様にオススメ

100求人まで掲載無料！応募が入った時点で料金が発生するプラン

(※詳細料金は裏面参照)

（5,500円）一般事務 （0円）パート （1,000円）短期 1応募につき4,500円料金例

（37,000円）一般事務 （23,000円）東京 （0円）パート 1名採用につき60,000円料金例



職種課金の価格一覧

応募課金・採用課金／各種課金一覧表　
求人毎に料金が設定され下記合計で『応募課金は1応募あたり』『採用課金は1名採用あたり』の料金が決まります。

『職種課金』＋『都道府県課金(採用課金のみ)』＋『雇用形態課金』＋『特別割引』

金融事務

経理・人事・総務・士業

ユーザーサポート・
コールセンター

受付・秘書

一般事務・データ入力

一般事務、営業事務、データ入力、
学校事務、不動産事務（宅建資格なし）

不動産事務（宅建資格あり）、データ分析、
管理・マネジメント（オフィスワーク）

経理・財務・税理士 /会計事務所
（資格・経験なし）、人事・総務・法務・
労務・法律事務所（資格・経験なし）

経理・財務・税理士 /会計事務所
（資格・経験あり）、人事・総務・法務・
労務・法律事務所（資格・経験あり）

マーケティング・広告

英語事務

その他オフィスワーク

受付、秘書
コールセンター・オペレーター（受電）
メール(チャット)オペレーター

金融事務（生保・損保）、
金融事務（銀行・証券）

オフィスワーク系士業（会計士・
税理士・労務士・弁護士等）

英文事務
英文経理 
翻訳・通訳 
広報・PR、広告宣伝・販促、
商品企画・商品開発、調査・リサーチ
WEBマーケティング
その他マーケティング・広告
その他オフィスワーク

0円

5,500 円

5,500 円

5,500 円

7,500 円
9,000 円
8,000 円

7,500 円

9,000 円
7,500 円
5,500 円

37,000 円

37,000 円

7,500 円 57,000 円

7,500 円 57,000 円

5,500 円 37,000 円

37,000 円

10,000 円 97,000 円

57,000 円
77,000 円
67,000 円

57,000 円

77,000 円
57,000 円
37,000 円

オフィスワーク

職種 応募課金 採用課金

エンジニア

システムエンジニア（SE）、
プログラマー（PG）、
ネットワークエンジニア・運用・保守

社内SE 
テスト・評価
その他エンジニア

9,500 円

9,000 円
7,500 円
9,500 円

87,000 円

77,000 円
57,000 円
87,000 円

クリエイティブ
（WEB・DTP・CAD)

WEBデザイナー・コーダー
WEBディレクター 9,000 円 77,000 円

イラストレーター・
グラフィックデザイナー 8,000 円 67,000 円

DTPオペレーター、
CADオペレーター 7,500 円 57,000 円

編集・ライター・制作・撮影

編集プロダクション・校正・ライター、
ライブ配信・動画配信出演 5,500 円 37,000 円

撮影スタッフ・映像編集・動画制作、
その他編集・制作・撮影 8,000 円 67,000 円

パタンナー・縫製、研究職
インテリアコーディネーター、
その他クリエイティブ・エンジニア

67,000 円その他クリエイティブ・
エンジニア 8,000 円

クリエイティブ・エンジニア
職種 0円応募課金 採用課金

施設サービス

映画館・美術館・
ネットカフェ

町の施設
（クリーニング・公共施設）

清掃・掃除

案内・受付（レセプション）・
フロント

案内・受付（レセプション）・
フロント
清掃・掃除

クリーニング店、クリニック、
ガソリンスタンド・洗車、レンタカー、
公共施設・官公庁・郵便局、
その他町の施設 

映画館・劇場・プラネタリウム、
美術館・博物館・図書館、
ネットカフェ・漫画喫茶

設備・保守・点検、警備員、
その他施設サービス

0円

5,500 円 37,000 円
ホテル・ブライダル・
セレモニー

ホテル・旅館・ペンション
ホテル客室清掃・ベッドメイキング、
ブライダル・ウエディング（結婚式場）
スタッフ、セレモニースタッフ

その他施設サービス

遊園地・ゴルフ場・ゲレンデ

遊園地・動物園・水族館、
ゴルフ場（キャディ）・ゴルフ練習場、
温泉・銭湯・スーパー銭湯、
ゲレンデ・スキー場、空港・鉄道、
その他レジャー施設 

アミューズメント
アミューズメント・ゲームセンター、
ボウリング場、カラオケ 
パチンコ店スタッフ 8,000 円 67,000 円

8,000 円 67,000 円

5,500 円 37,000 円

店長・マネジメント（サービス）

職種 応募課金 採用課金

家事・保育・習い事

8,000 円 利用できません家事代行・ハウスクリーニング 家事代行・ハウスクリーニング
ベビーシッター ベビーシッター

児童指導員
英語講師

教師・教員・教諭

学童・放課後デイ・児童関連施設スタッフ
保育士・幼稚園教諭

保育・学童

講師・チューター、家庭教師、
個別指導講師
英会話教室関連業務、塾関連業務、
予備校関連業務

英会話教室・塾・予備校・
家庭教師

インストラクター

スポーツインストラクター・コーチ、
スポーツジム・フィットネスクラブ 、
その他インストラクター

PCインストラクター・パソコン教室、
音楽教室・ピアノ講師

その他家事・保育・習い事 採点・添削、試験監督・試験官、
その他家事・保育・習い事

7,500 円 57,000 円
9,000 円 77,000 円
5,500 円 37,000 円
7,500 円 57,000 円
8,000 円 67,000 円

9,000 円 77,000 円

7,500 円 57,000 円

5,500 円 37,000 円

7,500 円 57,000 円

5,500 円 37,000 円

5,500 円 37,000 円

職種 0円応募課金 採用課金

軽作業・物流・製造

商品管理・倉庫管理 仕分け、品出し（ピッキング）、梱包、
棚卸、検品、倉庫管理・入出荷

その他軽作業・物流・製造 その他軽作業・物流・製造

配達・ドライバー補助
配達・配送・宅配便、移転・引越し、
ドライバー・運転手、ドライバー補助、
タクシー運転手、送迎、新聞配達 、
バイク便・メッセンジャー、

食品製造・部品組立
食品製造、食品検査、
部品組立、部品検査、
その他食品製造・部品組立

5,500 円 37,000 円

5,500 円 37,000 円

8,000 円 67,000 円

0円職種 応募課金 採用課金

医療・看護・介護

11,000 円
9,000 円

110,000 円
77,000 円

5,500 円

10,000 円

37,000 円

97,000 円

11,000 円 110,000 円

薬剤師・登録販売者・薬局
薬剤師 
登録販売者
薬局、調剤
看護師・准看護師、
ケアマネジャー、介護福祉士

看護助手、訪問介護・看護、
施設内介護・看護、
介護助手・補助（資格なし）

看護・介護

歯科医・歯科衛生士・
歯科助手

歯科医・歯科技工士

介護スタッフ（資格あり）

歯科衛生士
歯科助手
病院事務・受付（医療事務）、病院
栄養士・管理栄養士
マッサージ師・整体師
施設管理責任者
医療系師業・士業
その他医療

その他医療・看護・介護

8,000 円 67,000 円

11,000 円
10,000 円

110,000 円
97,000 円

5,500 円 37,000 円
5,500 円
9,500 円

37,000 円
87,000 円

8,000 円 67,000 円
11,000 円 110,000 円
10,000 円 97,000 円
7,500 円 57,000 円

0円職種 応募課金 採用課金

※他職種、都道府県課金、雇用形態課金、特別割引については次のページをご確認ください。



都道府県・雇用形態課金/特別割引一覧

※価格は全て消費税抜きの表示です。振込手数料はお客様負担でお願いします。

「在宅」割引きを適用させるためには、求人内でのタグ付けが必要となります。
求人編集画面の【主婦に嬉しい条件・環境タグ】にて、
「一部在宅OK」「フル在宅勤務可能」のどちらかをお選びください。
タグがついていない求人は、割引きが適用されませんので、ご注意ください。

0円

神奈川

東京

上記以外

都道府県課金

0円
0円
0円
0円
0円
0円
0円

23,000円
15,000円
12,000円
8,000円
5,000円
3,000円

応募課金 採用課金

兵庫・福岡
千葉・愛知
大阪・埼玉

都道府県

京都・静岡・広島・宮城・茨城

都道府県課金

神奈川
東京

上記以外 0円

電話・内勤営業 テレマーケティング・テレアポ（発信）
窓口営業（カウンターセールス）
ラウンダー・ルートセールス
法人営業

7,500 円

5,500 円
9,500 円

57,000 円

37,000 円
87,000 円

個人営業 10,000 円 97,000 円
外勤営業

その他営業

営業アシスタント
人材コーディネーター・
キャリアカウンセラー
その他営業

5,500 円

0円

営業
職種 応募課金 採用課金

37,000 円

8,000 円 67,000 円

7,500 円 57,000 円

ランチタイムスタッフ

ファミレス・ファストフード・
お弁当

カフェ・喫茶・パン・
ケーキ

ホールスタッフ

カフェ・コーヒー（珈琲）・バリスタ・
喫茶店、パン屋（ベーカリー）、
パティシエ・スイーツ
（アイスクリーム・ケーキ・クレープ） 

ファミレス、ファストフード 、
お弁当 、デリカ・テイクアウト

0円

5,500 円 37,000 円

フード・飲食

レストラン
和食、洋食、中華、イタリアン 、
カレー、寿司屋・回転寿司（すし）、
焼肉屋、その他レストラン

居酒屋・バー
居酒屋、ダイニングバー、
バー（Bar）・バーテンダー 、
ビアガーデン、その他居酒屋・バー

キッチンスタッフ キッチンスタッフ・調理補助
調理師 
ランチタイムスタッフ

ラーメン・蕎麦・うどん ラーメン、うどん・蕎麦（そば）屋

お好み焼き・たこ焼き屋 、
ビュッフェ（ブッフェ）・食べ放題・
バイキング、フードコート・食堂、
フードデリバリー・ケータリング、
学校給食・施設給食調理、
その他フード・飲食

店長・マネジメント
（フード・飲食）

その他フード・飲食

5,500 円
5,500 円
10,000 円

37,000 円
37,000 円
97,000 円

8,000 円 67,000 円

職種 応募課金 採用課金
ホールスタッフ・配膳・接客スタッフ

小売・販売
0円

5,500 円 37,000 円

コンビニ・スーパー・日用品
コンビニ、スーパー・業務スーパー、
ドラッグストア、ホームセンター、
100円ショップ・99円ショップ 

携帯・家電販売 携帯販売、家電量販店

花屋（フラワーショップ）、
ペットショップ、書店（本屋）、
CDショップ・レンタルビデオショップ、
ワイン、酒類、茶・紅茶・コーヒー（珈琲）、
雑貨・インテリア・家具・文房具、
おもちゃ屋・カード・ゲームショップ、
スポーツショップ  、カメラ・写真屋 、
バイク・自転車ショップ 、その他専門店 

専門店
（花・ペット・本・雑貨）

アパレル・化粧品・
百貨店販売

アパレル（ファッション・服） 、
子供服、化粧品・コスメ・美容部員、
アクセサリー・ジュエリー、
靴（シューズ）、デパート（百貨店）、
ショッピングモール・アウトレット

食品販売
惣菜販売、試飲/試食・
デモンストレーター、
精肉・青果

その他販売
レジ打ち、その他販売 
管理・マネジメント（サービス） 8,000 円 67,000 円

職種 応募課金 採用課金

0円

理美容・リラクゼーション

リラクゼーション・
リフレクソロジー

リフレクソロジー・マッサージ、
アロマ、セラピスト、
ヨガ・ピラティス

8,000 円 67,000 円

理美容・エステ

理容師・美容師（美容院）・ヘアメイク 10,000 円 97,000 円
アイリスト・まつげエクステ、
ネイルサロン・ネイリスト、
エステ・脱毛、トリマー

8,000 円 67,000 円

その他理美容・
リラクゼーション その他理美容・リラクゼーション 8,000 円 67,000 円

職種 応募課金 採用課金

調査・ポスティング・イベント

市場調査・覆面調査・
モニター

市場調査 、交通量調査、
覆面調査・ミステリーショッパー、
アンケートモニター、
その他調査業務

イベント関連 イベントスタッフ、イベント会場設営、
その他イベント関連

ポスティング・
サンプリング

ポスティング、サンプリング・
ティッシュ・チラシ/ビラ配り、
その他キャンペーン関連

5,500 円 37,000 円

0円職種 応募課金 採用課金

その他 その他

その他

5,500 円 37,000 円
職種 0円応募課金 採用課金

10,000円
2,000円
10,000円
3,000円

0円
0円
0円

100,000円
60,000円

利用できません
利用できません
35,000円

0円
0円

0円 利用できません

応募課金 採用課金

時短正社員
委託・請負
フランチャイズ契約
契約社員 (35時間以上 )
正社員
雇用形態

パート・アルバイト
派遣

契約社員 (35時間未満 )

雇用形態課金

-2,000円
-2,000円
-1,000円

応募課金
-10,000円

0円
0円

採用課金

短期 (1週間以上3ヶ月未満 )
単発 (1週間未満 )

特別割引

特別割引

在宅

月額利用料
掲載枠利用料

3,000円0円
応募課金 採用課金

採用課金の場合、アカウント毎に月額3,000円の利用料が発生します。
2求人以上掲載していても月額利用料は3,000円です。
部署や支店毎にアカウントを複数開設し、それぞれで採用課金をご掲載される場合は
アカウント毎に月額利用料が発生致します。



注目のお仕事特集広告
1特集1週間掲載

※各都道府県毎6枠限定

ピックアップ求人広告
1求人1週間掲載

※各都道府県毎8枠限定

検索結果上位広告
1求人1週間掲載

運営局メルマガ
1求人1都道府県1配信
※各都道府県毎3枠限定

まるごとお任せ
ダイレクトメール配信
1都道府県1～2配信

＜複数求人の応募数UPに＞ 
都道府県 TOP ページに貴社専用の特集ページを設置。
動機形成をした上で仕事情報一覧へ誘導できます。

TOPバナー広告
1特集1週間掲載

＜複数求人の閲覧数UPに＞ 
都道府県TOPページの最上部に貴社専用の特集ページを設置。
より応募動機を高める「LP」と「簡易版特集」の２種類から選べます。
※LPの場合制作料200,000円が別途かかります。納品後修正が発生した場合修正料金
がかかる可能性がございます。

＜1求人の閲覧数UPに＞ 
各都道府県 TOP ページに 1 求人を掲載。 「タイトル」「時間」「日数」「画像 1 枚」
「最寄り駅」「時給」が表示されます。

＜検索上位表示で注目度UP!＞ 
該当する求人検索結果一覧のページ上部に表示されます。（スマホページには『運営局おすすめ』
マークが表示されます） 検索結果の多い条件の中で注目度をアップしたい求人におすすめです。

＜毎日配信！ユーザー人気メルマガ＞ 
運営局が配信するメルマガの広告枠にて求人を宣伝します。配信内容はお任せください。

＜貴社単独メルマガで応募数UP＞
貴社求人情報のみを掲載しメールを配信、主婦目線で求人のオススメポイントを
ライティングします。配信内容はお任せください。

地域限定
ダイレクトメール

１区１配信

＜貴社の求人だけをピンポイントにご紹介＞
人気の検索地域限定！対象の地域でお仕事を探している方だけにお届けするメルマガです。
配信内容はお任せください。

東京全域 120,000 円
大阪・神奈川・埼玉 70,000 円

その他 50,000 円

東京全域 200,000 円

大阪・神奈川・埼玉 120,000 円

その他 70,000 円

東京全域 70,000 円
大阪・神奈川・埼玉 40,000 円

その他 30,000 円
東京全域 30,000 円

大阪・神奈川・埼玉 25,000 円
その他 20,000 円

東京全域 10,000 円

その他 5,000 円

プラン名 詳細 地域/求人件数 料金

東京全域

港区
千代田区
新宿区
渋谷区

80,000 円

大阪・神奈川・埼玉・東京A・Ｂ・Ｃ※1 40,000 円
その他 30,000 円

30,000 円

※1 【東京A：渋谷・新宿・池袋パック】  渋谷区 新宿区 世田谷区 目黒区 杉並区 中野区 豊島区 練馬区 板橋区 北区 文京区 武蔵野市 三鷹市 調布市 狛江市 神奈川県川崎市高津区 神奈川県川崎市多摩区 
                                                    神奈川県川崎市麻生区 神奈川県川崎市中原区 
      【東京B：東京・品川・上野パック】  千代田区 中央区 港区 品川区 大田区 江東区 墨田区 江戸川区 荒川区 台東区 葛飾区 足立区 千葉県松戸市 千葉県市川市 神奈川県川崎市幸区 神奈川県川崎市川崎区
      【東京C：23区外パック】           八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 
                                                    武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 西東京市 西多摩郡 神奈川県相模原市 神奈川県大和市,埼玉県入間市，埼玉県所沢市

求人原稿作成代行
電話ヒヤリングのみ

＜魅力的な求人原稿で応募率がUP!＞ 
原稿作成のプロのライターが電話で募集内容をヒヤリングし原稿を作成。
写真はご提出頂きます。

求人更新／複製 ＜大量掲載企業へおすすめ＞ 
大量掲載したいが工数が不足している場合、求人更新・複製の代行を致します。

1求人 3,000 円

1回 100求人
※上記以上は別途見積もり 30,000 円

オプションプラン 複数名募集や急募求人に最適！ 露出度をUPさせたい企業様にもオススメです。

※価格は全て消費税抜きの表示です。振込手数料はお客様負担でお願いします。

課金プラン比較表

料金発生
タイミング

応募時
※管理サイトの応募一覧に応募が入った時点で
　課金確定
※応募には個人情報を入力した上で、
　アカウント登録が必要になります

掲載時
※掲載開始した時点で課金確定
※正社員と契約社員（35ｈ以上）を募集する
　場合は、「4週間プラン」のみとなります

月額利用料 3,000円
※暦日・掲載日数を問わず月内で掲載があった
場合発生

料金 5,500円～1応募12,000円～1求人1週間掲載 37,000円～1採用

メリット

デメリット

少ない応募で採用ができた場合は低コスト応募数、採用数にかかわらず料金は固定。
特に複数名採用できた場合は低コスト

採用した方が入社後に暦日7日以内に退職して
しまった場合や、掲載後採用ができなかった場
合でも料金が発生しないため、リスクなし

意図しない応募でも料金が発生。連絡が取れな
い、応募資格を満たさない場合でも料金が発生

掲載に対して料金が発生するため、
応募がこなくとも料金が発生

料金が他のプランより高く、特に複数名採用の
場合は採用人数毎に料金が発生するので割高

採用単価　20,000円/1名

1週間掲載ご利用の場合 
1求人1週間 20,000円

採用単価　60,000円/1名 

※採用単価の内訳※ 
職種課金（一般事務）　37,000円
都道府県(東京)　23,000円 
雇用形態課金　0円 
特別割引　　なし

採用単価　6,000円/1名

1週間掲載ご利用の場合 
1求人1週間 18,000円

=掲載単価18,000円÷3名採用
採用単価　49,000円/1名 

※採用単価の内訳※ 
職種課金（フード飲食）　37,000円
都道府県(大阪)　12,000円
雇用形態課金　0円
特別割引　　なし　

応募課金プラン掲載課金プラン 採用課金プラン

採用単価比較

3名採用 15名応募
雇用形態： パート

職種： ホールスタッフ

都道府県： 大阪

採用時
※採用後、就業開始日から暦日8日目で課金確定
例）10/1入社→10/8課金確定

採用単価比較

1名採用 3名応募
雇用形態： パート

職種： 一般事務

都道府県： 東京
採用単価　16,500円/1名
=応募単価5,500円×3名応募
※応募単価の内訳※
職種課金（一般事務）　5,500円 
都道府県課金　なし
雇用形態課金　0円
特別割引　　なし　

採用単価　27,500円/1名
=（応募単価5,500円×15名応募）÷3名採用 
※応募単価の内訳※
職種課金（フード飲食）　5,500円
都道府県課金　なし
雇用形態課金　0円
特別割引　　なし　



ビースタイル グループ全体で、様々なメディアに取り上げられています。

2013年6月4日 第2回 日本HRチャレンジ大賞「人材サービス優秀賞（採用部門）」を受賞しました。
2020年10月27日 第3回日本サービス大賞「厚生労働大臣賞」を受賞しました。
2020年11月11日 NHK あさイチにしゅふＪＯＢ総研 所長 川上のコメントが紹介されました。『役に立つ！ｗｉｔｈ コロナの仕事探し』
2021年2月2日 フジテレビ めざましテレビにしゅふＪＯＢが紹介されました。『急増 主婦注目の在宅ワーク』

2022年1月20日 『ESSE』にてビースタイル メディア代表 小牟田のコメントが紹介されました。 『2022年は資格を取って暮らしを豊かに』

2022年1月20日 『女性セブン』のビースタイル メディア代表 小牟田のコメントが紹介されました。『自分を高く売る方法』

2022年1月7日 『LEE』にてビースタイル メディア代表 小牟田のコメントが紹介されました。 『ママの就活ジャーナル2022』

2021年3月10日 NHK あさイチにしゅふＪOＢ総研の調査データが紹介されました。『コロナ感染拡大から１年 女性の暮らしは今』

小牟田 斉美株式会社ビースタイル メディア
2020年2月27日
10,000,000円 求人媒体サービス事業

364名（パート含む）（2022年4月1日時点）（連結）

株式会社ビースタイル メディアが運営する「しゅふＪＯＢ」は、大手～中小企業まで業種・職種を
問わず、主婦パートを採用したい企業様20,000社以上にご利用いただいている求人サイトです。
サイトユーザーは年間1000万人を突破し、主婦領域のさらなる雇用創出を目指していきます。

株式会社ビースタイル メディア（しゅふJOB運営会社）

派遣・紹介領域

優秀な人材の採用難が続く中で、成果にコミットできる優秀な人材をご採用いただくことが可
能です。社内にない知識・スキルを持った人材の採用にご活用ください。必要なときに必要な
だけご活用いただくことで、高いコストパフォーマンスを発揮します。
累積取引社数7800社、累積稼働人数7万5千人と、多くのお客様にご活用いただいています。

実績を活かし複業で企業の課題解決を支援する
年収1000万円超えミドル世代のハイクラス人材

メディア領域

週4日、16時までなど、家庭環境や子どもの成長によって変わる主婦の働き方と企業のニー
ズをかけ合わせた求人サイトを運営しています。
主婦ならではのこまやかさと、時短勤務によるコストメリットを強みに、大手～中小企業ま
で業種・職種を問わず全国2万以上の事業所にご利用頂いています。

年間1000万人以上の主婦が利用する求人サイト

RPA領域

テクノロジーを活用して人員余力を創出する「時産ソリューション」を提供。これまでに
800以上の業務をRPA化してきました。RPAの導入診断から、シナリオ作成／開発、保
守サポート、研修による内製化支援、AI-OCR連携まで、トータルでご支援します。
＜取り扱いツール＞
【RPA】UiPath、WinActor    【AI-OCR】DX Suite

ビースタイルグループ サービス一覧

フィールドワーク領域

調査・撮影・清掃・点検・店舗支援作業・配送・送迎など、移動に時間とお金をかけていた全国
に散らばる「現地」での仕事を、10万人の登録者が「スキマ仕事」として代行。子育て・介護中
の方や、学生、サラリーマン、シニアなど多くの人が「スキマ時間」に仕事の一部を担うことで、
人手不足の解消とともに、働き方の新しい形を創出します。

GPS搭載アプリで
「現地」の情報収集

「現地」での
訪問仕事を代行

過去年収500万円～1000万円の企画職、
マーケティング、経理、人事、法務などの
専門職人材

全国の流通・小売を支援する、
売り場の棚づくり・バックヤード業務代行サービス

ロボットの人事部
（Robot Management Department）


