
● 名古屋オフィス

● 京都オフィス

● 福岡オフィス

● 横浜オフィス

● 大阪オフィス

シフト作成から人件費

シミュレーションまで

を可能にしたバイトル

のシフト管理サービス

です。パソコンで簡単

にシフト作成・確認が

でき、シフト管理にか

かるコストの大幅削減

を実現します。

バイトル社員は、社員

登用を目指すユーザー

向けに正社員・契約社

員の仕事を掲載。カス

タマイズ可能な応募

フォームで豊富な応募者

情報を取得可能にし、

貴社の採用活動を成功

に導きます。

お役立ていただけるツールです。自動取込機能

であらゆる応募経路からの応募者の一元管理を

実現！ 自動面接依頼機能で対応しづらかった

応募者へもスピーディーにアプローチ！ 面接率・

採用数ＵＰや作業効率ＵＰなどにご活用いただ

くことで、貴社の募集活動を成功に導きます。

アプリならではの検索スピードを

実現し、スマートフォンユーザーの

バイト探しをサポート！！一度検索

した条件を保存すると、希望にあっ

た新着バイト情報を通知します。

バイト先のシフトをカレンダー管

理！登録したシフトから給与額を

グラフ表示できるので毎月の給料

も予測可能。バイトルシフトとの

連携機能も搭載！

「写真貼り付け」や「学歴自動入力」

で、簡単に履歴書作成！作成した

履歴書はメールに添付したり、他

のアプリと連動してコンビニや自

宅で印刷可能。

顔写真を撮影して、気になるアル

バイト先の制服に着替えられるカ

メラアプリです。作った画像を友人

とシェアするなど、楽しくバイトル

を知ってもらえます。

「応募や選考のプロセ

ス」を可視化し、コスト

削減や採用戦略に

バイトルの
制服アプリ

バイトルの
履歴書作成

バイトルの
シフト管理

バイトル for
スマートフォン

※ 記載されている社名、サービス名、ロゴマーク等は、各社の商標登録です。
※ 記載画面は2015年9月現在のものであり、一部開発中のものを含む場合があります。掲載内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

その他 ディップ株式会社が運営する求人サイト

〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町4-4-17 ニッセイ三宮ビル7F
078-389-5500 078-389-5501

● 神戸オフィス

● 新橋オフィス

〒105-0004 東京都港区新橋2-2-9 KDX新橋ビル 7F
03-6891-3651 03-6891-3652

神田オフィス / 北千住オフィス / 池袋オフィス / 船橋オフィス / 立川オフィス / 町田オフィス / 大宮オフィス / 川崎オフィス / 千葉オフィス /
高崎オフィス / 金山オフィス / 岡崎オフィス / 岐阜オフィス / 京橋オフィス / 小倉オフィス

● その他拠点

● 難波オフィス

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-1  アクロス福岡9F（西オフィス）

ディップ株式会社は「プライバ
シーマーク」使用許諾事業者と
して認定されています。

バイト探しは、
スマホでバイトル！！



しかも、掲載中いつでも原稿の作成・修正ができます

バイトルなら、すぐに掲載をスタートできます。紙媒体の

ように、締切日や発行日を気にする必要はありません。

また、契約期間中は無料で何度でも原稿修正が可能です。

※ 再掲載において、掲載原稿のご用意がある場合が対象となります。
　 新規掲載の場合は、各種情報登録に１営業日以上が必要です。

バイトルユーザーの８割以上は、

スマートフォンからの応募です。

主流デバイスは、ＰＣ・ケータイから

スマートフォンへ移行しています。

バイトルは使いやすさにこだわった

スマートフォン専用サイトで多くの

ユーザーから支持を得ています。

応募バロメーターや動画・制服写真でユーザーへ訴求できます

応募状況がわかる「応募バロメーター」、職場の雰囲気を伝える「動画配信サービス」、勤務先の服装が見ら

れる「制服写真掲載機能」など、ネットならではのユニークな機能でユーザーの応募動機を形成します。

応募状況がひと目でわかる

応募バロメーター
職場の雰囲気を伝える

動画配信サービス
勤務先の制服が見られる

制服写真掲載機能
今の応募状況を５段階で表示。

応募状況にあわせたポジティブ

な表現で、ユーザーの応募を促

進します。

職場や一緒に働くスタッフの雰

囲気を応募前に伝えることで、

ミスマッチを改善する効果があ

ります。

制服写真の掲載が可能です。

制服に興味のあるユーザーに

ビジュアルで訴求できます。

サイ ト に すぐ反映！更新したら・・・

３ ネットならではの機能が満載

２ スマートフォンに強い

１ お申込み当日から掲載が可能

※ 2012年10月バイトル調べ

アルバイト探しをする際、勤務先

の制服・服装は気になりますか？

とても気になる
＋気になる

とても気になる
２５.６％

気になる
３７.５％

６３.１％６３.１％

あまり気にならない
３１.９％

まったく
気にならない
５.０％

Ｑ.

2015年2月時点
バイトル応募者データより

ケータイ

８７.７％

ＰＣ

スマート
フォン

2014年2月時点

スマート
フォン

７９.６％

１７.９％

ＰＣ ２.５％

ケータイ

今や、主流のスマートフォンで評価されています

スマートフォン
ユーザー増加中

２.１％１０.２％

どの料金プランでも、同じ量の情報を掲載できます

他社商品プランのように、料金プランに応じて、

掲載できる文字数が変わることはありません。

人気タレント起用の大型プロモーションで、さらに知名度向上中です
テレビＣＭや番組とのタイアップ、ＷＥＢ広告など、様々なコンテンツにより高い知名度を誇ります。

多くの閲覧数を獲得しているバイトルなら、応募者数獲得の可能性も高まります。

特に、若年層・学生層から多くの支持を獲得しています
バイトルのユーザーは、学生が全体の約４割、１０代から２０代が約７割。比較的若い層にアプローチできます。

６ 年齢・性別を問わず幅広いユーザーから人気

５ サイト外でも様々なプロモーションを実施

４ プランにかかわらず原稿量が豊富

※ 2015年2月時点バイトル応募者データより

※時期によって内容が異なる場合があります。(写真は2015年9月時点実績より)

仕事内容、給与、勤務時間帯など、

 「貴社が伝えたい=ユーザーが知りたい」

情報をしっかり伝えることができます。 一緒

どのプランも
 情報量は

どのプランも
 情報量は

同じ原稿内容で、プランの変更も可能です。

PプランＡプラン

性別

女性 64％男性 36％

属性

専門・短大
大学院生

6.3％

専業主婦
・主夫

その他 5.6％

契約・派遣
社員

高校生

6.3％

大学生

24.9％

無職

10.8％

6.4％

正社員 6.8％

アルバイト・
パート 19.7％

13.2％ ５０歳～ 3.6％
～１９歳

29.2％

３０～３４歳

7.6％

２５～２９歳

12.6％

２０～２４歳 32.7％

３５～３９歳

5.7％

４０～４４歳 5.2％
４５～４９歳 3.4％

年齢

※アルバイト求人情報 利用者調査2014年12月 16-49才男女（調査機関：楽天リサーチ）



オプション

貴社ニーズに応じて、オプション商品も購入いただけ
ます。主要オプションは以下のとおりです。

ご予算に応じてプランをお選びいただけます。上位
プランほど仕事一覧での露出度が高まります。

プラン

Ｐプラン （プレミアム）

Ｄプラン

Ｃプラン

Ｂプラン

Ａプラン

ＰLプラン （プレミアムライト）

露

出

度

※ 上記は主要オプションであり、他にもオプション商品をご用意しております。

　 詳細は営業担当へお問合せください。

※ 掲載開始日、動画の有無、大画像の有無によっても露出度は変動します。

※ 大画像をご希望の際は、Ｐ～Ａと合わせ「+（プラス）プラン」とご用命ください。

★ プラン変更・オプション商品で露出度アップが可能です

フラグなし

★ピックアップ★ピックアップ

★ピックアップ★ピックアップ

ピックアップ！！

ピックアップ！

急募！

AppStoreまたは Google Play(Playストア)

で「バイトル」と検索してダウンロード！

無料アプリもあります。

用

※サイト閲覧時の推奨ブラウザはWindows版 Internet Explorer８.0またはGoogle Chromeです。　

※ 「iPhone」、「Ａｐp Store 」はApple Inc.の商標です。　※ 「Ａｎｄｒｏｉｄ」、「Google Play」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。  ※ 「i-mode」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。  ※ 「ＥＺweb」はＫＤＤＩ株式会社の商標または登録商標です。  ※「Ｙａｈｏｏ！」は米国Ｙａｈｏｏ！ Inc.の登録商標です。

勤務地以外のエリアにも仕事情報を訴
求することが可能な商品です。

スマートフォン・ＰＣ・ケータイのＴＯＰ
ページに表示されるＰＲ商品です。

毎月変わる特集テーマにあわせて入稿
できるＰＲ商品です。

貴社オリジナルページを作成し、
ＴＯＰページからリンクする商品です。

スカウトメール 
HTMLメルマガ

バイトル会員へ、メールで直接アピー
ルできるプッシュ型の商品です。

エリアリスティング

ＴＯＰ ＰＲ

ツキイチ！

Ｃｌｏｓｅ-ｕｐ !


