しゅふきた

しゅふの「働く」を応援する
北海道全域を網羅する求人Webサイト。
しゅふの仕事探しの、定番アイテムです。

北海道
全エリア

「扶養控除」
「土･日･祝休み」
「フルタイム求人」など…
しゅふ層が気になる応募条件やワードを熟知している私たちだからこそ
ご提案できる求人内容があります。

「しゅふきた」は、家事や育児や介護などで時間的に制約あるパート層や、
子育てが一段落し再度仕事を通じて社会と繋がりを持ちたいと考える

We bと誌面両方で
幅広いユーザーにアプローチ！

フルタイム求職者層など、
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関連サイト

▼

「しゅふの様々な働き方」を提案･応援する求人Webサイトです。

北海道 エリア選択へ

求人
WEB
サイト

札幌・小樽近郊

札幌

■しゅふきた（求人Ｗebサイト）

https://shufukita.jp/
情報更新日 札幌（毎週月・木曜日／朝6時更新）
札幌以外（毎週月曜日／朝6時更新）

ホーム

マイクリップ

ログイン

会員登録（無料）はこちら！

しゅふきたスタッフがキニナル求人

2018年からWebタイプが2種類から７or8

しゅふきたセミナー

種類に大幅に増えました。それにより、より多

時間

5,000円（5,400円）
2週/9,500円
（10,260円）＜5%OFF＞
4週/18,000円
（19,440円）＜10%OFF＞

※2週・4週料金は最初に2週・4週でお申し込みの場合のみ、それぞれ5%・10%引きとなります。
※（

）内の料金は消費税込価格です。

勤務エリア
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We bタイプ❹
スーパーしゅふきた

ア パ

青果品出しスタッフ
Web応募OK
クリップする

ア パ
土日祝休み

車通勤OK

クリップ一覧

クリップとは？

W e bタイプ❻
スーパーしゅふきた

青果品出しスタッフ
Web応募OK
クリップする

ア パ
土日祝休み

車通勤OK

クリップ一覧

クリップとは？

現在しゅふスタッフ15名が
青果として活躍中！
20代から70代まで様々な世代が
いますので、
あなたの休み希望等に
柔軟に対応可能です。

様な方法で掲載企業様の魅力を訴求できる

から探す

雇用形態

青果品出しスタッフ
Web応募OK
クリップする

土日祝休み

車通勤OK

クリップ一覧

クリップとは？

スーパー

慣れるまでの10勤務ほどは先輩が一緒に品出し

をしますので、
お客様に
「あのチラシの商品どこ？」

時給950円以上
土･日･祝休みOK!

などと声を掛けられ右往左往という事もありませ

んよ。
お子様の急な発熱や突発的なお休みもまわ

扶養範囲内でもフルタイムでも､あなたのライフス

タイルに合わせて働けます。

現在しゅふスタッフ15名が
青果として活躍中！
20代から70代まで様々な世代が
いますので、
あなたの休み希望等に
柔軟に対応可能です。
慣れるまでの10勤務ほどは先輩が一緒に品出し

最初は緊張しますが、
すぐに慣れてお客様と
世間話ができようになりますよ。
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お客様に
「あのチラシの商品どこ？」
などと声を掛けられ右往左往という事もありませ

んよ。
お子様の急な発熱や突発的なお休みもまわ

現在しゅふスタッフ15名が
青果として活躍中！
20代から70代まで様々な世代が
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んよ。
お子様の急な発熱や突発的なお休みもまわ

りでカバーできます。

りでカバーできます。

タイルに合わせて働けます。

タイルに合わせて働けます。

扶養範囲内でもフルタイムでも､あなたのライフス

とともに、上位配信のご要望にもお応えでき
検索

1週/

を実現しています。

しゅふきた注目コーナー

フリーワードから探す

配信料金

で探す求職者まで、幅広い層への情報到達

We bタイプ❷
スーパーしゅふきた

りでカバーできます。

求人検索

※アルキタ、アルキタオタルナビ、ジョブキタ、各シゴトガイド本誌+Webの
ご掲載が条件となります。

ン・ＰＣを中心に仕事を探す求職者から、雑誌

We bタイプが大幅増！
多彩な表現と上位検索を実現。

主婦（夫）のお仕事探しを応援するイベントやセミナーの一覧

アルキタ、アルキタオタルナビ、ジョブキタ、
各シゴトガイドに準じます。※各ページ参照ください。

キタ、アルキタオタルナビ、ジョブキタ、各シ
ゴトガイド（7誌）誌面にも掲載。スマートフォ

求人特集

新規・お久しぶり掲載の求人をピックアップ

配信スケジュール

しゅふきたに配信される求人情報は全てアル

掲載例/Webと誌面、セットでの販売です。詳しい内容は別紙各媒体の詳細リーフレットをご参照ください。

扶養範囲内でもフルタイムでも､あなたのライフス

るようになりました！

職場写真やスタッフコメントの
追加で、求職者にしっかり届く！

新商品や人気商品に詳しくなれるのも楽しい！
お子さんに自慢できるかも！？
募集要項
【勤務先】

函館市富岡町3丁目23-5

[資格]

未経験者歓迎､ブランクＯＫ
ご家庭をお持ちの方やシニアの方も歓迎

Web上位のタイプは写真やメッセージを多数

[待遇]

入社祝金5千円(3カ月勤務者)
扶養内勤務､雇用労災有

利用でき、仕事内容をわかりやすく表現した

[応募]

電話の上､写真付履歴書を持参

り、職場の雰囲気をリアルに伝えられるなど、

から探す

一層求職者へ訴求できます。またユーザーか

マイクリップを見る

ら目につきやすい検索結果一覧の上位に表
示されます。

活躍の幅が広がるしゅふ求職者へ
フルタイム求人のコーナーも設置！
働く側からも雇う側からも、多数のニーズが
寄せられ、2018年に週30時間以上の勤務
と正社員・準社員など、フルタイム・社員系求
人のコーナーを新設しました。

働く上で役立つ情報や、しゅふの
活躍を紹介する読み 物も充実！
履歴書の書き方や面接の服装・ノウハウ、しゅ
ふの仕事探しの体験談や働きぶりなど、働き
たいしゅふに好評の読み物もラインナップ!
しゅふ求職者の様々な「シゴト」に関する情

★季節の野菜や果物に囲まれる毎日は心にも良い
影響がありそう！と多くのスタッフが口を揃えます。

最初は緊張しますが、
すぐに慣れてお客様と
世間話ができようになりますよ。
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お子さんに自慢できるかも！？

新商品や人気商品に詳しくなれるのも楽しい！
お子さんに自慢できるかも！？
フォトギャラリー
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未経験者歓迎､ブランクＯＫ
ご家庭をお持ちの方やシニアの方も歓迎

[待遇]

入社祝金5千円(3カ月勤務者)
扶養内勤務､雇用労災有

[応募]

電話の上､写真付履歴書を持参

or

★季節の野菜や果物に囲まれる毎日は心にも良い
影響がありそう！と多くのスタッフが口を揃えます。

担当者より（打ち替え可能）
たくさんのしゅふスタッフが勤務していますので
持ちつ持たれつで楽しく勤務しています。
休みたい時に休める環境を実現しています。

インタビュー

店長 佐々木より

業界の知識や資格は一切必要ありま
せん!専門的なお話は全て営業が行
うので､お客様を席に案内して､飲み
物を出したりなど簡単な接客業務をお願いします。事
務作業なども社員の補助業務がメインになりますので､
基本は月曜･木曜の完全週休2日制ですが､家庭と両立
したい!等の希望があれば､土日休みも対応できます｡扶
養内勤務を希望する方は、長期休み等で調整すること
もできますので､お気軽にご相談下さい。

募集要項
【勤務先】

函館市富岡町3丁目23-5

[資格]

未経験者歓迎､ブランクＯＫ
ご家庭をお持ちの方やシニアの方も歓迎

[待遇]

入社祝金5千円(3カ月勤務者)
扶養内勤務､雇用労災有

[応募]

電話の上､写真付履歴書を持参

★季節の野菜や果物に囲まれる毎日は心にも良い
影響がありそう！と多くのスタッフが口を揃えます。

担当者より（打ち替え可能）
たくさんのしゅふスタッフが勤務していますので
持ちつ持たれつで楽しく勤務しています。
休みたい時に休める環境を実現しています。

報を配信しています。

働きたいしゅふの背中を
後押しするイベントも多数開催。
「ブランクがあるから」
「未経験だから」
「扶
養控除って？」そんなしゅふ層にも、
「お仕事
説明会」
「 お仕 事セミナー 」
「 各 種 講 座 」な
ど、背中を後押しするイベントにも取り組み、
働くしゅふ層の拡大にも務めます。
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