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activo 社員・アルバイト求人サービス概要

NPO・社会的企業、福祉領域向けの 
完全成功報酬型の求人サービスです。 

ピッタリな人材を採用単価5,000円~の格安、 
ノーリスクで採用可能です。
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※ボランティアデータベースサイト『activo』の一部サービスで、2015年12月に開始。 
※ボランティアの募集は従来通り無料です。



activo 社員・アルバイト求人サービスの特徴
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activo 社員・アルバイト求人サービスの特徴
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NPO向けの 
求人広告サービス

一般的な 
求人広告サービス

費用発生の仕組み
　　　　掲載課金型のみ。 
　　　　採用できなくても 
　　　　費用が掛かる。

　　　　多様なサイトがある 
　　　　成果報酬型も多数。

　　　　　成果報酬型。 
　　　　　採用するまで費用はゼロ！

価格
　　　　無料サイトが多い。 
　　　　掲載課金でも5万円~ 
　　　　ほどで比較的安価

　　　　成果報酬型だと、 
　　　　年収の20%~が相場 
　　　　非常に高い。

　　　　　成果報酬型なのに低価格。 
　　　　　アルバイト5,000円~ 
　　　　　社員30,000円~

集客力 　　　　無料サイトは 
　　　　あまり期待できない。

　　　　優れている。
　　　　　SEO※1に優れている。 
　　　　　月間150万PVの実績アリ！

非営利/ソーシャル 
への特化

　　　　特化している。 　　　　特化したサイトは 
　　　　ない。

　　　　　非営利・ソーシャルに 
　　　　　特化している。

成果報酬でNPOに特化しているのはactivoだけ！
※1Google検索結果で上位表示するための最適化
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ノーリスク、超格安
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短期バイト

公益法人価格：5,000円

株式会社価格：10,000円

アルバイト・パート

公益法人価格：10,000円

株式会社価格：20,000円

契約社員・正社員

公益法人価格：30,000円

株式会社価格：60,000円

30日以内の早期退職の場合、50%の返金保証があります。

採用するまでは一切費用はかかりません。 
管理費用、掲載費、応募、面接、全て０円です。
面接までは０円だから、妥協せずに何人でも面接出来ます。

※短期バイト＝勤務期間が1週間以内のアルバイトを指します。 
※株式会社価格＝株式会社/有限会社/合同会社を指します。それ以外の法人格の場合、公益法人価格料金となります。 
※税別価格を表記しております。
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非常に高い集客力
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１

3

月間最高150万PVの実績。

毎年1.5倍のペースでPV数が成長。

旧運営会社CampusがSEO※1に強い。
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5

ボランティア応募者数月間7,000人。

※Campusが運営する『キャンパスマガジン』はSEO流入90%で月間400万PVの実績があります。 
現在運営会社は株式会社activoですが、SEOノウハウは受け継がれています。

※2013年1月に開始したボランティアデータベースサイト『activo』全体としての実績です。

※1 Google検索結果で上位表示するための最適化

2 年間100名弱の採用、年間350名強の応募などの実績
※2020年5月現在での実績です。アルバイト募集での実績です。



非常に高い集客力
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合計70万PVを誇るボランティア検索結果ページの 
上部、下部にて最大９つの関連求人を紹介※1

《PC》東京のボランティア一覧上部 《スマホ》教育ボランティア一覧下部

※1 アルバイト/パートのみ、ボランティア検索結果ページにて「こちらもオススメ」として表示されます。



非常に高い集客力
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24歳以下の学生層、25～34歳の若手社会人層の利用者が多いが、 
35～44歳も多く閲覧しており、幅広い年齢層にアプローチ可能。 

女性が60%以上

年齢 性別
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非営利、ソーシャルに特化した層に出会える
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「ボランティア　東京」

「海外ボランティア 大学生」

「NPO インターン 大学生」 「学生 ボランティア」

「有償ボランティア」

「子供 ボランティア」「NPO 学生ボランティア」

上記の様な非営利、ソーシャルに特化した検索キーワードで、 
上位検索表示（１位～３位）を獲得

「NPO バイト」
「NPO 求人」

「NPO パート」

「社会的企業 求人」 「ソーシャルビジネス 求人」

「npo 求人 東京」



非営利、ソーシャルに特化した層に出会える

12

教育、福祉など特定のテーマに関心が高い方や、 
NPO全般に興味がある層からの応募が多い。

「兄弟が障害を抱えており、福祉に関心を持っている方」

「地方創生、農業を学ぶ学生」

「将来NPOへの就職を考えている方」

「障害児放課後等ディサービス勤務経験者」

「教員志望」

「理学療法士養成の専門学校に通う男性」



導入事例①
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9ヶ月間で50名採用、理念に共感
する質の高い講師の確保の両方を、
最も安い採用単価で実現できた。

株式会社キズキ/NPO法人キズキ

従業員数：約300名(バイト/パート含む)

事業内容：不登校・引きこもり・中退などを
経験した人などに学び直しの機会を提供する
事業「キズキ共育塾」を展開
※2019年9月現在

https://activo.jp/customer_stories/3

導入事例全文はこちら

https://activo.jp/customer_stories/3
https://activo.jp/customer_stories/3


導入事例②
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他媒体は反応がなかったのに
activoで100名超の応募を獲得 
多彩な人材をノーリスク・低コスト
で採用

※2019年9月現在

認定NPO法人 なかよし会

職員数：43名

事業内容：放課後等デイサービス事業、
居宅介護・行動援護・移動支援事業など

https://activo.jp/customer_stories/1

導入事例全文はこちら

https://activo.jp/customer_stories/1
https://activo.jp/customer_stories/1


その他の特徴
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募集ページ作成代行が可能。手間がかからない

掲載数無制限、掲載期限なし！

募集ページ編集はWeb上管理画面からすぐに可能

※詳細(HPなど)を当社までメールで送って頂ければ、こちらで募集ページを作成致します。



登録から費用支払いまでの流れ
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１ activoに登録

3 契約（利用規約への同意）

2 募集記事の作成

activoに登録されていない場合は、 
https://activo.jp/registerから登録してください。

初回応募発生時に、利用規約へのご同意をいただくページをご案内いたします。 
ご確認の上、同意してください。 
利用規約の同意をもって、契約完了と致します。

管理画面よりご希望の職種の募集記事ページを作成して下さい。 
採用に関する情報の詳細を当社までメールで送って頂ければ、 
こちらで募集ページを作成させて頂くことも可能です。 



登録から費用支払いまでの流れ
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4 応募者への返信対応

5 初出勤・採用決定

貴社の求人募集ページを見たユーザーから応募が来ますので、 
貴社の任意の進め方で選考を行っていただきます。 

初出勤(研修等含む)をもって採用決定とさせて頂きます。 
採用・不採用の結果を管理画面上より当社へご申告ください。



Q&A
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Q. 求人の掲載期間はありますか？

A. 掲載期間の制限はございません。 
本当に必要な人材が採用できるまで掲載可能です。

【サービス全般について】

Q. 一度掲載を開始した場合、 
掲載し続けなければならないですか？

A. 掲載の有無の切り替えは管理画面から簡単に行えます。 
人が必要な場合のみ、求人広告を掲載することが可能です。



Q&A
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Q. どんな事例がありますか？

A. 1年間で100名弱採用されたお客様もおられます。 
年間10名以上採用のお客様も多数です。 
アルバイト/パートでの実績が多いですが、正社員での 
新卒採用、中途採用ともに実績がございます。 
こちらの導入事例のご紹介ページも是非ご覧ください。

【実績等について】

Q. 地方でも集客力はありますか？

A. ボランティア募集サイトとして全国で実績がありますので、 
地方でも問題なく閲覧数を集めることが可能です。

⇒ノーリスクですので、まずはお気軽にご掲載ください！

https://activo.jp/customer_stories


Q&A
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Q. 採用の定義は何ですか？

A. 採用とは、求職者が1日でも勤務（研修を含む）をした事を 
いいます。勤務及び研修が始まるまで一切料金は発生しません。

【料金、お支払いについて】

Q. 求人広告を掲載後、求職者を採用した場合、 
支払いの流れはどのようになっていますか？

A. 求職者の方の初出勤日より30日以内に当社の指定する口座に 
お振り込みをお願いしています。



Q&A
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Q. 求職者からの『問い合わせ』がきっかけで採用に結びついた 
場合でも、費用はかかるのですか？

A. はい。当サイトの求人募集ページには『応募』と『問い合わせ』の 
2つのフォームがございますが、どちらからの採用でも、費用は 
発生します。

【料金、お支払いについて】

Q. 求職者が早期に退職した場合、費用の返済はありますか？

A. 30日以内に退職された場合、費用の50%をお客様の申請後 
60日以内に返金いたします。 
ただし、貴社の都合により解雇された場合、申請日が退職から30日 
以上経過している場合はご返金できませんのでご注意ください。
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何かご不明な点がございましたら、  
下記メールアドレスまでご連絡ください。  

info@activo.jp

運営会社 
株式会社activo 
設立:2017年11月1日 
代表者:小澤佳祐 
スタッフ数:10名（アルバイト等含む）

mailto:info@activo.jp

