


求⼈広告を
掲載しても
応募が来ない

繁忙期だけ
増員したい

教育しても
すぐに辞めてしまう

当日にシフトの
欠員が出た
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こんなお悩みありませんか？

そのお悩み、 が解決します！
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タイミーの特徴

最速7秒の
⾼速マッチング

導⼊・運⽤コスト
完全無料

経験豊富な
即戦⼒ワーカー 安⼼の労務⾯



シンプルで簡単！
条件を⼊⼒するだけで⾃動マッチング

必要なスキル

⼈⼿が欲しい時間

報酬
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タイミーの使い⽅

条件を設定して
募集ボタンを押すだけ！

約100万⼈のワーカーに
募集が公開されます

条件に合致した
ワーカーだけが
お仕事を確定できます



アプリリリース1年で
100万⼈突破 ! !

圧倒的登録者数で

最短7秒マッチングを実現！
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登録ワーカー数

⼤学⽣やフリーター、主婦の⽅を中⼼に

（※1⽇あたりのタイミーアプリを⾒てる⼈）
アプリDAU※も5万ユーザー突破！



若年層を中⼼に、男⼥問わず活⽤中！
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登録ワーカー属性

10代
13%

20代
61%

30代
15%

40代以上
11%

⼥性
40%男性

60%

年齢 性別
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導⼊企業⼀例

他10,000店舗以上が導⼊済み！



①勤務者の情報が⾒れる

過去にタイミー上で働いた店舗からのレビュー評価やスキルなどを
事前に確認できます

・顔写真
・総業務回数
・総業務時間
・ペナルティポイント

（遅刻+1、直前キャンセル+8）
→8ptになると1ヶ⽉利⽤停⽌措置。

・キャンセル率
・店舗からのレビュー評価
・スキル
※勤務者の情報は無料で確認できます
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タイミーが選ばれる理由



評価制度
顔写真・評価・レビュー・ワーカーの保持している
スキルスコアを事前に確認できるので安⼼です。
もし働きに来るワーカー情報に不安があれば、別の
ワーカーに変更することも可能です。

スキルでワーカーを絞り込み

低いドタキャン率

仕事に必要なスキルで条件を絞ることができ、
事前にミスマッチを防ぐことができます。

業務前⽇確認の徹底、評価精度＆ペナルティポイントの
設計により無断⽋勤率0.5%となっております。
他企業と⽐較してもかなり低い数値となっております。
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タイミーが選ばれる理由
②質の⾼いワーカー



③単発で終わらない！リピート機能

既存アルバイトと同じレベルで働けるワーカー
お気に⼊りリストに登録しているワーカーだけに
募集を公開する限定公開を活⽤すると、
優秀なワーカーだけを呼べるようになります。
定期的に働きにきてもらうことで、
貴社のマニュアルがしっかり頭に⼊った
正規アルバイトと同じ働きをしてもらえます！

お気に⼊りリストの活⽤
働きにきたワーカーの中で、リピートして欲しい
ワーカーをリストとしてためる事ができます。
何度も同じワーカーが働きに来る事で、
教育コストの削減が可能です。
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タイミーが選ばれる理由



働きに来たワーカーを無料で引き抜きが可能です。
その際、弊社への報告義務・紹介料等⼀切必要ありません。

優良ワーカー

⼀度働いてからの採⽤を⾏うことで
「思っていた⼈柄と違う」 「教育してもすぐにやめてしまう」
などのミスマッチを防ぎます。

「うちのアルバイトになってほしい！」

店舗
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タイミーの利便性（⻑期採⽤が無料でできる）

「もっとここで働きたい！」

POINT

⻑期採⽤



実はタイミーワーカーも正規雇⽤されたい！
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⻑期採⽤が活発な秘密

思う
53%

思わない
19%

どちらでもない
28%

タイミー のような単発バイトアプリを通じて
働きやすい職場に出会えたら正規雇⽤として
働きたいと思いますか？（タイミーの意識調査より）

※2,233件の回答

左の図のように、過半数のユーザー様が
⾃分にあった正規雇⽤先を探していることもあり
⻑期採⽤成功のお声を数多くいただいております。



タイミー上で同じワーカーを5回勤務させて
採⽤した場合の1⼈あたりの採⽤費は約8250円※。
通常の採⽤費よりも43,750円も採⽤コスト削減につながります。
タイミーであれば通常の採⽤でかかる費⽤で、6⼈採⽤することが可能です。

実際に1ヶ⽉で3店舗で10名雇⽤された企業様もございます!
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タイミーの利便性（採⽤コスト削減）

通常求⼈媒体を使った場合の採⽤コスト 52,000円

タイミー5回勤務後に採⽤した場合のコスト 8,250円

※ 1⼈あたりの平均採⽤コスト https://ds-b.jp/ds/publics/index/474/ 参照

※時給1100円1⽇5時間勤務
5500円×30％＝1650円 ×5回

https://ds-b.jp/ds/publics/index/474/


軽作業や単純作業をタイミーワーカーに任せたことによって
既存スタッフの負担を軽減することができました。
常連の主婦や農家さんと話す時間が増えてきて、
お店の雰囲気がよりよくなりつつあります。

▼ 現場からの声
「余裕ができたことによって、既存スタッフの⽅々も
仕事に楽しさが出てきているのではないかと感じています。
ワーカーの質がとても良いです。
スポットなので、コスト⾯も抑えつつ⼈員補填できます。」

▼ ワーカーさんからの声
「品出しをもくもくやる作業で時間が経つのが早く感じました。
従業員の⽅達は優しくて良い⽅達だったので、
とても働きやすかったです。⼜働きたいです。」

マッチング率 リピート率 Good率 平均マッチ
スピード

100%
企業名：某⼤⼿スーパー
導⼊場所：千葉県市川市の店舗
業務内容：品出し・前出し・軽作業の補助

68% 2時間100%
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⼩売導⼊事例｜店舗スタッフ
労働環境をより良くし
既存スタッフに楽しく仕事をしてもらう為
単純作業をタイミーにお任せ！



マッチング率 リピート率 採⽤⼈数 平均マッチ
スピード

89%

企業名：株式会社シップス
導⼊場所：物流センター
業務内容：袋詰め・タグ付け・棚⼊れ・ピッキング・仕分け

豊洲の物流センターで
誰でも出来る単純作業をお任せ！
主に袋詰めやタグ付けなどの単純作業をワーカーさ
んにお任せされています。「業務開始前に指導の時
間を確保する」や「既存スタッフを近くに置く」な
どの、ワーカーさんに安⼼してお仕事をしてもらえ
る環境づくりを⼼がけているそうです。その環境づ
くりがリピートや採⽤に実績として現れています。

▼現場からの声
「ワーカーさんは⼈柄の良い⽅が多く、業務の飲み込みが
早いので安⼼して業務を任せることができます。」

▼ワーカーさんからの声
「業務内容がわかりやすく、短時間で集中してお仕事でき
ることが魅⼒です。
既存スタッフもとても優しく丁寧に指導してくれて、業務
がしやすかったです。」

69% 3名 3時間
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物流導⼊事例｜物流倉庫



リピート率 Good率 マッチング
スピード

企業名：株式会社⾸都圏WMS
業務場所：埼⽟県⽇⾼市最寄駅より徒歩15分
業務内容：アパレルやサプリ、⾷品等の倉庫で梱包、⼊荷作業

新たに様々な業務地で⾏っていただく、仕事でもす
ぐに⼈⼿を集めていただいております。
派遣でお願いするよりも安いことも魅⼒です。
また、センター⽴ち上げでも利⽤いただいており、
忙しい時でも簡単な操作で⼈員を確保することに成
功しています。

▼現場からの声
「募集を出した際のマッチングスピードに

いつも驚かされます。」

▼ワーカーさんからの声
「物流の裏側を知ることができて良かったです。

構内のBGMを聴きながら作業できるので、
気持ちよく勤務することができました。
何⽇か勤務したことで新しいことを
教わることができて楽しいです」

90% 99% 19秒
お気に⼊り
登録数

200名

リピート率が90%以上！
センター⽴ち上げにもタイミーで⼈員確保！
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物流導⼊事例｜物流倉庫



マッチング率 リピート率 Good率 平均マッチ
スピード

78%

企業名：株式会社アイ・ビー・エス
導⼊場所：千葉市稲⽑区
業務内容：床の拭き掃除・モップ拭き・ガラス拭き

導⼊から140名稼働し、連続して勤務してくれた
ワーカーさん2名の⻑期採⽤に成功しました！
現在も継続して勤務していただいており、
定着率も⾼くなっています。
また既存社員の平均年齢よりも若い⼈材の
採⽤ができております。

▼現場からの声
「“若い⼦が働きに来てくれる事で業界のイメージを

変えられる”という意⾒をいただいております。」

▼ワーカーさんからの声
「掃除をしてすっきり気持ちいい気分になりました！

もくもくと作業出来て、ご指導頂いた⽅もとても優しくて
とても働きやすかったです！」

43% 96%
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清掃導⼊事例｜マンション清掃

20代の⻑期採⽤に2名成功！

4時間



飲⾷導⼊事例｜採⽤コストの⾒直し

タイミーでは“働きに来た⼈を引き抜きOK”だったため
良い働きっぷりのワーカーさんをスカウト。
その結果、⼀⼈当たり5,000円弱※で採⽤に繋げること
ができ、導⼊前に⽐べて約95%の採⽤費削減になりました。

※ タイミー利⽤⼿数料のみの価格
まつおか別邸囲炉裏 Nogizaka様

オープン当初はアルバイト募集への応募が来ず、
採⽤に苦労していました。
採⽤広告媒体で募集をかけていた頃は、アルバイト
⼀⼈採⽤あたり10万円程かかっていました。
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導⼊後、採⽤コスト95%減！
タイミーなら⻑期採⽤にも貢献できます！



③源泉徴収が不要なシステム搭載①雇⽤契約締結・オンライン化
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労務⾯における3つの強み

②給与の⽴替払い&即払い

安⼼かつ運⽤がラクだからこそ
シェア&満⾜度No.1※サービスの実績
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東京都渋谷区道玄坂１丁目２２−
９ 9F 10F Ad-O 渋谷道玄坂

田中 太郎

タナカ タロウ

給与

東京都昭島8-111111-8

株式会社金平糖 012-3232-4242

2019 9 11 10 10 31

32  350 0

元

年調未済

労働条件通知書 給与⽀払いフロー 源泉徴収表

2019年4⽉より労働条件通知書が電⼦
化でも認められました。
雇⽤契約締結に紙が必要なくなりまし
た。
弊社システムでは⾃動で案件投稿時に
労働条件通知書が⽣成されます。

企業様がワーカー様に⽀払う給与をタイ
ミーが⽴替でお⽀払いしております。
（法的にも問題ない形で運営）
企業とワーカーの間で現⾦のやり取りは
⼀切ございません。
企業様は⽉末締め翌⽉末払いとなってお
ります。

・1案件⽇給9300円以下
・同⼀企業,継続雇⽤２ヶ⽉以内
（３ヶ⽉連続で働きたいワーカーは⻑
期採⽤推奨）
上記2点を遵守できるシステム構築済
みです。また、ワーカー様がアプリ上
で企業様名義で源泉徴収票を⾒ること
ができます。

※当社調べ



基本⼿数料

⽇当(交通費含む)の30%のみ

交通費 ⽀給有無の選択が可能

振込⼿数料 1⼈あたり220円

⽉末締め翌⽉末までの請求書による⼀括精算

<システム⼿数料>
例／時給1,100円で5時間勤務した場合
時給1,100円 × 5h + 500円(交通費) = 6,000円
6,000円 × 30% = 1,800円 （税別）

<振込⼿数料>
例／ 1ヶ⽉で1⼈のワーカーが10回勤務した場合
220円
例／ 3⼈のワーカーが10回勤務した場合
660円
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料⾦体系

（税別）

➕



①
申込書フォーム・
アカウントシート

記⼊

②
アカウント発⾏、
テンプレート作成

③
運⽤説明
及び
募集開始

④
勤務開始

QRコード出退勤

⑤
ワーカーの評価
（お気に⼊り登録）

お申し込み

20

タイミー導⼊の流れ

案件投稿 稼働中

①初回案件希望⽇時と業務写真2~4枚（内装、働く様⼦、働く仲間など）も頂きます。

②申込書受理から5営業⽇を⽬安にご共有致します。
③責任者会議（15分ほど）にてあるいは店舗・施設責任者に運⽤説明

④QRコードはアカウント画⾯にあります。印刷しての活⽤も可能です。
⑤評価をするとワーカーのリピート率が上がります。リピート率70%以上の店舗も！
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Q1. 派遣会社と何が違いますか？
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よくある質問

A. タイミーはワーカーと企業・店舗様のマッチングの場を提供しています。
派遣会社とは違い、ワーカーさんと企業・店舗様で直接契約（直雇⽤契約）を結んでおります。
その為、4⽉から始まる『同⼀労働同⼀賃⾦』の適⽤外となります。

Q2.ドタキャンが発⽣した場合どのような処理がなされますか？
A. キャンセルポリシーに則りペナルティポイントが加算されます。

ペナルティポイントが8ポイントを超えた場合、アプリ利⽤停⽌の措置を取っており
場合によってはアカウントの永久利⽤停⽌の処置を⾏なっております。

Q4. 出勤時にワーカーさんと別途契約を結ぶ作業は必要ですか？
A. 出勤時、ワーカーさんと雇⽤契約書を結ぶ作業はございません。

また、業務開始時のQRコード※を読み込んだ時点で契約締結となります。

Q3. 出勤・退勤の処理はどのように⾏いますか？
A.各店舗に付与されたQRコード※を出勤・退勤時に読み取っていただくだけです。
QRコードはあらかじめ印刷、スクリーンショットをしておけばすぐに処理ができて便利です。
マッチングした⼈しか読み取れないのでセキュリティ⾯も万全です。

Q5. ⽇本籍でない⽅もユーザーにいますか？
A. 現在、弊社サービスには外国籍の⽅はほぼおりません。
アップロード必須の⾝分証を免許証、⽇本国籍のパスポート、
住基カード、個⼈番号カード、住⺠票の5つに限定しております。
労働時間の管理の観点からの措置です。

※勤怠専⽤QRコード
（アカウント発⾏時に付与されます）



https://form.run/@timee-sc

https://form.run/@timee-sc

