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●多くの大学、短期大学、専門学校での学生アルバイト紹介業務は、財団法人学生サポートセンター（文部科
学省主管）が指導する株式会社ナジック・アイ・サポートに業務委託されております。

●株式会社ナジック・アイ・サポートは、『学生アルバイト情報ネットワーク』事務局を運営しており、業務委
託している各大学の学生にアルバイト情報提供を行っております。

●サーバー・メンテナンスなど運営の経費につきましては、掲載料として求人企業様に、ご負担をお願いいた
しております。
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大学・短大・専門学校へのアルバイト求人の総合窓口

学生アルバイト情報ネットワーク

大学、短大、専門学校のアルバイト紹介業務は、

　「学生アルバイト情報ネットワーク」事務局が受託しています。

学生アルバイト情報
ネットワーク事務局
学生アルバイト情報
ネットワーク事務局

大学・短大・専門学校
（各校専用アルバイト紹介システム）

学生

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

大学・短大・専門学校
（各校専用アルバイト紹介システム）

学生

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

アルバイト求人 アルバイト情報配信

アルバイト情報閲覧アルバイト応募

大学・短大・専門学校へのアルバイト求人の仕組み

■アルバイト紹介について

運営指導：

●アルバイト情報は、インターネットより情報が配信されており、パソコンやスマートフォン、携帯電話を
利用して、学生が学校のホームページからリンクされている専用ページで自由に閲覧できます。

URL  http://www.gakusei-sc.or.jp/ 

運　　営： URL  https://www.nasic-is.co.jp/

URL  http://www.aines.net/

第９条 [ 規約の改定 ]
この規約は、当ネットワークの裁量により、当ネッ
トワークのウェブサイト等で告知の上、適宜変更さ
れることがあります。本利用規約が変更された後、
求人企業がこの規約に基づくサービスの利用を継続
した場合は、改定された本利用規約を承諾したもの
とみなします。

この規約は平成 23 年 3月 11 日に改訂し、平成 23
年 3月 14 日から適用します。

この規約の改訂に伴う経過措置
１．この規約の適用日時点で本ウェブサイトに掲
載されている求人票は、旧規約に基づく求人票記
載の掲載期間の終了日まで旧規約に従いお取扱い
します。
この規約の適用日時点で企業・団体の登録をされ
ている企業・団体はこの規約を承認されたものと
して、以後お取扱いさせていただきますので、あ
らためて企業・団体の登録手続きは不要です。

学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト利用規約

学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト（ド
メイン名：ｗｗｗ．ａｉｎｅｓ．ｎｅｔ、以下「本ウェ
ブサイト」といいます。）の利用にあたり、株式会
社ナジック・アイ・サポートがアルバイト求人の提
供を目的として運営する、学生アルバイト情報ネッ
トワーク（以下、「当ネットワーク」といいます。）
では、次に掲げる利用規約（以下、「この規約」と
いいます。）を設けており、本ウェブサイトのご利
用はこの規約の承諾を前提としておりますのでご了
承下さい。者をいいます。
第１条［利用規約について］
この規約は「学生アルバイト情報ネットワーク利用
規約」による手続きを経て、お客様番号とパスワー
ド ( 以下この両方をあわせて「承認番号」といいま
す。) を取得した求人企業の本ウェブサイト利用に
関する規定を定めたものです。

第２条［承認番号の管理］
（1）求人企業は、当ネットワークから取得した承認
番号の管理責任を負うものとします。
（2）求人企業は、承認番号について、第三者への利
用、開示、貸与、譲渡、名義変更、売買および質入
等をしてはならない
ものとします。
（3）求人企業による承認番号の管理不十分、使用上
の過誤、第三者の使用等による損害の責任は求人企
業が負うものとし、
当ネットワークは一切の責任を負いません。
（4）第三者が求人企業の承認番号を用いて、本ウェ
ブサイトを利用した場合、当該行為は求人企業の行
為とみなされるもの
とし、求人企業はかかる利用についての料金の支払
その他債務一切を負担するものとします。
（5）承認番号が盗用され、第三者の使用等により、
本ウェブサイトが停止又毀損した場合には、当該承
認番号の管理責任を
負っている求人企業は、当ネットワークに対し賠償
責任を負うものとします。
（6）求人企業は、承認番号の盗難または第三者に使
用されていることが判明した場合には、直ちに当
ネットワークにその旨
を連絡するとともに、当ネットワークからの指示が
ある場合にはこれに従うものとします。

（2）求人企業は、前項各号のいずれかに該当する行
為がなされたことを知った場合、または該当する行
為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ち
に当ネットワークに通知するものとします。

（3）利用目的の通知等について
当ネットワークは、求人企業が自己の個人情報につ
いて、利用目的の通知、開示、訂正、追加・削除、
利用停止、第三者提供停止、消去等の権利を有して
いることを確認し、求人企業からのこれらの要求に
対して異議なく応じます。

第３条［禁止事項］
（1）求人企業は、本ウェブサイトの利用に関して、
以下の行為を行わないものとします。
①各種法令に違反する行為、または違反するおそれ
のある行為。
②第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の
権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある
行為
③第三者の肖像権、プライバシーを侵害する行為
④第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名
誉もしくは信用を毀損する行為
⑤猥褻・冒涜的な行為・発言等の公序良俗に反する
行為
⑥コンピューターウィルス等の有害プログラムを使
用もしくは提供し、またはそのおそれのある行為
⑦第三者にアルバイト求人以外の目的で広告、宣伝、
勧誘する行為
⑧第三者に不利益、損害を与え、または与えるおそ
れのある行為

（3）当ネットワークは、本ウェブサイトの利用に
関して、求人企業の行為が第１項各号のいずれかに
該当するものであることまたは求人企業の提供した
情報が第１項各号のいずれかの行為に関連する情報
であることを知った場合、事前に求人企業に通知す
ることなく、本ウェブサイトの利用を一時停止し、
第１項各号に該当する行為に関連する情報を削除す
ることができるものとします。ただし､当ネットワー
クは、求人企業の行為または求人情報を監視する義
務を負うものではありません。

第５条［非常事態発生時の利用制限］
（1）当ネットワークは、天災、事変、その他の非常
事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、
求人企業に事前に通知することなく、求人企業に対
する本ウェブサイトの全部または一部を中止する措
置をとることができるものとします。
（2）当ネットワークは、前項に基づく措置に関して
求人企業または第三者の損害につき一切の責任を負
いません。

第６条［情報の削除］
（1）当ネットワークは、求人企業が本ウェブサイト
を利用して提供した情報が、以下の各号に該当する
と判断した場合、事前に求人企業に通知することな
く、当該の情報を削除することができるものとしま
す。
①第３条第１項各号の禁止行為を行った場合。
②その他、当ネットワークが必要であると判断した
場合。

第７条［免責］
１．当ネットワークは、以下の事由により求人企
業に発生した損害については、債務不履行責任､不
法行為責任､その他の法律上の請求原因のいかんを
問わず、賠償の責任を負わないものとします。
①天災、事変、騒乱、暴動その他の不可抗力な非
常事態
②求人企業の設備の障害または当ネットワークに
係わらないインターネット接続サービスの不具合
等、求人企業の接続環境の障害
③当ネットワークが第三者から導入しているコン
ピューターウイルス対策ソフトについて当該第三
者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル
等を提供されていない種類のコンピューターウイ
ルスの本ウェブサイトへの侵入
④善良なる管理者の注意をもってしても防御し得
ない本ウェブサイトに対する第三者による不正ア
クセスまたはアタック、通信経路上での傍受
⑤当ネットワークが定める手順・セキュリティー
手段等を求人企業等が遵守しないことに起因して
発生した損害
⑥当ネットワークに係わらないソフトウェアに起
因して発生した損害
⑦当ネットワークに係わらないハードウェアに起
因して発生した損害
⑧その他当社の責に帰すべからざる事由により発
生した損害
２．当ネットワークは、求人企業が本サービスを
利用することにより求人企業と第三者との間で生
じた紛争等について一切の責任を負いません。

第４条［本ウェブサイト利用に伴う承諾事項］
（1）求人企業は、本ウェブサイト利用に伴い、自己
の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた
場合、または第三者からクレーム等の請求がなされ
た場合、自己の責任と費用をもって処理、解決する
ものとします。求人企業が本ウェブサイト利用に伴
い、第三者から損害を被った場合、または第三者に
対してクレーム等の請求を行う場合においても同様
とします。
（2）本ウェブサイトを利用して求人企業が提供する
情報については、求人企業の責任で提供されるもの
であり、当ネットワークはその内容などについて、
一切の責任を負いません。
（3）当ネットワークは、本ウェブサイトを利用して
求人企業が提供する情報の保存については保証しな
いものとします。
（4）第７条第１項各号に掲げる場合を含め、本ウェ
ブサイトに当ネットワークに起因しない不具合が生
じる場合があります。
（5）当ネットワークに起因しない本ウェブサイトの
不具合については、当ネットワークは一切の責任を
負いません。

第８条［規約の改訂］
この規約は、当ネットワークの裁量により、当ネッ
トワークのウェブサイト等で告知のうえ、適宜変
更されることがあります。本利用規約が変更され
た後、求人企業がこの規約に基づくウェブサイト
の利用を継続した場合は、改定された本利用規約
に同意したものとみなします。

第９条［合意管轄］
本規約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、
当ネットワークを管轄する裁判所を管轄裁判所と
します。

第１０条［規定外事項］
この契約に定めなき事項およびその解釈に疑義を
生じた場合は、当ネットワークおよび求人企業が
協議の上、法令の定めに従い誠意をもって解決す
るものとします。

（2）当ネットワークは、本条の規定に従い情報を削
除したこと、または情報を削除しなかったことに関
して求人企業または第三者に発生した損害につい
て、一切の責任を負いません。

●「企業登録申込書」に捺印し、証明書類と共に事務局まで郵送してください。

企業登録申込1

企業様名義のホームページ（企業団体属性型ドメイン）をお持ちの場合、証明書類は不要です。
証明書類

※企業登録申込書はウェブページ（http://www.aines.net）からも行えます。

a) 会社案内、b) 会社パンフレット、c) 営業案内、d) 営業許可証写し
e) 公的証明書（企業団体名義　公共料金などの支払明細書）

審査２

●学生アルバイト情報ネットワーク利用規約・制限職種により審査があります。事前に内容をご確認下さい。

主な審査事項 学生アルバイト情報ネットワーク利用規約 抜粋要約

ここで記載しているのは制限職種の一部です。必ず利用規約をお読み下さい。

登録完了３

●審査後、お客様番号 (ID) とパスワード、銀行振込口座が記載された「承認通知書」が郵送されます。
大切に保管してください。

掲載プランの申込1

●求人の掲載には料金がかかります。ウェブページより掲載プランを申し込んで下さい。
●購入いただいた金額を「承認通知書」に記載の指定の銀行振込口座へ入金ください。

求人原稿の作成２

●ウェブページより求人原稿の登録を行い、掲載予約をおこないます。
●掲載予約された求人原稿を事務局で確認し、承認されると掲載開始指定日より掲載されます。

学生からの応募３

●学生からの応募は、電話、メール、応募フォームからとなります。
●応募フォームで受付された場合、ログイン後の画面で応募者データをご確認いただけます。

利用方法と注意事項

■初回登録について

■求人の掲載について

求人掲載はウェブページ（http://www.aines.net）で行います。

・アルバイトは雇用契約が前提としておりますので、委託契約による仕事は取り扱えません。（序章）
・雇用は労働基準法の遵守を前提としておりますので、労働災害保険の加入が必須です。（序章）
・アルバイト採用以外の目的による個人情報の取得はできません。（第 5条 （４）項）
・自動車やバイクの運転を伴う仕事は掲載できません。（第 4条 （１）項③号）
・警備員、宿直、交通整理は掲載できません。（第 5条 （１）項⑧号）
・無許可でのチラシ配り、ポスター貼りは掲載できません。（第 5条 （１）項⑪号）
・風俗営業法に基づく店舗・職場での仕事は掲載できません。（第 5条 （１）項⑮号）
・深夜作業の２２：００～翌日６：００の仕事は掲載できません。（第 5条 （１）項⑯号）
・プール監視員、インストラクター、保育、介護等の人命に関わることが予測される業務。（第 5条 （１）項⑱号）
・学習塾で経営実績が 1年未満の場合は登録ができません。（第 5条 （３）項①号）

学生アルバイト情報ネットワーク利用規約

株式会社ナジック・アイ・サポートが運営する学生ア
ルバイト情報ネットワーク（以下「当ネットワーク」
といいます。）は、大学、短期大学、専門学校（以下、
「各学校」といいます。）よりアルバイト求人提供業務
の委託を受け運営されています。当ネットワークは、
委託者である各学校の教育方針に従い、各学校に在籍
する大学生、大学院生、短大生または専門学校生（以
下、「対象学生」といいます。）の福利厚生に資するこ
とを目的として、対象学生の本分である勉学に支障を
きたさない、就業体験につながる安心なアルバイト求
人を、学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト
（ドメイン名 :ｗｗｗ．ａｉｎｅｓ．ｎｅｔ、以下「本ウェ
ブサイト」といいます。）により対象学生に提供します。
当ネットワークでは、次に掲げる利用規約（以下、「こ
の規約」といいます。）を設けており、当ネットワー
クのサービスのご利用は、この規約の承諾と労働基準
法等すべての関連法規の遵守を前提としておりますの
でご了承下さい。なお、当ネットワークでいうアルバ
イトとは、労働基準法に定める労働者をいいます。

第 1条 [ 利用規約について ]
　この規約は、アルバイト求人を希望する企業・団体（家
庭教師の求人を希望される個人を含み、以下、「求人企
業」といいます。）の、対象学生に対する本ウェブサイ
トでのアルバイト求人情報の掲載等、当ネットワーク
のサービスのご利用に関する規定を定めたものです。

第２条 [ 当ネットワークへの申込と手続 ]
求人企業のアルバイト求人のお申込み方法と掲載内容
の変更等の手続きは次のとおりです。
(1) 求人企業の登録方法およびこの規約の承認
初めて当ネットワークへアルバイト求人を依頼される
場合、所定の「企業登録申込書」を郵送による方法で
求人企業の登録申込みをして下さい。当ネットワーク
では、この登録申込みをもって、この規約を承諾され
たものとして取扱い、この登録を承認した求人企業に
「お客様番号」と「パスワード」（以下この両方をあわ
せて、「承認番号」といいます。）を通知し、以後、次
号の承認番号に関するお問い合わせを除き、この承認
番号によって求人企業を確認します。ただし、当ネッ
トワークの裁量により、この登録の承認を一時留保ま
たはお断りする場合があります。
(2) 求人企業の登録内容の変更
登録された内容を変更される場合、インターネットに
より所定の方法で変更申込をするか、所定の「企業登
録変更申込書」に変更事項を記載してファックスまた
は郵送による方法で変更の手続きをして下さい。なお、
「承認番号」に関するお問合せは当ネットワークまでご
連絡下さい。確認の上、登録の住所へ「承認番号等通
知書」を郵送します。
(3) アルバイト求人の掲載申込み方法
アルバイト求人に必要な事項（以下、「求人情報」とい
います。）を本ウェブサイトより所定の方法で入力して
掲載申込をするか、所定の「求人票掲載申込書」に全
て記載して、ファックスまたは郵送による方法で掲載
申込をして下さい。当ネットワークは、求人票を受領
した時点で、求人企業から掲載申込がなされたものと
して取り扱います。なお、特段の定めの無い限り、求
人情報 1件に記載できる勤務地、職種はそれぞれ一ヶ
所、一職種とします。
(4) 求人票の掲載
当ネットワークは、営業日（営業日とは土曜、日曜、
祝祭日および年末年始、お盆休暇を除く日とし、以下
同じ。）の正午を締め切りとし、翌営業日以降を掲載開
始希望日としてアルバイト情報の掲載申込を受付け、
掲載申込された求人情報（以下、「求人票」といいます。）
がこの規約第 5条その他に違反していないことおよび
当該求人票掲載申込者が当該掲載に必要な費用の支払
いを当ネットワークが確認した後、アルバイト求人情
報を当ネットワークのウェブサイトに掲載します。た
だし、求人票に記載された掲載開始日に掲載できない
場合があります。
(5) 求人票の内容変更
掲載中の求人票の求人情報の変更を希望される場合、
変更内容を本ウェブサイトより所定の方法で入力して
掲載変更申込をするか、所定の「求人票変更申込書」
によってファックス、郵送による方法で通知して下さ
い。当ネットワークは、この通知を受領し、変更内容
が規約第 5条その他に違反していないことの確認を完
了した日から３営業日以内に変更します。

第３条 [ 求人票の掲載料金および掲載期間 ] について
求人票の掲載には掲載料金が必要です。掲載料金に
ついては別途料金表で定めるものとします。

第４条「求人企業の承諾事項」
(1) 求人企業からの求人票を、当ネットワークのウェ
ブサイトに掲載する方法で、各学校またはアルバイ
ト求人情報に記載された各学校（各学校から指定す
ることができ以下、「指定学校」といいます。）の対
象学生に限定して提供します。
(2) 学校によってはこの規約に定める以外の職種や労
働条件等に制限を設けている場合があります。
(3) 求人票による応募者（以下、「応募者」といいます。）
は、当ネットワークを経由しないで、直接企業・団
体に応募します。
(4) 求人企業は応募者から採用選考および雇用後に必
要とする個人情報以外の個人情報の取得は行なわな
いで下さい。
(5) 求人企業の責任で、応募者が指定学校の対象学生
であることを学生証で確認し、以後の選考等の手続
きを進めて下さい。また、応募者が留学生である場合、
資格外活動許可証もあわせて確認して下さい。
(6) 当ネットワークは求人企業に対し、求人票におけ
る応募状況およびその選考結果について報告を求め
ることができるものとします。その場合、企業・団
体は当ネットワークに対し速やかに応募状況および
選考結果を報告して下さい。
(7) 求人企業と応募者（採用または不採用にかかわら
ず、もしくは、対象学生または対象学生以外の者に
かかわらず）との間に苦情や紛争が生じた場合、当
ネットワークより企業・団体に対して状況報告を求
めることができるものとします。その場合、求人企
業は当ネットワークに対し状況を報告して下さい。
ただし、当ネットワークは一切の責任を負いません。
(8) 採用された応募者に通勤中を含む業務従事中に生
じた労災事故等を原因とした、損害や補償問題が生
じた場合、その損害や補償問題等の一切の賠償責任
を、企業・団体が負担するものとします。
(9) 当ネットワークは第 (1) 号に記載された以外の業
務の取扱はいたしません。

第５条 [ 制限職種 ]
当ネットワークでは、各学校の教育方針に従った教
育的配慮により、次の各号の職種や労働条件等の制
限に抵触するアルバイト求人票の取扱いをいたしま
せん。（指定学校によっては一部取扱いができる場合
があります。）
(1) 職種による制限
①ボール盤、旋盤、裁断機、プレス、草刈機等、自
動機械の助手を含むこれらの操作。
②高電圧、高圧ガス等危険物の取扱いまたはその周
辺での助手を含むこれらの作業。ガソリンスタンド
での作業。
③自動車や単車等車両の運転または自転車で 30ｋｇ
以上の重量物の配達。
④線路内や交通頻繁な路上での作業。
⑤土木や水道工事等の現場作業。
⑥建築中や建物取壊現場での現場作業または残材片
付作業。
⑦２ｍ以上の高所でのガラス拭き、器具取付等の作
業。
⑧警備員、宿直、交通整理。
⑨農薬や劇薬等有害な薬物の取扱いを伴う作業また
は薬品等の臨床人体実験。
⑩特に高温度、低温度、粉塵、粉末、有毒ガス、騒
音等の劣悪な環境下での作業。
⑪無許可の街頭でのチラシ配り、ポスター貼り。露店、
屋台等の売り子等。
⑫不特定多数を対象とした、街頭や訪問による助手
を含むこれらの調査または調査内容に問題のある助
手を含む調査。スパイ行為やプライバシーに関する
助手を含むこれらの調査。

⑬訪問販売や勧誘を目的とした集金業務。金融ロー
ンやクレジットに関する信用調査または返済督促業
務。消費者金融業に関する一切の業務。
⑭開催中の競馬や競輪場等のギャンブル場内での現
場作業。
⑮バー、キャバレー、マージャン店、パチンコ店等
の風俗営業法に基づく職種
⑯住み込みまたは深夜作業（22:00 ～翌日 6:00）。一
部の学校では長期休暇中に限り深夜作業可。
⑰選挙の応援に関連する一切の業務。
⑱人命に関わることが予測される業務。
⑲その他特に学生が関与する労働として社会的に好
ましくないと判断されるもの。
(2) 労働条件による制限労働条件が不明確なもの。
①家庭教師派遣等の登録制のもの。
②就労中の事故に対し対象学生に負担を負わせるも
の。
③最低保証のない出来高払いのもの。④違約金や損
害賠償を予定するもの。
⑤男女雇用機会均等法に抵触するもの。
(3) その他の制限
①学習塾の講師で経営実績が 1年未満のもの。
②対象学生に不利益な契約を求めるもの。
③対象学生を紹介しても、正当な理由なく採用され
ないことがしばしば繰り返されるもの。
④人員の限定を条件とするもの。
⑤労働争議に介入するおそれのあるもの。
⑥営利職業斡旋業者への仲介斡旋。
⑦マルチやネズミ講商法に関するもの。
⑧公序良俗に反すると認められるもの。

第６条 [ 登録の抹消 ]
求人企業は次の各号について異議を述べないものと
します。
(1) 第 2条 1項の企業・団体の登録をお断りしたとき。
(2) 求人企業において以下の各号の一に該当する事
由が判明した時点で、直ちに求人企業の登録を抹消
し、それに関連する求人票も削除します。この場合、
アルバイト求人の掲載に係る一切の権利は失効し、
払い戻しに応じません。この規定に基づき登録を抹
消した場合には、当ネットワークは速やかに求人企
業にその旨通知します。
①求人企業の登録内容または求人票に虚偽の記載が
あったとき。
②求人票に記載された職種と異なる職種に、対象学
生を当ネットワークの承諾なしに従事させたとき。
③求人票に記載された労働条件等を遵守せず、また
は賃金の遅滞もしくは不払いをしたとき。
④公序良俗に反する行為の生じたとき。
⑤求人企業に重大なる信用不安が生じたとき。
⑥求人企業が法令やこの規約に違反したとき。
(3) 当ネットワークは、この規約に基づき取扱いさ
れた求人票の掲載や内容の変更または掲載の終了等
について、承認番号の不正使用等によって求人企業
に生じた損害について一切の賠償義務を負いませ
ん。

第７条 [ 家庭教師の求人 ]
家庭教師の求人を希望される一般家庭からのアルバ
イト求人情報の掲載について、この規約の第 3条は
適用されません。

第８条［個人情報の取扱い］
当ネットワークでは、当ネットワークを運営する株
式会社ナジック・アイ・サポートのプライバシーポ
リシーに則り、個人情報を厳正かつ適切に管理・保
護・維持します。
（1）個人情報の利用目的
求人企業の個人情報は、アルバイト求人情報の掲載
に関するご連絡、お問合せ、その他当ネットワーク
に関する各種ご案
内のために利用します。
（2）第三者への委託について
当ネットワークは、個人情報を第三者との間で共同
利用したり、業務を委託するために個人情報を第三
者に委託する場合、当該第三者について調査し必要
な契約を締結し（契約の履行確認を含みます）、そ
の他法令上必要な措置を講じます。

(6) 求人票の掲載期間途中での終了
求人票の掲載を掲載期間途中で終了させたい場合、
本ウェブサイトより所定の方法で終了申込をするか、
所定の「求人票掲載終了申込書」によりファックス
もしくは郵送による方法で通知して下さい。当ネッ
トワークはこの通知を受領し、確認を完了した翌営
業日までに掲載を終了させます。

アルバイト紹介システムの概要と掲載料金

【承諾事項】
１．当ネットワークへ初めてアルバイト求人をご依頼頂く場合、利用規約第２条１項に記載の通り、所定の「企業登録申込
書」を郵送による方法で求人企業の登録申込みをして下さい。
２．求人票の掲載には、掲載プランの購入が必要となります。掲載プランは、「関東」と「関西・中部・九州」で料金に地
域差を設けています。各掲載プランは 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12 ヶ月の 4つの期間があり、料金は上記の料金表に示す期
間と仕様に準じます。
３．同じ仕様、同じ期間、同じ掲載地域の「掲載プラン」を同時に 2プラン以上購入申込すると、2プラン目以降は「追加
プラン」の料金が適用されます。
４．求人票に掲載できる勤務地と職種は、それぞれ１ヶ所、１職種、かつプラン毎に固定となります。勤務地や職種を追加
または変更する場合は、別途掲載プランをご購入下さい。
５．「掲載プラン」の購入は、所定の「掲載プラン購入申込書」に全て記載して、FAX または郵送による方法で購入申込を
して下さい。
６．「掲載プラン」購入申込の手続きが完了した後、求人企業登録時にお知らせする求人企業専用の振込口座に代金をお振
込下さい。振込手数料は、求人企業が負担して下さい。
７．求人票の掲載は、当ネットワークが振込金額を確認し、「掲載プラン」購入申込と照合した時点から可能となります。
８．各プランは、購入後 1年以内に求人票の掲載を開始して下さい。1年以内に求人票の掲載開始が無い場合は、各プラン
の権利が失効します。
９．求人票を掲載する有効期限は求人票を最初に掲載した日を起算日として、各プランに応じた期間となります。
１０．当ネットワークの責めに帰す場合を除き、理由の如何に関わらず一切の払い戻しを致しません。
１１．各プランの有効期間内であっても、利用規約第 6条 2項に基づいて求人登録が抹消された場合は、求人票の掲載は直
ちに停止し、一切の払い戻しを致しません。

●新着求人ピックアップ
　 iSプラン、 iPプランの求人掲載開始か
ら 3日間の求人をランダムにピック
アップ

●注目の求人ピックアップ
iSプランの求人からランダムにピック
アップ

●急募・締切り間近
iSプランの求人からランダムにピック
アップ

15社限定のバナーを３求人づつラン
ダムに表示

③トップピックアップ
5社限定のバナーをランダムに表示
①インパクトバナー

5社限定のバナーをランダムに表示
②フレンドシップバナー

■求人掲載プラン
●求人掲載は、1職種、１勤務地毎に求人掲載プランが必要です。
●検索順位の高さ、トップ画面での露出頻度、写真点数に応じて求人掲載プランが選択できます。

③トップピックアップ（期間２週間）

①インパクトバナー（期間２週間）

②フレンドシップバナー（期間２週間）

掲載プラン

TOPページ

■価格表

■アルバイト紹介システムの概要

■モバイル対応
●スマートフォン ●携帯電話

文字情報のみのご掲載画像や写真が文字情報と合わせ
て掲載可能。

画像や写真が文字情報と合わせ
て6点掲載可能。検索高順。

iプラン（テキストプラン）iPプラン（写真付きプラン）iSプラン（スペシャルプラン）

基本プラン

写真
検索順位
トピックバナー

追加プラン

 低

 ー

 ー
 中
 １点

新着

高
 ６点

新着・注目

iプラン（テキストプラン）

iPプラン（写真付きプラン）

iSプラン（スペシャルプラン）

プラン名称

価　格

１０８，０００円／2週間

１６２，０００円／2週間

２１６，０００円／2週間

アルバイト紹介システム

アルバイト情報の提供方法

■大学、短大、専門学校では掲示板は廃止され、インターネットによる
アルバイト情報の提供となっております。

大学アルバイト掲示板

大学・短大・専門学校

学生

過去 現在

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

各学校のホームページのアルバイトコンテンツとして提供

アルバイト求人を学生に配信

・学校毎にアルバイト求人の依頼が必要無く、
アルバイト求人業務の効率化向上

・学生に限定しているため、学生だけの募集が
可能

・料金が安価に設定されているため、費用対効
果が高い

・インターネットの利用による利便性の向上

・24 時間 365 日 WEB により閲覧可能。スマー
トホンでも閲覧可能です。

アルバイト紹介業務 委託大学・短大・専門学校　全国 232 校

大学32校

宮城大学東北大学

中部エリア

東北エリア 対象学生数19,000人　加盟校2校

対象学生数754,800人　加盟校99校

亜細亜大学／
亜細亜大学短期大学部

桜美林大学

お茶の水女子大学

学習院大学

玉川大学

大東文化大学

千葉工業大学

東京学芸大学

東京大学（本郷）

東京農工大学

東洋大学

日本女子大学

文京学院大学（ふじみ野）

法政大学

明治学院大学

電気通信大学

青山学院大学

東京理科大学
昭和女子大学／
昭和女子大学短期大学部

淑徳大学

麻布大学

江戸川大学

学習院女子大学

神奈川工科大学

上智大学

拓殖大学

多摩大学

一橋大学

東京医科歯科大学

東京家政学院大学

東京工業大学

東京外国語大学

東京家政大学／
東京家政大学短期大学部

東京藝術大学

東洋英和女学院大学

日本体育大学／
日本体育大学女子短期大学部

帝京大学／
帝京大学短期大学（八王子）

神田外語大学

共立女子大学／
共立女子短期大学

杏林大学

國學院大學

駒澤大学

敬愛大学（稲毛）

千葉商科大学

首都大学東京

千葉大学

中央大学

武蔵野美術大学

立教大学

立正大学

和光大学

目白大学／
目白大学短期大学部

明星大学

早稲田大学

横浜国立大学

横浜市立大学

神奈川大学

駿河台大学

相模女子大学／
相模女子大学短期大学部

国立音楽大学

国際基督教大学

関東エリア

東京工芸大学（厚木）

大学16校

九州大学

九州情報大学

（箱崎、伊都、大橋、筑紫）

（北方、ひびきの）

（太宰府、小郡）

西日本短期大学

九州共立大学

西南学院大学

中村学園大学

北九州市立大学

福岡エリア

九州工業大学
（戸畑、飯塚、若松）

大学67校

関西エリア

鶴見大学／
鶴見大学短期大学部

追手門学院大学

大阪経済大学

大阪樟蔭女子大学

関西学院大学／
聖和大学・聖和短期大学

大阪大学

大阪商業大学

武庫川女子大学

立命館大学

京都産業大学

京都精華大学

京都外国語大学

京都嵯峨芸術大学

（衣笠、びわこくさつ）

（上ヶ原、神戸三田、西宮）

大阪教育大学

大阪工業大学

関西大学
（吹田、高槻、堺）

京都光華女子大学

大阪産業大学

佛教大学

龍谷大学
（深草、大宮、瀬田）

大谷大学 桃山学院大学

京都大学

京都文教大学

近畿大学

同志社大学

神戸大学

阪南大学

（今出川、京田辺）

（本部、農学部、
医学部、生物理工学部）

甲南大学

神戸夙川学院大学

成安造形大学

京都府立大学

関西外国語大学／
関西外国語大学短期大学部

大阪芸術大学

びわこ成蹊スポーツ大学

種智院大学

神戸女子大学／
神戸女子短期大学

埼玉大学

学校法人杉野学園

大阪経済法科大学
同志社女子大学

（今出川、京田辺）

東京経済大学

大阪国際大学

東大阪大学

東京女子大学

武蔵大学

大阪成蹊大学／
大阪成蹊短期大学

畿央大学

九州産業大学／
九州造形短期大学

エコール辻　東京

・辻調理師専門学校

大阪市立大学

大学96校

専門学校2校

大学2校

対象学生数462,370人　加盟校71校

専門学校4校

対象学生数178,000人　加盟校38校　

対象学生数99,200人　加盟校21校　

筑紫女学園大学／
筑紫女学園短期大学

西鉄国際ビジネス
カレッジ

専門学校5校

神戸国際大学

帝京平成大学

芝浦工業大学

明治大学

花園大学

大阪府立大学

大手前大学

西日本工業大学

東京国際大学

東京富士大学

外語ビジネス専門学校大妻女子大学／
大妻女子大学短期大学部

京都学園大学

京都教育大学

京都工芸繊維大学

神戸学院大学

宝塚大学

プール学院大学／
プール学院短期大学部

東海大学（高輪）

鎌倉女子大学／
鎌倉女子大学短期大学部

関東学院大学

東京未来大学

福岡教育大学

福岡工業大学

浦和大学／
浦和大学短期大学部

埼玉県立大学

聖学院大学

東京海洋大学

川村学園女子大学

東京経営短期大学

東京電機大学

武蔵野大学

京都経済短期大学

神戸山手大学／
神戸山手短期大学

近畿大学(福岡)　

宝塚大学(新宿)

成蹊大学

創価大学／
創価女子短期大学

実践女子大学／
実践女子短期大学

京都ノートルダム女子大学

四條畷学園大学

奈良文化女子短期大学

京都外国語専門学校

和歌山大学

神戸芸術工科大学

大阪電気通信大学

東洋学園大学

白百合女子大学 

神戸海星女子学院大学

1ヶ月プラン 3ヶ月プラン 6ヶ月プラン 12ヶ月プラン

８６,４００円 １２９,６００円 １７２,８００円４３,２００円 ４３,２００円

４３,２００円 ６４,８００円 ８６,４００円２１,６００円 ２１,６００円

２１,６００円 ３２,４００円 ４３,２００円１０,８００円 １０,８００円

基本プラン 追加プラン

iプラン（テキストプラン）

iPプラン（写真付きプラン）

iSプラン（スペシャルプラン）

プラン名称
1ヶ月プラン 3ヶ月プラン 6ヶ月プラン 12ヶ月プラン

６４,８００円 ９７,２００円 １２９,６００円３２,４００円 ３２,４００円

３２,４００円 　４８,６００円 　６４,８００円１６,２００円 　１６,２００円

　　２１,６００円 　３２,４００円 　４３,２００円１０,８００円 　１０,８００円

≪関東版≫

≪中部・関西・九州版≫

※追加プランは基本プランと同時購入が必要です。追加プランの掲載期間は基本プランと同期間になります。
※各プランの有効期限はご購入いただいた後、1年間です。 

摂南大学

恵泉女学園大学

帝京科学大学

[RND]462926

日本女子体育大学

麻生塾

専門学校福岡カレッジ・
オブ・ビジネス

大学1校

甲信越・北陸エリア 対象学生数19,000人　加盟校1校

新潟大学

十文字学園女子大学／
十文字学園女子短期大学

※2014年3月31日までの消費税抜料金に対し、8％の消費税を含んだ料金となります。  

コミュニカ学院滋賀県立大学

愛知学院大学

愛知大学

豊橋技術科学大学

名古屋工業大学

名古屋市立大学

南山大学

名古屋大学

（日進、楠元、末盛）

（名古屋、車道、豊橋）

（川澄、田辺通、山の畑、北千種）

（東山、鶴舞、大幸）

（名古屋、瀬戸）

名古屋経済大学／
名古屋経済大学短期大学部

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

名古屋商科大学

名古屋女子大学

名城大学
（天白、八事、可児）

愛知教育大学

愛知工業大学

愛知県立大学

金城学院大学

桜花学園大学

星城大学

至学館大学／
至学館大学短期大学部

中京大学（名古屋、豊田）

（汐路学舎、天白学舎）

東海学園大学

愛知文教大学

愛知東邦大学

椙山女学園大学

岐阜大学

名古屋学院大学

愛知みずほ大学

愛知県立芸術大学

人間環境大学

名古屋観光専門学校

名古屋ビジュアルアーツ

名古屋デザイナー学院

名古屋スクールオブビジネス

専門学校6校

名古屋文理大学
（稲沢、名古屋）

名古屋コミュニケーション・
アート専門学校

帝塚山大学

・エコール辻 大阪
・辻製菓専門学校

大阪音楽大学

辻調グループ(大阪)

中京法律専門

折尾愛真短期大学

大村ファッション

三重大学

福岡大学

国際貢献専門大学校

平安女学院大学／
平安女学院大学短期大学部

修成建設専門学校

山野美容芸術短期大学



〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前5-52-2 
青山オーバルビル10F 

E-mail：info@nasic-is.co.jp  URL：http://www.nasic-is.co.jp/

TEL:03-5466-1236　
FAX:03-5466-1239

〒453-0015
名古屋市中村区椿町15-21 
明治安田生命名古屋西口ビル2F 

TEL:052-453-7491
FAX:052-453-7497

〒532-0011
大阪市淀川区西中島
5-4-20中央ビル2F

TEL:06-4806-0560
FAX:06-4806-0550

〒810-0004 
福岡市中央区渡辺通4-10-10
紙与天神ビル6F 

TEL:092-736-0551　
FAX:092-725-9551

【東京オフィス】 【名古屋オフィス】 【大阪オフィス】 【福岡オフィス】
一般労働者派遣事業許可番号　般27-060097　／有料職業紹介事業許可番号　27-ユ-301204

●多くの大学、短期大学、専門学校での学生アルバイト紹介業務は、財団法人学生サポートセンター（文部科
学省主管）が指導する株式会社ナジック・アイ・サポートに業務委託されております。

●株式会社ナジック・アイ・サポートは、『学生アルバイト情報ネットワーク』事務局を運営しており、業務委
託している各大学の学生にアルバイト情報提供を行っております。

●サーバー・メンテナンスなど運営の経費につきましては、掲載料として求人企業様に、ご負担をお願いいた
しております。

東京 TEL:03-5467-0551 　名古屋 TEL:052-453-7491 　大阪 TEL:06-4806-0551 　福岡 TEL:092-736-0551　

大学・短大・専門学校へのアルバイト求人の総合窓口

学生アルバイト情報ネットワーク

大学、短大、専門学校のアルバイト紹介業務は、

　「学生アルバイト情報ネットワーク」事務局が受託しています。

学生アルバイト情報
ネットワーク事務局
学生アルバイト情報
ネットワーク事務局

大学・短大・専門学校
（各校専用アルバイト紹介システム）

学生

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

大学・短大・専門学校
（各校専用アルバイト紹介システム）

学生

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

アルバイト求人 アルバイト情報配信

アルバイト情報閲覧アルバイト応募

大学・短大・専門学校へのアルバイト求人の仕組み

■アルバイト紹介について

運営指導：

●アルバイト情報は、インターネットより情報が配信されており、パソコンやスマートフォン、携帯電話を
利用して、学生が学校のホームページからリンクされている専用ページで自由に閲覧できます。

URL  http://www.gakusei-sc.or.jp/ 

運　　営： URL  https://www.nasic-is.co.jp/

URL  http://www.aines.net/

第９条 [ 規約の改定 ]
この規約は、当ネットワークの裁量により、当ネッ
トワークのウェブサイト等で告知の上、適宜変更さ
れることがあります。本利用規約が変更された後、
求人企業がこの規約に基づくサービスの利用を継続
した場合は、改定された本利用規約を承諾したもの
とみなします。

この規約は平成 23 年 3月 11 日に改訂し、平成 23
年 3月 14 日から適用します。

この規約の改訂に伴う経過措置
１．この規約の適用日時点で本ウェブサイトに掲
載されている求人票は、旧規約に基づく求人票記
載の掲載期間の終了日まで旧規約に従いお取扱い
します。
この規約の適用日時点で企業・団体の登録をされ
ている企業・団体はこの規約を承認されたものと
して、以後お取扱いさせていただきますので、あ
らためて企業・団体の登録手続きは不要です。

学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト利用規約

学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト（ド
メイン名：ｗｗｗ．ａｉｎｅｓ．ｎｅｔ、以下「本ウェ
ブサイト」といいます。）の利用にあたり、株式会
社ナジック・アイ・サポートがアルバイト求人の提
供を目的として運営する、学生アルバイト情報ネッ
トワーク（以下、「当ネットワーク」といいます。）
では、次に掲げる利用規約（以下、「この規約」と
いいます。）を設けており、本ウェブサイトのご利
用はこの規約の承諾を前提としておりますのでご了
承下さい。者をいいます。
第１条［利用規約について］
この規約は「学生アルバイト情報ネットワーク利用
規約」による手続きを経て、お客様番号とパスワー
ド ( 以下この両方をあわせて「承認番号」といいま
す。) を取得した求人企業の本ウェブサイト利用に
関する規定を定めたものです。

第２条［承認番号の管理］
（1）求人企業は、当ネットワークから取得した承認
番号の管理責任を負うものとします。
（2）求人企業は、承認番号について、第三者への利
用、開示、貸与、譲渡、名義変更、売買および質入
等をしてはならない
ものとします。
（3）求人企業による承認番号の管理不十分、使用上
の過誤、第三者の使用等による損害の責任は求人企
業が負うものとし、
当ネットワークは一切の責任を負いません。
（4）第三者が求人企業の承認番号を用いて、本ウェ
ブサイトを利用した場合、当該行為は求人企業の行
為とみなされるもの
とし、求人企業はかかる利用についての料金の支払
その他債務一切を負担するものとします。
（5）承認番号が盗用され、第三者の使用等により、
本ウェブサイトが停止又毀損した場合には、当該承
認番号の管理責任を
負っている求人企業は、当ネットワークに対し賠償
責任を負うものとします。
（6）求人企業は、承認番号の盗難または第三者に使
用されていることが判明した場合には、直ちに当
ネットワークにその旨
を連絡するとともに、当ネットワークからの指示が
ある場合にはこれに従うものとします。

（2）求人企業は、前項各号のいずれかに該当する行
為がなされたことを知った場合、または該当する行
為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ち
に当ネットワークに通知するものとします。

（3）利用目的の通知等について
当ネットワークは、求人企業が自己の個人情報につ
いて、利用目的の通知、開示、訂正、追加・削除、
利用停止、第三者提供停止、消去等の権利を有して
いることを確認し、求人企業からのこれらの要求に
対して異議なく応じます。

第３条［禁止事項］
（1）求人企業は、本ウェブサイトの利用に関して、
以下の行為を行わないものとします。
①各種法令に違反する行為、または違反するおそれ
のある行為。
②第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の
権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある
行為
③第三者の肖像権、プライバシーを侵害する行為
④第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名
誉もしくは信用を毀損する行為
⑤猥褻・冒涜的な行為・発言等の公序良俗に反する
行為
⑥コンピューターウィルス等の有害プログラムを使
用もしくは提供し、またはそのおそれのある行為
⑦第三者にアルバイト求人以外の目的で広告、宣伝、
勧誘する行為
⑧第三者に不利益、損害を与え、または与えるおそ
れのある行為

（3）当ネットワークは、本ウェブサイトの利用に
関して、求人企業の行為が第１項各号のいずれかに
該当するものであることまたは求人企業の提供した
情報が第１項各号のいずれかの行為に関連する情報
であることを知った場合、事前に求人企業に通知す
ることなく、本ウェブサイトの利用を一時停止し、
第１項各号に該当する行為に関連する情報を削除す
ることができるものとします。ただし､当ネットワー
クは、求人企業の行為または求人情報を監視する義
務を負うものではありません。

第５条［非常事態発生時の利用制限］
（1）当ネットワークは、天災、事変、その他の非常
事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、
求人企業に事前に通知することなく、求人企業に対
する本ウェブサイトの全部または一部を中止する措
置をとることができるものとします。
（2）当ネットワークは、前項に基づく措置に関して
求人企業または第三者の損害につき一切の責任を負
いません。

第６条［情報の削除］
（1）当ネットワークは、求人企業が本ウェブサイト
を利用して提供した情報が、以下の各号に該当する
と判断した場合、事前に求人企業に通知することな
く、当該の情報を削除することができるものとしま
す。
①第３条第１項各号の禁止行為を行った場合。
②その他、当ネットワークが必要であると判断した
場合。

第７条［免責］
１．当ネットワークは、以下の事由により求人企
業に発生した損害については、債務不履行責任､不
法行為責任､その他の法律上の請求原因のいかんを
問わず、賠償の責任を負わないものとします。
①天災、事変、騒乱、暴動その他の不可抗力な非
常事態
②求人企業の設備の障害または当ネットワークに
係わらないインターネット接続サービスの不具合
等、求人企業の接続環境の障害
③当ネットワークが第三者から導入しているコン
ピューターウイルス対策ソフトについて当該第三
者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル
等を提供されていない種類のコンピューターウイ
ルスの本ウェブサイトへの侵入
④善良なる管理者の注意をもってしても防御し得
ない本ウェブサイトに対する第三者による不正ア
クセスまたはアタック、通信経路上での傍受
⑤当ネットワークが定める手順・セキュリティー
手段等を求人企業等が遵守しないことに起因して
発生した損害
⑥当ネットワークに係わらないソフトウェアに起
因して発生した損害
⑦当ネットワークに係わらないハードウェアに起
因して発生した損害
⑧その他当社の責に帰すべからざる事由により発
生した損害
２．当ネットワークは、求人企業が本サービスを
利用することにより求人企業と第三者との間で生
じた紛争等について一切の責任を負いません。

第４条［本ウェブサイト利用に伴う承諾事項］
（1）求人企業は、本ウェブサイト利用に伴い、自己
の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた
場合、または第三者からクレーム等の請求がなされ
た場合、自己の責任と費用をもって処理、解決する
ものとします。求人企業が本ウェブサイト利用に伴
い、第三者から損害を被った場合、または第三者に
対してクレーム等の請求を行う場合においても同様
とします。
（2）本ウェブサイトを利用して求人企業が提供する
情報については、求人企業の責任で提供されるもの
であり、当ネットワークはその内容などについて、
一切の責任を負いません。
（3）当ネットワークは、本ウェブサイトを利用して
求人企業が提供する情報の保存については保証しな
いものとします。
（4）第７条第１項各号に掲げる場合を含め、本ウェ
ブサイトに当ネットワークに起因しない不具合が生
じる場合があります。
（5）当ネットワークに起因しない本ウェブサイトの
不具合については、当ネットワークは一切の責任を
負いません。

第８条［規約の改訂］
この規約は、当ネットワークの裁量により、当ネッ
トワークのウェブサイト等で告知のうえ、適宜変
更されることがあります。本利用規約が変更され
た後、求人企業がこの規約に基づくウェブサイト
の利用を継続した場合は、改定された本利用規約
に同意したものとみなします。

第９条［合意管轄］
本規約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、
当ネットワークを管轄する裁判所を管轄裁判所と
します。

第１０条［規定外事項］
この契約に定めなき事項およびその解釈に疑義を
生じた場合は、当ネットワークおよび求人企業が
協議の上、法令の定めに従い誠意をもって解決す
るものとします。

（2）当ネットワークは、本条の規定に従い情報を削
除したこと、または情報を削除しなかったことに関
して求人企業または第三者に発生した損害につい
て、一切の責任を負いません。

●「企業登録申込書」に捺印し、証明書類と共に事務局まで郵送してください。

企業登録申込1

企業様名義のホームページ（企業団体属性型ドメイン）をお持ちの場合、証明書類は不要です。
証明書類

※企業登録申込書はウェブページ（http://www.aines.net）からも行えます。

a) 会社案内、b) 会社パンフレット、c) 営業案内、d) 営業許可証写し
e) 公的証明書（企業団体名義　公共料金などの支払明細書）

審査２

●学生アルバイト情報ネットワーク利用規約・制限職種により審査があります。事前に内容をご確認下さい。

主な審査事項 学生アルバイト情報ネットワーク利用規約 抜粋要約

ここで記載しているのは制限職種の一部です。必ず利用規約をお読み下さい。

登録完了３

●審査後、お客様番号 (ID) とパスワード、銀行振込口座が記載された「承認通知書」が郵送されます。
大切に保管してください。

掲載プランの申込1

●求人の掲載には料金がかかります。ウェブページより掲載プランを申し込んで下さい。
●購入いただいた金額を「承認通知書」に記載の指定の銀行振込口座へ入金ください。

求人原稿の作成２

●ウェブページより求人原稿の登録を行い、掲載予約をおこないます。
●掲載予約された求人原稿を事務局で確認し、承認されると掲載開始指定日より掲載されます。

学生からの応募３

●学生からの応募は、電話、メール、応募フォームからとなります。
●応募フォームで受付された場合、ログイン後の画面で応募者データをご確認いただけます。

利用方法と注意事項

■初回登録について

■求人の掲載について

求人掲載はウェブページ（http://www.aines.net）で行います。

・アルバイトは雇用契約が前提としておりますので、委託契約による仕事は取り扱えません。（序章）
・雇用は労働基準法の遵守を前提としておりますので、労働災害保険の加入が必須です。（序章）
・アルバイト採用以外の目的による個人情報の取得はできません。（第 5条 （４）項）
・自動車やバイクの運転を伴う仕事は掲載できません。（第 4条 （１）項③号）
・警備員、宿直、交通整理は掲載できません。（第 5条 （１）項⑧号）
・無許可でのチラシ配り、ポスター貼りは掲載できません。（第 5条 （１）項⑪号）
・風俗営業法に基づく店舗・職場での仕事は掲載できません。（第 5条 （１）項⑮号）
・深夜作業の２２：００～翌日６：００の仕事は掲載できません。（第 5条 （１）項⑯号）
・プール監視員、インストラクター、保育、介護等の人命に関わることが予測される業務。（第 5条 （１）項⑱号）
・学習塾で経営実績が 1年未満の場合は登録ができません。（第 5条 （３）項①号）

学生アルバイト情報ネットワーク利用規約

株式会社ナジック・アイ・サポートが運営する学生ア
ルバイト情報ネットワーク（以下「当ネットワーク」
といいます。）は、大学、短期大学、専門学校（以下、
「各学校」といいます。）よりアルバイト求人提供業務
の委託を受け運営されています。当ネットワークは、
委託者である各学校の教育方針に従い、各学校に在籍
する大学生、大学院生、短大生または専門学校生（以
下、「対象学生」といいます。）の福利厚生に資するこ
とを目的として、対象学生の本分である勉学に支障を
きたさない、就業体験につながる安心なアルバイト求
人を、学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト
（ドメイン名 :ｗｗｗ．ａｉｎｅｓ．ｎｅｔ、以下「本ウェ
ブサイト」といいます。）により対象学生に提供します。
当ネットワークでは、次に掲げる利用規約（以下、「こ
の規約」といいます。）を設けており、当ネットワー
クのサービスのご利用は、この規約の承諾と労働基準
法等すべての関連法規の遵守を前提としておりますの
でご了承下さい。なお、当ネットワークでいうアルバ
イトとは、労働基準法に定める労働者をいいます。

第 1条 [ 利用規約について ]
　この規約は、アルバイト求人を希望する企業・団体（家
庭教師の求人を希望される個人を含み、以下、「求人企
業」といいます。）の、対象学生に対する本ウェブサイ
トでのアルバイト求人情報の掲載等、当ネットワーク
のサービスのご利用に関する規定を定めたものです。

第２条 [ 当ネットワークへの申込と手続 ]
求人企業のアルバイト求人のお申込み方法と掲載内容
の変更等の手続きは次のとおりです。
(1) 求人企業の登録方法およびこの規約の承認
初めて当ネットワークへアルバイト求人を依頼される
場合、所定の「企業登録申込書」を郵送による方法で
求人企業の登録申込みをして下さい。当ネットワーク
では、この登録申込みをもって、この規約を承諾され
たものとして取扱い、この登録を承認した求人企業に
「お客様番号」と「パスワード」（以下この両方をあわ
せて、「承認番号」といいます。）を通知し、以後、次
号の承認番号に関するお問い合わせを除き、この承認
番号によって求人企業を確認します。ただし、当ネッ
トワークの裁量により、この登録の承認を一時留保ま
たはお断りする場合があります。
(2) 求人企業の登録内容の変更
登録された内容を変更される場合、インターネットに
より所定の方法で変更申込をするか、所定の「企業登
録変更申込書」に変更事項を記載してファックスまた
は郵送による方法で変更の手続きをして下さい。なお、
「承認番号」に関するお問合せは当ネットワークまでご
連絡下さい。確認の上、登録の住所へ「承認番号等通
知書」を郵送します。
(3) アルバイト求人の掲載申込み方法
アルバイト求人に必要な事項（以下、「求人情報」とい
います。）を本ウェブサイトより所定の方法で入力して
掲載申込をするか、所定の「求人票掲載申込書」に全
て記載して、ファックスまたは郵送による方法で掲載
申込をして下さい。当ネットワークは、求人票を受領
した時点で、求人企業から掲載申込がなされたものと
して取り扱います。なお、特段の定めの無い限り、求
人情報 1件に記載できる勤務地、職種はそれぞれ一ヶ
所、一職種とします。
(4) 求人票の掲載
当ネットワークは、営業日（営業日とは土曜、日曜、
祝祭日および年末年始、お盆休暇を除く日とし、以下
同じ。）の正午を締め切りとし、翌営業日以降を掲載開
始希望日としてアルバイト情報の掲載申込を受付け、
掲載申込された求人情報（以下、「求人票」といいます。）
がこの規約第 5条その他に違反していないことおよび
当該求人票掲載申込者が当該掲載に必要な費用の支払
いを当ネットワークが確認した後、アルバイト求人情
報を当ネットワークのウェブサイトに掲載します。た
だし、求人票に記載された掲載開始日に掲載できない
場合があります。
(5) 求人票の内容変更
掲載中の求人票の求人情報の変更を希望される場合、
変更内容を本ウェブサイトより所定の方法で入力して
掲載変更申込をするか、所定の「求人票変更申込書」
によってファックス、郵送による方法で通知して下さ
い。当ネットワークは、この通知を受領し、変更内容
が規約第 5条その他に違反していないことの確認を完
了した日から３営業日以内に変更します。

第３条 [ 求人票の掲載料金および掲載期間 ] について
求人票の掲載には掲載料金が必要です。掲載料金に
ついては別途料金表で定めるものとします。

第４条「求人企業の承諾事項」
(1) 求人企業からの求人票を、当ネットワークのウェ
ブサイトに掲載する方法で、各学校またはアルバイ
ト求人情報に記載された各学校（各学校から指定す
ることができ以下、「指定学校」といいます。）の対
象学生に限定して提供します。
(2) 学校によってはこの規約に定める以外の職種や労
働条件等に制限を設けている場合があります。
(3) 求人票による応募者（以下、「応募者」といいます。）
は、当ネットワークを経由しないで、直接企業・団
体に応募します。
(4) 求人企業は応募者から採用選考および雇用後に必
要とする個人情報以外の個人情報の取得は行なわな
いで下さい。
(5) 求人企業の責任で、応募者が指定学校の対象学生
であることを学生証で確認し、以後の選考等の手続
きを進めて下さい。また、応募者が留学生である場合、
資格外活動許可証もあわせて確認して下さい。
(6) 当ネットワークは求人企業に対し、求人票におけ
る応募状況およびその選考結果について報告を求め
ることができるものとします。その場合、企業・団
体は当ネットワークに対し速やかに応募状況および
選考結果を報告して下さい。
(7) 求人企業と応募者（採用または不採用にかかわら
ず、もしくは、対象学生または対象学生以外の者に
かかわらず）との間に苦情や紛争が生じた場合、当
ネットワークより企業・団体に対して状況報告を求
めることができるものとします。その場合、求人企
業は当ネットワークに対し状況を報告して下さい。
ただし、当ネットワークは一切の責任を負いません。
(8) 採用された応募者に通勤中を含む業務従事中に生
じた労災事故等を原因とした、損害や補償問題が生
じた場合、その損害や補償問題等の一切の賠償責任
を、企業・団体が負担するものとします。
(9) 当ネットワークは第 (1) 号に記載された以外の業
務の取扱はいたしません。

第５条 [ 制限職種 ]
当ネットワークでは、各学校の教育方針に従った教
育的配慮により、次の各号の職種や労働条件等の制
限に抵触するアルバイト求人票の取扱いをいたしま
せん。（指定学校によっては一部取扱いができる場合
があります。）
(1) 職種による制限
①ボール盤、旋盤、裁断機、プレス、草刈機等、自
動機械の助手を含むこれらの操作。
②高電圧、高圧ガス等危険物の取扱いまたはその周
辺での助手を含むこれらの作業。ガソリンスタンド
での作業。
③自動車や単車等車両の運転または自転車で 30ｋｇ
以上の重量物の配達。
④線路内や交通頻繁な路上での作業。
⑤土木や水道工事等の現場作業。
⑥建築中や建物取壊現場での現場作業または残材片
付作業。
⑦２ｍ以上の高所でのガラス拭き、器具取付等の作
業。
⑧警備員、宿直、交通整理。
⑨農薬や劇薬等有害な薬物の取扱いを伴う作業また
は薬品等の臨床人体実験。
⑩特に高温度、低温度、粉塵、粉末、有毒ガス、騒
音等の劣悪な環境下での作業。
⑪無許可の街頭でのチラシ配り、ポスター貼り。露店、
屋台等の売り子等。
⑫不特定多数を対象とした、街頭や訪問による助手
を含むこれらの調査または調査内容に問題のある助
手を含む調査。スパイ行為やプライバシーに関する
助手を含むこれらの調査。

⑬訪問販売や勧誘を目的とした集金業務。金融ロー
ンやクレジットに関する信用調査または返済督促業
務。消費者金融業に関する一切の業務。
⑭開催中の競馬や競輪場等のギャンブル場内での現
場作業。
⑮バー、キャバレー、マージャン店、パチンコ店等
の風俗営業法に基づく職種
⑯住み込みまたは深夜作業（22:00 ～翌日 6:00）。一
部の学校では長期休暇中に限り深夜作業可。
⑰選挙の応援に関連する一切の業務。
⑱人命に関わることが予測される業務。
⑲その他特に学生が関与する労働として社会的に好
ましくないと判断されるもの。
(2) 労働条件による制限労働条件が不明確なもの。
①家庭教師派遣等の登録制のもの。
②就労中の事故に対し対象学生に負担を負わせるも
の。
③最低保証のない出来高払いのもの。④違約金や損
害賠償を予定するもの。
⑤男女雇用機会均等法に抵触するもの。
(3) その他の制限
①学習塾の講師で経営実績が 1年未満のもの。
②対象学生に不利益な契約を求めるもの。
③対象学生を紹介しても、正当な理由なく採用され
ないことがしばしば繰り返されるもの。
④人員の限定を条件とするもの。
⑤労働争議に介入するおそれのあるもの。
⑥営利職業斡旋業者への仲介斡旋。
⑦マルチやネズミ講商法に関するもの。
⑧公序良俗に反すると認められるもの。

第６条 [ 登録の抹消 ]
求人企業は次の各号について異議を述べないものと
します。
(1) 第 2条 1項の企業・団体の登録をお断りしたとき。
(2) 求人企業において以下の各号の一に該当する事
由が判明した時点で、直ちに求人企業の登録を抹消
し、それに関連する求人票も削除します。この場合、
アルバイト求人の掲載に係る一切の権利は失効し、
払い戻しに応じません。この規定に基づき登録を抹
消した場合には、当ネットワークは速やかに求人企
業にその旨通知します。
①求人企業の登録内容または求人票に虚偽の記載が
あったとき。
②求人票に記載された職種と異なる職種に、対象学
生を当ネットワークの承諾なしに従事させたとき。
③求人票に記載された労働条件等を遵守せず、また
は賃金の遅滞もしくは不払いをしたとき。
④公序良俗に反する行為の生じたとき。
⑤求人企業に重大なる信用不安が生じたとき。
⑥求人企業が法令やこの規約に違反したとき。
(3) 当ネットワークは、この規約に基づき取扱いさ
れた求人票の掲載や内容の変更または掲載の終了等
について、承認番号の不正使用等によって求人企業
に生じた損害について一切の賠償義務を負いませ
ん。

第７条 [ 家庭教師の求人 ]
家庭教師の求人を希望される一般家庭からのアルバ
イト求人情報の掲載について、この規約の第 3条は
適用されません。

第８条［個人情報の取扱い］
当ネットワークでは、当ネットワークを運営する株
式会社ナジック・アイ・サポートのプライバシーポ
リシーに則り、個人情報を厳正かつ適切に管理・保
護・維持します。
（1）個人情報の利用目的
求人企業の個人情報は、アルバイト求人情報の掲載
に関するご連絡、お問合せ、その他当ネットワーク
に関する各種ご案
内のために利用します。
（2）第三者への委託について
当ネットワークは、個人情報を第三者との間で共同
利用したり、業務を委託するために個人情報を第三
者に委託する場合、当該第三者について調査し必要
な契約を締結し（契約の履行確認を含みます）、そ
の他法令上必要な措置を講じます。

(6) 求人票の掲載期間途中での終了
求人票の掲載を掲載期間途中で終了させたい場合、
本ウェブサイトより所定の方法で終了申込をするか、
所定の「求人票掲載終了申込書」によりファックス
もしくは郵送による方法で通知して下さい。当ネッ
トワークはこの通知を受領し、確認を完了した翌営
業日までに掲載を終了させます。

アルバイト紹介システムの概要と掲載料金

【承諾事項】
１．当ネットワークへ初めてアルバイト求人をご依頼頂く場合、利用規約第２条１項に記載の通り、所定の「企業登録申込
書」を郵送による方法で求人企業の登録申込みをして下さい。
２．求人票の掲載には、掲載プランの購入が必要となります。掲載プランは、「関東」と「関西・中部・九州」で料金に地
域差を設けています。各掲載プランは 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12 ヶ月の 4つの期間があり、料金は上記の料金表に示す期
間と仕様に準じます。
３．同じ仕様、同じ期間、同じ掲載地域の「掲載プラン」を同時に 2プラン以上購入申込すると、2プラン目以降は「追加
プラン」の料金が適用されます。
４．求人票に掲載できる勤務地と職種は、それぞれ１ヶ所、１職種、かつプラン毎に固定となります。勤務地や職種を追加
または変更する場合は、別途掲載プランをご購入下さい。
５．「掲載プラン」の購入は、所定の「掲載プラン購入申込書」に全て記載して、FAX または郵送による方法で購入申込を
して下さい。
６．「掲載プラン」購入申込の手続きが完了した後、求人企業登録時にお知らせする求人企業専用の振込口座に代金をお振
込下さい。振込手数料は、求人企業が負担して下さい。
７．求人票の掲載は、当ネットワークが振込金額を確認し、「掲載プラン」購入申込と照合した時点から可能となります。
８．各プランは、購入後 1年以内に求人票の掲載を開始して下さい。1年以内に求人票の掲載開始が無い場合は、各プラン
の権利が失効します。
９．求人票を掲載する有効期限は求人票を最初に掲載した日を起算日として、各プランに応じた期間となります。
１０．当ネットワークの責めに帰す場合を除き、理由の如何に関わらず一切の払い戻しを致しません。
１１．各プランの有効期間内であっても、利用規約第 6条 2項に基づいて求人登録が抹消された場合は、求人票の掲載は直
ちに停止し、一切の払い戻しを致しません。

●新着求人ピックアップ
　 iSプラン、 iPプランの求人掲載開始か
ら 3日間の求人をランダムにピック
アップ

●注目の求人ピックアップ
iSプランの求人からランダムにピック
アップ

●急募・締切り間近
iSプランの求人からランダムにピック
アップ

15社限定のバナーを３求人づつラン
ダムに表示

③トップピックアップ
5社限定のバナーをランダムに表示
①インパクトバナー

5社限定のバナーをランダムに表示
②フレンドシップバナー

■求人掲載プラン
●求人掲載は、1職種、１勤務地毎に求人掲載プランが必要です。
●検索順位の高さ、トップ画面での露出頻度、写真点数に応じて求人掲載プランが選択できます。

③トップピックアップ（期間２週間）

①インパクトバナー（期間２週間）

②フレンドシップバナー（期間２週間）

掲載プラン

TOPページ

■価格表

■アルバイト紹介システムの概要

■モバイル対応
●スマートフォン ●携帯電話

文字情報のみのご掲載画像や写真が文字情報と合わせ
て掲載可能。

画像や写真が文字情報と合わせ
て6点掲載可能。検索高順。

iプラン（テキストプラン）iPプラン（写真付きプラン）iSプラン（スペシャルプラン）

基本プラン

写真
検索順位
トピックバナー

追加プラン

 低

 ー

 ー
 中
 １点

新着

高
 ６点

新着・注目

iプラン（テキストプラン）

iPプラン（写真付きプラン）

iSプラン（スペシャルプラン）

プラン名称

価　格

１０８，０００円／2週間

１６２，０００円／2週間

２１６，０００円／2週間

アルバイト紹介システム

アルバイト情報の提供方法

■大学、短大、専門学校では掲示板は廃止され、インターネットによる
アルバイト情報の提供となっております。

大学アルバイト掲示板

大学・短大・専門学校

学生

過去 現在

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

各学校のホームページのアルバイトコンテンツとして提供

アルバイト求人を学生に配信

・学校毎にアルバイト求人の依頼が必要無く、
アルバイト求人業務の効率化向上

・学生に限定しているため、学生だけの募集が
可能

・料金が安価に設定されているため、費用対効
果が高い

・インターネットの利用による利便性の向上

・24 時間 365 日 WEB により閲覧可能。スマー
トホンでも閲覧可能です。

アルバイト紹介業務 委託大学・短大・専門学校　全国 232 校

大学32校

宮城大学東北大学

中部エリア

東北エリア 対象学生数19,000人　加盟校2校

対象学生数754,800人　加盟校99校

亜細亜大学／
亜細亜大学短期大学部

桜美林大学

お茶の水女子大学

学習院大学

玉川大学

大東文化大学

千葉工業大学

東京学芸大学

東京大学（本郷）

東京農工大学

東洋大学

日本女子大学

文京学院大学（ふじみ野）

法政大学

明治学院大学

電気通信大学

青山学院大学

東京理科大学
昭和女子大学／
昭和女子大学短期大学部

淑徳大学

麻布大学

江戸川大学

学習院女子大学

神奈川工科大学

上智大学

拓殖大学

多摩大学

一橋大学

東京医科歯科大学

東京家政学院大学

東京工業大学

東京外国語大学

東京家政大学／
東京家政大学短期大学部

東京藝術大学

東洋英和女学院大学

日本体育大学／
日本体育大学女子短期大学部

帝京大学／
帝京大学短期大学（八王子）

神田外語大学

共立女子大学／
共立女子短期大学

杏林大学

國學院大學

駒澤大学

敬愛大学（稲毛）

千葉商科大学

首都大学東京

千葉大学

中央大学

武蔵野美術大学

立教大学

立正大学

和光大学

目白大学／
目白大学短期大学部

明星大学

早稲田大学

横浜国立大学

横浜市立大学

神奈川大学

駿河台大学

相模女子大学／
相模女子大学短期大学部

国立音楽大学

国際基督教大学

関東エリア

東京工芸大学（厚木）

大学16校

九州大学

九州情報大学

（箱崎、伊都、大橋、筑紫）

（北方、ひびきの）

（太宰府、小郡）

西日本短期大学

九州共立大学

西南学院大学

中村学園大学

北九州市立大学

福岡エリア

九州工業大学
（戸畑、飯塚、若松）

大学67校

関西エリア

鶴見大学／
鶴見大学短期大学部

追手門学院大学

大阪経済大学

大阪樟蔭女子大学

関西学院大学／
聖和大学・聖和短期大学

大阪大学

大阪商業大学

武庫川女子大学

立命館大学

京都産業大学

京都精華大学

京都外国語大学

京都嵯峨芸術大学

（衣笠、びわこくさつ）

（上ヶ原、神戸三田、西宮）

大阪教育大学

大阪工業大学

関西大学
（吹田、高槻、堺）

京都光華女子大学

大阪産業大学

佛教大学

龍谷大学
（深草、大宮、瀬田）

大谷大学 桃山学院大学

京都大学

京都文教大学

近畿大学

同志社大学

神戸大学

阪南大学

（今出川、京田辺）

（本部、農学部、
医学部、生物理工学部）

甲南大学

神戸夙川学院大学

成安造形大学

京都府立大学

関西外国語大学／
関西外国語大学短期大学部

大阪芸術大学

びわこ成蹊スポーツ大学

種智院大学

神戸女子大学／
神戸女子短期大学

埼玉大学

学校法人杉野学園

大阪経済法科大学
同志社女子大学

（今出川、京田辺）

東京経済大学

大阪国際大学

東大阪大学

東京女子大学

武蔵大学

大阪成蹊大学／
大阪成蹊短期大学

畿央大学

九州産業大学／
九州造形短期大学

エコール辻　東京

・辻調理師専門学校

大阪市立大学

大学96校

専門学校2校

大学2校

対象学生数462,370人　加盟校71校

専門学校4校

対象学生数178,000人　加盟校38校　

対象学生数99,200人　加盟校21校　

筑紫女学園大学／
筑紫女学園短期大学

西鉄国際ビジネス
カレッジ

専門学校5校

神戸国際大学

帝京平成大学

芝浦工業大学

明治大学

花園大学

大阪府立大学

大手前大学

西日本工業大学

東京国際大学

東京富士大学

外語ビジネス専門学校大妻女子大学／
大妻女子大学短期大学部

京都学園大学

京都教育大学

京都工芸繊維大学

神戸学院大学

宝塚大学

プール学院大学／
プール学院短期大学部

東海大学（高輪）

鎌倉女子大学／
鎌倉女子大学短期大学部

関東学院大学

東京未来大学

福岡教育大学

福岡工業大学

浦和大学／
浦和大学短期大学部

埼玉県立大学

聖学院大学

東京海洋大学

川村学園女子大学

東京経営短期大学

東京電機大学

武蔵野大学

京都経済短期大学

神戸山手大学／
神戸山手短期大学

近畿大学(福岡)　

宝塚大学(新宿)

成蹊大学

創価大学／
創価女子短期大学

実践女子大学／
実践女子短期大学

京都ノートルダム女子大学

四條畷学園大学

奈良文化女子短期大学

京都外国語専門学校

和歌山大学

神戸芸術工科大学

大阪電気通信大学

東洋学園大学

白百合女子大学 

神戸海星女子学院大学

1ヶ月プラン 3ヶ月プラン 6ヶ月プラン 12ヶ月プラン

８６,４００円 １２９,６００円 １７２,８００円４３,２００円 ４３,２００円

４３,２００円 ６４,８００円 ８６,４００円２１,６００円 ２１,６００円

２１,６００円 ３２,４００円 ４３,２００円１０,８００円 １０,８００円

基本プラン 追加プラン

iプラン（テキストプラン）

iPプラン（写真付きプラン）

iSプラン（スペシャルプラン）

プラン名称
1ヶ月プラン 3ヶ月プラン 6ヶ月プラン 12ヶ月プラン

６４,８００円 ９７,２００円 １２９,６００円３２,４００円 ３２,４００円

３２,４００円 　４８,６００円 　６４,８００円１６,２００円 　１６,２００円

　　２１,６００円 　３２,４００円 　４３,２００円１０,８００円 　１０,８００円

≪関東版≫

≪中部・関西・九州版≫

※追加プランは基本プランと同時購入が必要です。追加プランの掲載期間は基本プランと同期間になります。
※各プランの有効期限はご購入いただいた後、1年間です。 

摂南大学

恵泉女学園大学

帝京科学大学

[RND]462926

日本女子体育大学

麻生塾

専門学校福岡カレッジ・
オブ・ビジネス

大学1校

甲信越・北陸エリア 対象学生数19,000人　加盟校1校

新潟大学

十文字学園女子大学／
十文字学園女子短期大学

※2014年3月31日までの消費税抜料金に対し、8％の消費税を含んだ料金となります。  

コミュニカ学院滋賀県立大学

愛知学院大学

愛知大学

豊橋技術科学大学

名古屋工業大学

名古屋市立大学

南山大学

名古屋大学

（日進、楠元、末盛）

（名古屋、車道、豊橋）

（川澄、田辺通、山の畑、北千種）

（東山、鶴舞、大幸）

（名古屋、瀬戸）

名古屋経済大学／
名古屋経済大学短期大学部

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

名古屋商科大学

名古屋女子大学

名城大学
（天白、八事、可児）

愛知教育大学

愛知工業大学

愛知県立大学

金城学院大学

桜花学園大学

星城大学

至学館大学／
至学館大学短期大学部

中京大学（名古屋、豊田）

（汐路学舎、天白学舎）

東海学園大学

愛知文教大学

愛知東邦大学

椙山女学園大学

岐阜大学

名古屋学院大学

愛知みずほ大学

愛知県立芸術大学

人間環境大学

名古屋観光専門学校

名古屋ビジュアルアーツ

名古屋デザイナー学院

名古屋スクールオブビジネス

専門学校6校

名古屋文理大学
（稲沢、名古屋）

名古屋コミュニケーション・
アート専門学校

帝塚山大学

・エコール辻 大阪
・辻製菓専門学校

大阪音楽大学

辻調グループ(大阪)

中京法律専門

折尾愛真短期大学

大村ファッション

三重大学

福岡大学

国際貢献専門大学校

平安女学院大学／
平安女学院大学短期大学部

修成建設専門学校

山野美容芸術短期大学



〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前5-52-2 
青山オーバルビル10F 

E-mail：info@nasic-is.co.jp  URL：http://www.nasic-is.co.jp/

TEL:03-5466-1236　
FAX:03-5466-1239

〒453-0015
名古屋市中村区椿町15-21 
明治安田生命名古屋西口ビル2F 

TEL:052-453-7491
FAX:052-453-7497

〒532-0011
大阪市淀川区西中島
5-4-20中央ビル2F

TEL:06-4806-0560
FAX:06-4806-0550

〒810-0004 
福岡市中央区渡辺通4-10-10
紙与天神ビル6F 

TEL:092-736-0551　
FAX:092-725-9551

【東京オフィス】 【名古屋オフィス】 【大阪オフィス】 【福岡オフィス】
一般労働者派遣事業許可番号　般27-060097　／有料職業紹介事業許可番号　27-ユ-301204

●多くの大学、短期大学、専門学校での学生アルバイト紹介業務は、財団法人学生サポートセンター（文部科
学省主管）が指導する株式会社ナジック・アイ・サポートに業務委託されております。

●株式会社ナジック・アイ・サポートは、『学生アルバイト情報ネットワーク』事務局を運営しており、業務委
託している各大学の学生にアルバイト情報提供を行っております。

●サーバー・メンテナンスなど運営の経費につきましては、掲載料として求人企業様に、ご負担をお願いいた
しております。

東京 TEL:03-5467-0551 　名古屋 TEL:052-453-7491 　大阪 TEL:06-4806-0551 　福岡 TEL:092-736-0551　

大学・短大・専門学校へのアルバイト求人の総合窓口

学生アルバイト情報ネットワーク

大学、短大、専門学校のアルバイト紹介業務は、

　「学生アルバイト情報ネットワーク」事務局が受託しています。

学生アルバイト情報
ネットワーク事務局
学生アルバイト情報
ネットワーク事務局

大学・短大・専門学校
（各校専用アルバイト紹介システム）

学生

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

大学・短大・専門学校
（各校専用アルバイト紹介システム）

学生

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

アルバイト求人 アルバイト情報配信

アルバイト情報閲覧アルバイト応募

大学・短大・専門学校へのアルバイト求人の仕組み

■アルバイト紹介について

運営指導：

●アルバイト情報は、インターネットより情報が配信されており、パソコンやスマートフォン、携帯電話を
利用して、学生が学校のホームページからリンクされている専用ページで自由に閲覧できます。

URL  http://www.gakusei-sc.or.jp/ 

運　　営： URL  https://www.nasic-is.co.jp/

URL  http://www.aines.net/

第９条 [ 規約の改定 ]
この規約は、当ネットワークの裁量により、当ネッ
トワークのウェブサイト等で告知の上、適宜変更さ
れることがあります。本利用規約が変更された後、
求人企業がこの規約に基づくサービスの利用を継続
した場合は、改定された本利用規約を承諾したもの
とみなします。

この規約は平成 23 年 3月 11 日に改訂し、平成 23
年 3月 14 日から適用します。

この規約の改訂に伴う経過措置
１．この規約の適用日時点で本ウェブサイトに掲
載されている求人票は、旧規約に基づく求人票記
載の掲載期間の終了日まで旧規約に従いお取扱い
します。
この規約の適用日時点で企業・団体の登録をされ
ている企業・団体はこの規約を承認されたものと
して、以後お取扱いさせていただきますので、あ
らためて企業・団体の登録手続きは不要です。

学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト利用規約

学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト（ド
メイン名：ｗｗｗ．ａｉｎｅｓ．ｎｅｔ、以下「本ウェ
ブサイト」といいます。）の利用にあたり、株式会
社ナジック・アイ・サポートがアルバイト求人の提
供を目的として運営する、学生アルバイト情報ネッ
トワーク（以下、「当ネットワーク」といいます。）
では、次に掲げる利用規約（以下、「この規約」と
いいます。）を設けており、本ウェブサイトのご利
用はこの規約の承諾を前提としておりますのでご了
承下さい。者をいいます。
第１条［利用規約について］
この規約は「学生アルバイト情報ネットワーク利用
規約」による手続きを経て、お客様番号とパスワー
ド ( 以下この両方をあわせて「承認番号」といいま
す。) を取得した求人企業の本ウェブサイト利用に
関する規定を定めたものです。

第２条［承認番号の管理］
（1）求人企業は、当ネットワークから取得した承認
番号の管理責任を負うものとします。
（2）求人企業は、承認番号について、第三者への利
用、開示、貸与、譲渡、名義変更、売買および質入
等をしてはならない
ものとします。
（3）求人企業による承認番号の管理不十分、使用上
の過誤、第三者の使用等による損害の責任は求人企
業が負うものとし、
当ネットワークは一切の責任を負いません。
（4）第三者が求人企業の承認番号を用いて、本ウェ
ブサイトを利用した場合、当該行為は求人企業の行
為とみなされるもの
とし、求人企業はかかる利用についての料金の支払
その他債務一切を負担するものとします。
（5）承認番号が盗用され、第三者の使用等により、
本ウェブサイトが停止又毀損した場合には、当該承
認番号の管理責任を
負っている求人企業は、当ネットワークに対し賠償
責任を負うものとします。
（6）求人企業は、承認番号の盗難または第三者に使
用されていることが判明した場合には、直ちに当
ネットワークにその旨
を連絡するとともに、当ネットワークからの指示が
ある場合にはこれに従うものとします。

（2）求人企業は、前項各号のいずれかに該当する行
為がなされたことを知った場合、または該当する行
為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ち
に当ネットワークに通知するものとします。

（3）利用目的の通知等について
当ネットワークは、求人企業が自己の個人情報につ
いて、利用目的の通知、開示、訂正、追加・削除、
利用停止、第三者提供停止、消去等の権利を有して
いることを確認し、求人企業からのこれらの要求に
対して異議なく応じます。

第３条［禁止事項］
（1）求人企業は、本ウェブサイトの利用に関して、
以下の行為を行わないものとします。
①各種法令に違反する行為、または違反するおそれ
のある行為。
②第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の
権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある
行為
③第三者の肖像権、プライバシーを侵害する行為
④第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名
誉もしくは信用を毀損する行為
⑤猥褻・冒涜的な行為・発言等の公序良俗に反する
行為
⑥コンピューターウィルス等の有害プログラムを使
用もしくは提供し、またはそのおそれのある行為
⑦第三者にアルバイト求人以外の目的で広告、宣伝、
勧誘する行為
⑧第三者に不利益、損害を与え、または与えるおそ
れのある行為

（3）当ネットワークは、本ウェブサイトの利用に
関して、求人企業の行為が第１項各号のいずれかに
該当するものであることまたは求人企業の提供した
情報が第１項各号のいずれかの行為に関連する情報
であることを知った場合、事前に求人企業に通知す
ることなく、本ウェブサイトの利用を一時停止し、
第１項各号に該当する行為に関連する情報を削除す
ることができるものとします。ただし､当ネットワー
クは、求人企業の行為または求人情報を監視する義
務を負うものではありません。

第５条［非常事態発生時の利用制限］
（1）当ネットワークは、天災、事変、その他の非常
事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、
求人企業に事前に通知することなく、求人企業に対
する本ウェブサイトの全部または一部を中止する措
置をとることができるものとします。
（2）当ネットワークは、前項に基づく措置に関して
求人企業または第三者の損害につき一切の責任を負
いません。

第６条［情報の削除］
（1）当ネットワークは、求人企業が本ウェブサイト
を利用して提供した情報が、以下の各号に該当する
と判断した場合、事前に求人企業に通知することな
く、当該の情報を削除することができるものとしま
す。
①第３条第１項各号の禁止行為を行った場合。
②その他、当ネットワークが必要であると判断した
場合。

第７条［免責］
１．当ネットワークは、以下の事由により求人企
業に発生した損害については、債務不履行責任､不
法行為責任､その他の法律上の請求原因のいかんを
問わず、賠償の責任を負わないものとします。
①天災、事変、騒乱、暴動その他の不可抗力な非
常事態
②求人企業の設備の障害または当ネットワークに
係わらないインターネット接続サービスの不具合
等、求人企業の接続環境の障害
③当ネットワークが第三者から導入しているコン
ピューターウイルス対策ソフトについて当該第三
者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル
等を提供されていない種類のコンピューターウイ
ルスの本ウェブサイトへの侵入
④善良なる管理者の注意をもってしても防御し得
ない本ウェブサイトに対する第三者による不正ア
クセスまたはアタック、通信経路上での傍受
⑤当ネットワークが定める手順・セキュリティー
手段等を求人企業等が遵守しないことに起因して
発生した損害
⑥当ネットワークに係わらないソフトウェアに起
因して発生した損害
⑦当ネットワークに係わらないハードウェアに起
因して発生した損害
⑧その他当社の責に帰すべからざる事由により発
生した損害
２．当ネットワークは、求人企業が本サービスを
利用することにより求人企業と第三者との間で生
じた紛争等について一切の責任を負いません。

第４条［本ウェブサイト利用に伴う承諾事項］
（1）求人企業は、本ウェブサイト利用に伴い、自己
の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた
場合、または第三者からクレーム等の請求がなされ
た場合、自己の責任と費用をもって処理、解決する
ものとします。求人企業が本ウェブサイト利用に伴
い、第三者から損害を被った場合、または第三者に
対してクレーム等の請求を行う場合においても同様
とします。
（2）本ウェブサイトを利用して求人企業が提供する
情報については、求人企業の責任で提供されるもの
であり、当ネットワークはその内容などについて、
一切の責任を負いません。
（3）当ネットワークは、本ウェブサイトを利用して
求人企業が提供する情報の保存については保証しな
いものとします。
（4）第７条第１項各号に掲げる場合を含め、本ウェ
ブサイトに当ネットワークに起因しない不具合が生
じる場合があります。
（5）当ネットワークに起因しない本ウェブサイトの
不具合については、当ネットワークは一切の責任を
負いません。

第８条［規約の改訂］
この規約は、当ネットワークの裁量により、当ネッ
トワークのウェブサイト等で告知のうえ、適宜変
更されることがあります。本利用規約が変更され
た後、求人企業がこの規約に基づくウェブサイト
の利用を継続した場合は、改定された本利用規約
に同意したものとみなします。

第９条［合意管轄］
本規約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、
当ネットワークを管轄する裁判所を管轄裁判所と
します。

第１０条［規定外事項］
この契約に定めなき事項およびその解釈に疑義を
生じた場合は、当ネットワークおよび求人企業が
協議の上、法令の定めに従い誠意をもって解決す
るものとします。

（2）当ネットワークは、本条の規定に従い情報を削
除したこと、または情報を削除しなかったことに関
して求人企業または第三者に発生した損害につい
て、一切の責任を負いません。

●「企業登録申込書」に捺印し、証明書類と共に事務局まで郵送してください。

企業登録申込1

企業様名義のホームページ（企業団体属性型ドメイン）をお持ちの場合、証明書類は不要です。
証明書類

※企業登録申込書はウェブページ（http://www.aines.net）からも行えます。

a) 会社案内、b) 会社パンフレット、c) 営業案内、d) 営業許可証写し
e) 公的証明書（企業団体名義　公共料金などの支払明細書）

審査２

●学生アルバイト情報ネットワーク利用規約・制限職種により審査があります。事前に内容をご確認下さい。

主な審査事項 学生アルバイト情報ネットワーク利用規約 抜粋要約

ここで記載しているのは制限職種の一部です。必ず利用規約をお読み下さい。

登録完了３

●審査後、お客様番号 (ID) とパスワード、銀行振込口座が記載された「承認通知書」が郵送されます。
大切に保管してください。

掲載プランの申込1

●求人の掲載には料金がかかります。ウェブページより掲載プランを申し込んで下さい。
●購入いただいた金額を「承認通知書」に記載の指定の銀行振込口座へ入金ください。

求人原稿の作成２

●ウェブページより求人原稿の登録を行い、掲載予約をおこないます。
●掲載予約された求人原稿を事務局で確認し、承認されると掲載開始指定日より掲載されます。

学生からの応募３

●学生からの応募は、電話、メール、応募フォームからとなります。
●応募フォームで受付された場合、ログイン後の画面で応募者データをご確認いただけます。

利用方法と注意事項

■初回登録について

■求人の掲載について

求人掲載はウェブページ（http://www.aines.net）で行います。

・アルバイトは雇用契約が前提としておりますので、委託契約による仕事は取り扱えません。（序章）
・雇用は労働基準法の遵守を前提としておりますので、労働災害保険の加入が必須です。（序章）
・アルバイト採用以外の目的による個人情報の取得はできません。（第 5条 （４）項）
・自動車やバイクの運転を伴う仕事は掲載できません。（第 4条 （１）項③号）
・警備員、宿直、交通整理は掲載できません。（第 5条 （１）項⑧号）
・無許可でのチラシ配り、ポスター貼りは掲載できません。（第 5条 （１）項⑪号）
・風俗営業法に基づく店舗・職場での仕事は掲載できません。（第 5条 （１）項⑮号）
・深夜作業の２２：００～翌日６：００の仕事は掲載できません。（第 5条 （１）項⑯号）
・プール監視員、インストラクター、保育、介護等の人命に関わることが予測される業務。（第 5条 （１）項⑱号）
・学習塾で経営実績が 1年未満の場合は登録ができません。（第 5条 （３）項①号）

学生アルバイト情報ネットワーク利用規約

株式会社ナジック・アイ・サポートが運営する学生ア
ルバイト情報ネットワーク（以下「当ネットワーク」
といいます。）は、大学、短期大学、専門学校（以下、
「各学校」といいます。）よりアルバイト求人提供業務
の委託を受け運営されています。当ネットワークは、
委託者である各学校の教育方針に従い、各学校に在籍
する大学生、大学院生、短大生または専門学校生（以
下、「対象学生」といいます。）の福利厚生に資するこ
とを目的として、対象学生の本分である勉学に支障を
きたさない、就業体験につながる安心なアルバイト求
人を、学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト
（ドメイン名 :ｗｗｗ．ａｉｎｅｓ．ｎｅｔ、以下「本ウェ
ブサイト」といいます。）により対象学生に提供します。
当ネットワークでは、次に掲げる利用規約（以下、「こ
の規約」といいます。）を設けており、当ネットワー
クのサービスのご利用は、この規約の承諾と労働基準
法等すべての関連法規の遵守を前提としておりますの
でご了承下さい。なお、当ネットワークでいうアルバ
イトとは、労働基準法に定める労働者をいいます。

第 1条 [ 利用規約について ]
　この規約は、アルバイト求人を希望する企業・団体（家
庭教師の求人を希望される個人を含み、以下、「求人企
業」といいます。）の、対象学生に対する本ウェブサイ
トでのアルバイト求人情報の掲載等、当ネットワーク
のサービスのご利用に関する規定を定めたものです。

第２条 [ 当ネットワークへの申込と手続 ]
求人企業のアルバイト求人のお申込み方法と掲載内容
の変更等の手続きは次のとおりです。
(1) 求人企業の登録方法およびこの規約の承認
初めて当ネットワークへアルバイト求人を依頼される
場合、所定の「企業登録申込書」を郵送による方法で
求人企業の登録申込みをして下さい。当ネットワーク
では、この登録申込みをもって、この規約を承諾され
たものとして取扱い、この登録を承認した求人企業に
「お客様番号」と「パスワード」（以下この両方をあわ
せて、「承認番号」といいます。）を通知し、以後、次
号の承認番号に関するお問い合わせを除き、この承認
番号によって求人企業を確認します。ただし、当ネッ
トワークの裁量により、この登録の承認を一時留保ま
たはお断りする場合があります。
(2) 求人企業の登録内容の変更
登録された内容を変更される場合、インターネットに
より所定の方法で変更申込をするか、所定の「企業登
録変更申込書」に変更事項を記載してファックスまた
は郵送による方法で変更の手続きをして下さい。なお、
「承認番号」に関するお問合せは当ネットワークまでご
連絡下さい。確認の上、登録の住所へ「承認番号等通
知書」を郵送します。
(3) アルバイト求人の掲載申込み方法
アルバイト求人に必要な事項（以下、「求人情報」とい
います。）を本ウェブサイトより所定の方法で入力して
掲載申込をするか、所定の「求人票掲載申込書」に全
て記載して、ファックスまたは郵送による方法で掲載
申込をして下さい。当ネットワークは、求人票を受領
した時点で、求人企業から掲載申込がなされたものと
して取り扱います。なお、特段の定めの無い限り、求
人情報 1件に記載できる勤務地、職種はそれぞれ一ヶ
所、一職種とします。
(4) 求人票の掲載
当ネットワークは、営業日（営業日とは土曜、日曜、
祝祭日および年末年始、お盆休暇を除く日とし、以下
同じ。）の正午を締め切りとし、翌営業日以降を掲載開
始希望日としてアルバイト情報の掲載申込を受付け、
掲載申込された求人情報（以下、「求人票」といいます。）
がこの規約第 5条その他に違反していないことおよび
当該求人票掲載申込者が当該掲載に必要な費用の支払
いを当ネットワークが確認した後、アルバイト求人情
報を当ネットワークのウェブサイトに掲載します。た
だし、求人票に記載された掲載開始日に掲載できない
場合があります。
(5) 求人票の内容変更
掲載中の求人票の求人情報の変更を希望される場合、
変更内容を本ウェブサイトより所定の方法で入力して
掲載変更申込をするか、所定の「求人票変更申込書」
によってファックス、郵送による方法で通知して下さ
い。当ネットワークは、この通知を受領し、変更内容
が規約第 5条その他に違反していないことの確認を完
了した日から３営業日以内に変更します。

第３条 [ 求人票の掲載料金および掲載期間 ] について
求人票の掲載には掲載料金が必要です。掲載料金に
ついては別途料金表で定めるものとします。

第４条「求人企業の承諾事項」
(1) 求人企業からの求人票を、当ネットワークのウェ
ブサイトに掲載する方法で、各学校またはアルバイ
ト求人情報に記載された各学校（各学校から指定す
ることができ以下、「指定学校」といいます。）の対
象学生に限定して提供します。
(2) 学校によってはこの規約に定める以外の職種や労
働条件等に制限を設けている場合があります。
(3) 求人票による応募者（以下、「応募者」といいます。）
は、当ネットワークを経由しないで、直接企業・団
体に応募します。
(4) 求人企業は応募者から採用選考および雇用後に必
要とする個人情報以外の個人情報の取得は行なわな
いで下さい。
(5) 求人企業の責任で、応募者が指定学校の対象学生
であることを学生証で確認し、以後の選考等の手続
きを進めて下さい。また、応募者が留学生である場合、
資格外活動許可証もあわせて確認して下さい。
(6) 当ネットワークは求人企業に対し、求人票におけ
る応募状況およびその選考結果について報告を求め
ることができるものとします。その場合、企業・団
体は当ネットワークに対し速やかに応募状況および
選考結果を報告して下さい。
(7) 求人企業と応募者（採用または不採用にかかわら
ず、もしくは、対象学生または対象学生以外の者に
かかわらず）との間に苦情や紛争が生じた場合、当
ネットワークより企業・団体に対して状況報告を求
めることができるものとします。その場合、求人企
業は当ネットワークに対し状況を報告して下さい。
ただし、当ネットワークは一切の責任を負いません。
(8) 採用された応募者に通勤中を含む業務従事中に生
じた労災事故等を原因とした、損害や補償問題が生
じた場合、その損害や補償問題等の一切の賠償責任
を、企業・団体が負担するものとします。
(9) 当ネットワークは第 (1) 号に記載された以外の業
務の取扱はいたしません。

第５条 [ 制限職種 ]
当ネットワークでは、各学校の教育方針に従った教
育的配慮により、次の各号の職種や労働条件等の制
限に抵触するアルバイト求人票の取扱いをいたしま
せん。（指定学校によっては一部取扱いができる場合
があります。）
(1) 職種による制限
①ボール盤、旋盤、裁断機、プレス、草刈機等、自
動機械の助手を含むこれらの操作。
②高電圧、高圧ガス等危険物の取扱いまたはその周
辺での助手を含むこれらの作業。ガソリンスタンド
での作業。
③自動車や単車等車両の運転または自転車で 30ｋｇ
以上の重量物の配達。
④線路内や交通頻繁な路上での作業。
⑤土木や水道工事等の現場作業。
⑥建築中や建物取壊現場での現場作業または残材片
付作業。
⑦２ｍ以上の高所でのガラス拭き、器具取付等の作
業。
⑧警備員、宿直、交通整理。
⑨農薬や劇薬等有害な薬物の取扱いを伴う作業また
は薬品等の臨床人体実験。
⑩特に高温度、低温度、粉塵、粉末、有毒ガス、騒
音等の劣悪な環境下での作業。
⑪無許可の街頭でのチラシ配り、ポスター貼り。露店、
屋台等の売り子等。
⑫不特定多数を対象とした、街頭や訪問による助手
を含むこれらの調査または調査内容に問題のある助
手を含む調査。スパイ行為やプライバシーに関する
助手を含むこれらの調査。

⑬訪問販売や勧誘を目的とした集金業務。金融ロー
ンやクレジットに関する信用調査または返済督促業
務。消費者金融業に関する一切の業務。
⑭開催中の競馬や競輪場等のギャンブル場内での現
場作業。
⑮バー、キャバレー、マージャン店、パチンコ店等
の風俗営業法に基づく職種
⑯住み込みまたは深夜作業（22:00 ～翌日 6:00）。一
部の学校では長期休暇中に限り深夜作業可。
⑰選挙の応援に関連する一切の業務。
⑱人命に関わることが予測される業務。
⑲その他特に学生が関与する労働として社会的に好
ましくないと判断されるもの。
(2) 労働条件による制限労働条件が不明確なもの。
①家庭教師派遣等の登録制のもの。
②就労中の事故に対し対象学生に負担を負わせるも
の。
③最低保証のない出来高払いのもの。④違約金や損
害賠償を予定するもの。
⑤男女雇用機会均等法に抵触するもの。
(3) その他の制限
①学習塾の講師で経営実績が 1年未満のもの。
②対象学生に不利益な契約を求めるもの。
③対象学生を紹介しても、正当な理由なく採用され
ないことがしばしば繰り返されるもの。
④人員の限定を条件とするもの。
⑤労働争議に介入するおそれのあるもの。
⑥営利職業斡旋業者への仲介斡旋。
⑦マルチやネズミ講商法に関するもの。
⑧公序良俗に反すると認められるもの。

第６条 [ 登録の抹消 ]
求人企業は次の各号について異議を述べないものと
します。
(1) 第 2条 1項の企業・団体の登録をお断りしたとき。
(2) 求人企業において以下の各号の一に該当する事
由が判明した時点で、直ちに求人企業の登録を抹消
し、それに関連する求人票も削除します。この場合、
アルバイト求人の掲載に係る一切の権利は失効し、
払い戻しに応じません。この規定に基づき登録を抹
消した場合には、当ネットワークは速やかに求人企
業にその旨通知します。
①求人企業の登録内容または求人票に虚偽の記載が
あったとき。
②求人票に記載された職種と異なる職種に、対象学
生を当ネットワークの承諾なしに従事させたとき。
③求人票に記載された労働条件等を遵守せず、また
は賃金の遅滞もしくは不払いをしたとき。
④公序良俗に反する行為の生じたとき。
⑤求人企業に重大なる信用不安が生じたとき。
⑥求人企業が法令やこの規約に違反したとき。
(3) 当ネットワークは、この規約に基づき取扱いさ
れた求人票の掲載や内容の変更または掲載の終了等
について、承認番号の不正使用等によって求人企業
に生じた損害について一切の賠償義務を負いませ
ん。

第７条 [ 家庭教師の求人 ]
家庭教師の求人を希望される一般家庭からのアルバ
イト求人情報の掲載について、この規約の第 3条は
適用されません。

第８条［個人情報の取扱い］
当ネットワークでは、当ネットワークを運営する株
式会社ナジック・アイ・サポートのプライバシーポ
リシーに則り、個人情報を厳正かつ適切に管理・保
護・維持します。
（1）個人情報の利用目的
求人企業の個人情報は、アルバイト求人情報の掲載
に関するご連絡、お問合せ、その他当ネットワーク
に関する各種ご案
内のために利用します。
（2）第三者への委託について
当ネットワークは、個人情報を第三者との間で共同
利用したり、業務を委託するために個人情報を第三
者に委託する場合、当該第三者について調査し必要
な契約を締結し（契約の履行確認を含みます）、そ
の他法令上必要な措置を講じます。

(6) 求人票の掲載期間途中での終了
求人票の掲載を掲載期間途中で終了させたい場合、
本ウェブサイトより所定の方法で終了申込をするか、
所定の「求人票掲載終了申込書」によりファックス
もしくは郵送による方法で通知して下さい。当ネッ
トワークはこの通知を受領し、確認を完了した翌営
業日までに掲載を終了させます。

アルバイト紹介システムの概要と掲載料金

【承諾事項】
１．当ネットワークへ初めてアルバイト求人をご依頼頂く場合、利用規約第２条１項に記載の通り、所定の「企業登録申込
書」を郵送による方法で求人企業の登録申込みをして下さい。
２．求人票の掲載には、掲載プランの購入が必要となります。掲載プランは、「関東」と「関西・中部・九州」で料金に地
域差を設けています。各掲載プランは 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12 ヶ月の 4つの期間があり、料金は上記の料金表に示す期
間と仕様に準じます。
３．同じ仕様、同じ期間、同じ掲載地域の「掲載プラン」を同時に 2プラン以上購入申込すると、2プラン目以降は「追加
プラン」の料金が適用されます。
４．求人票に掲載できる勤務地と職種は、それぞれ１ヶ所、１職種、かつプラン毎に固定となります。勤務地や職種を追加
または変更する場合は、別途掲載プランをご購入下さい。
５．「掲載プラン」の購入は、所定の「掲載プラン購入申込書」に全て記載して、FAX または郵送による方法で購入申込を
して下さい。
６．「掲載プラン」購入申込の手続きが完了した後、求人企業登録時にお知らせする求人企業専用の振込口座に代金をお振
込下さい。振込手数料は、求人企業が負担して下さい。
７．求人票の掲載は、当ネットワークが振込金額を確認し、「掲載プラン」購入申込と照合した時点から可能となります。
８．各プランは、購入後 1年以内に求人票の掲載を開始して下さい。1年以内に求人票の掲載開始が無い場合は、各プラン
の権利が失効します。
９．求人票を掲載する有効期限は求人票を最初に掲載した日を起算日として、各プランに応じた期間となります。
１０．当ネットワークの責めに帰す場合を除き、理由の如何に関わらず一切の払い戻しを致しません。
１１．各プランの有効期間内であっても、利用規約第 6条 2項に基づいて求人登録が抹消された場合は、求人票の掲載は直
ちに停止し、一切の払い戻しを致しません。

●新着求人ピックアップ
　 iSプラン、 iPプランの求人掲載開始か
ら 3日間の求人をランダムにピック
アップ

●注目の求人ピックアップ
iSプランの求人からランダムにピック
アップ

●急募・締切り間近
iSプランの求人からランダムにピック
アップ

15社限定のバナーを３求人づつラン
ダムに表示

③トップピックアップ
5社限定のバナーをランダムに表示
①インパクトバナー

5社限定のバナーをランダムに表示
②フレンドシップバナー

■求人掲載プラン
●求人掲載は、1職種、１勤務地毎に求人掲載プランが必要です。
●検索順位の高さ、トップ画面での露出頻度、写真点数に応じて求人掲載プランが選択できます。

③トップピックアップ（期間２週間）

①インパクトバナー（期間２週間）

②フレンドシップバナー（期間２週間）

掲載プラン

TOPページ

■価格表

■アルバイト紹介システムの概要

■モバイル対応
●スマートフォン ●携帯電話

文字情報のみのご掲載画像や写真が文字情報と合わせ
て掲載可能。

画像や写真が文字情報と合わせ
て6点掲載可能。検索高順。

iプラン（テキストプラン）iPプラン（写真付きプラン）iSプラン（スペシャルプラン）

基本プラン

写真
検索順位
トピックバナー

追加プラン

 低

 ー

 ー
 中
 １点

新着

高
 ６点

新着・注目

iプラン（テキストプラン）

iPプラン（写真付きプラン）

iSプラン（スペシャルプラン）

プラン名称

価　格

１０８，０００円／2週間

１６２，０００円／2週間

２１６，０００円／2週間

アルバイト紹介システム

アルバイト情報の提供方法

■大学、短大、専門学校では掲示板は廃止され、インターネットによる
アルバイト情報の提供となっております。

大学アルバイト掲示板

大学・短大・専門学校

学生

過去 現在

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

各学校のホームページのアルバイトコンテンツとして提供

アルバイト求人を学生に配信

・学校毎にアルバイト求人の依頼が必要無く、
アルバイト求人業務の効率化向上

・学生に限定しているため、学生だけの募集が
可能

・料金が安価に設定されているため、費用対効
果が高い

・インターネットの利用による利便性の向上

・24 時間 365 日 WEB により閲覧可能。スマー
トホンでも閲覧可能です。

アルバイト紹介業務 委託大学・短大・専門学校　全国 232 校

大学32校

宮城大学東北大学

中部エリア

東北エリア 対象学生数19,000人　加盟校2校

対象学生数754,800人　加盟校99校

亜細亜大学／
亜細亜大学短期大学部

桜美林大学

お茶の水女子大学

学習院大学

玉川大学

大東文化大学

千葉工業大学

東京学芸大学

東京大学（本郷）

東京農工大学

東洋大学

日本女子大学

文京学院大学（ふじみ野）

法政大学

明治学院大学

電気通信大学

青山学院大学

東京理科大学
昭和女子大学／
昭和女子大学短期大学部

淑徳大学

麻布大学

江戸川大学

学習院女子大学

神奈川工科大学

上智大学

拓殖大学

多摩大学

一橋大学

東京医科歯科大学

東京家政学院大学

東京工業大学

東京外国語大学

東京家政大学／
東京家政大学短期大学部

東京藝術大学

東洋英和女学院大学

日本体育大学／
日本体育大学女子短期大学部

帝京大学／
帝京大学短期大学（八王子）

神田外語大学

共立女子大学／
共立女子短期大学

杏林大学

國學院大學

駒澤大学

敬愛大学（稲毛）

千葉商科大学

首都大学東京

千葉大学

中央大学

武蔵野美術大学

立教大学

立正大学

和光大学

目白大学／
目白大学短期大学部

明星大学

早稲田大学

横浜国立大学

横浜市立大学

神奈川大学

駿河台大学

相模女子大学／
相模女子大学短期大学部

国立音楽大学

国際基督教大学

関東エリア

東京工芸大学（厚木）

大学16校

九州大学

九州情報大学

（箱崎、伊都、大橋、筑紫）

（北方、ひびきの）

（太宰府、小郡）

西日本短期大学

九州共立大学

西南学院大学

中村学園大学

北九州市立大学

福岡エリア

九州工業大学
（戸畑、飯塚、若松）

大学67校

関西エリア

鶴見大学／
鶴見大学短期大学部

追手門学院大学

大阪経済大学

大阪樟蔭女子大学

関西学院大学／
聖和大学・聖和短期大学

大阪大学

大阪商業大学

武庫川女子大学

立命館大学

京都産業大学

京都精華大学

京都外国語大学

京都嵯峨芸術大学

（衣笠、びわこくさつ）

（上ヶ原、神戸三田、西宮）

大阪教育大学

大阪工業大学

関西大学
（吹田、高槻、堺）

京都光華女子大学

大阪産業大学

佛教大学

龍谷大学
（深草、大宮、瀬田）

大谷大学 桃山学院大学

京都大学

京都文教大学

近畿大学

同志社大学

神戸大学

阪南大学

（今出川、京田辺）

（本部、農学部、
医学部、生物理工学部）

甲南大学

神戸夙川学院大学

成安造形大学

京都府立大学

関西外国語大学／
関西外国語大学短期大学部

大阪芸術大学

びわこ成蹊スポーツ大学

種智院大学

神戸女子大学／
神戸女子短期大学

埼玉大学

学校法人杉野学園

大阪経済法科大学
同志社女子大学

（今出川、京田辺）

東京経済大学

大阪国際大学

東大阪大学

東京女子大学

武蔵大学

大阪成蹊大学／
大阪成蹊短期大学

畿央大学

九州産業大学／
九州造形短期大学

エコール辻　東京

・辻調理師専門学校

大阪市立大学

大学96校

専門学校2校

大学2校

対象学生数462,370人　加盟校71校

専門学校4校

対象学生数178,000人　加盟校38校　

対象学生数99,200人　加盟校21校　

筑紫女学園大学／
筑紫女学園短期大学

西鉄国際ビジネス
カレッジ

専門学校5校

神戸国際大学

帝京平成大学

芝浦工業大学

明治大学

花園大学

大阪府立大学

大手前大学

西日本工業大学

東京国際大学

東京富士大学

外語ビジネス専門学校大妻女子大学／
大妻女子大学短期大学部

京都学園大学

京都教育大学

京都工芸繊維大学

神戸学院大学

宝塚大学

プール学院大学／
プール学院短期大学部

東海大学（高輪）

鎌倉女子大学／
鎌倉女子大学短期大学部

関東学院大学

東京未来大学

福岡教育大学

福岡工業大学

浦和大学／
浦和大学短期大学部

埼玉県立大学

聖学院大学

東京海洋大学

川村学園女子大学

東京経営短期大学

東京電機大学

武蔵野大学

京都経済短期大学

神戸山手大学／
神戸山手短期大学

近畿大学(福岡)　

宝塚大学(新宿)

成蹊大学

創価大学／
創価女子短期大学

実践女子大学／
実践女子短期大学

京都ノートルダム女子大学

四條畷学園大学

奈良文化女子短期大学

京都外国語専門学校

和歌山大学

神戸芸術工科大学

大阪電気通信大学

東洋学園大学

白百合女子大学 

神戸海星女子学院大学

1ヶ月プラン 3ヶ月プラン 6ヶ月プラン 12ヶ月プラン

８６,４００円 １２９,６００円 １７２,８００円４３,２００円 ４３,２００円

４３,２００円 ６４,８００円 ８６,４００円２１,６００円 ２１,６００円

２１,６００円 ３２,４００円 ４３,２００円１０,８００円 １０,８００円

基本プラン 追加プラン

iプラン（テキストプラン）

iPプラン（写真付きプラン）

iSプラン（スペシャルプラン）

プラン名称
1ヶ月プラン 3ヶ月プラン 6ヶ月プラン 12ヶ月プラン

６４,８００円 ９７,２００円 １２９,６００円３２,４００円 ３２,４００円

３２,４００円 　４８,６００円 　６４,８００円１６,２００円 　１６,２００円

　　２１,６００円 　３２,４００円 　４３,２００円１０,８００円 　１０,８００円

≪関東版≫

≪中部・関西・九州版≫

※追加プランは基本プランと同時購入が必要です。追加プランの掲載期間は基本プランと同期間になります。
※各プランの有効期限はご購入いただいた後、1年間です。 

摂南大学

恵泉女学園大学

帝京科学大学

[RND]462926

日本女子体育大学

麻生塾

専門学校福岡カレッジ・
オブ・ビジネス

大学1校

甲信越・北陸エリア 対象学生数19,000人　加盟校1校

新潟大学

十文字学園女子大学／
十文字学園女子短期大学

※2014年3月31日までの消費税抜料金に対し、8％の消費税を含んだ料金となります。  

コミュニカ学院滋賀県立大学

愛知学院大学

愛知大学

豊橋技術科学大学

名古屋工業大学

名古屋市立大学

南山大学

名古屋大学

（日進、楠元、末盛）

（名古屋、車道、豊橋）

（川澄、田辺通、山の畑、北千種）

（東山、鶴舞、大幸）

（名古屋、瀬戸）

名古屋経済大学／
名古屋経済大学短期大学部

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

名古屋商科大学

名古屋女子大学

名城大学
（天白、八事、可児）

愛知教育大学

愛知工業大学

愛知県立大学

金城学院大学

桜花学園大学

星城大学

至学館大学／
至学館大学短期大学部

中京大学（名古屋、豊田）

（汐路学舎、天白学舎）

東海学園大学

愛知文教大学

愛知東邦大学

椙山女学園大学

岐阜大学

名古屋学院大学

愛知みずほ大学

愛知県立芸術大学

人間環境大学

名古屋観光専門学校

名古屋ビジュアルアーツ

名古屋デザイナー学院

名古屋スクールオブビジネス

専門学校6校

名古屋文理大学
（稲沢、名古屋）

名古屋コミュニケーション・
アート専門学校

帝塚山大学

・エコール辻 大阪
・辻製菓専門学校

大阪音楽大学

辻調グループ(大阪)

中京法律専門

折尾愛真短期大学

大村ファッション

三重大学

福岡大学

国際貢献専門大学校

平安女学院大学／
平安女学院大学短期大学部

修成建設専門学校

山野美容芸術短期大学



〒150-0001 
東京都渋谷区神宮前5-52-2 
青山オーバルビル10F 

E-mail：info@nasic-is.co.jp  URL：http://www.nasic-is.co.jp/

TEL:03-5466-1236　
FAX:03-5466-1239

〒453-0015
名古屋市中村区椿町15-21 
明治安田生命名古屋西口ビル2F 

TEL:052-453-7491
FAX:052-453-7497

〒532-0011
大阪市淀川区西中島
5-4-20中央ビル2F

TEL:06-4806-0560
FAX:06-4806-0550

〒810-0004 
福岡市中央区渡辺通4-10-10
紙与天神ビル6F 

TEL:092-736-0551　
FAX:092-725-9551

【東京オフィス】 【名古屋オフィス】 【大阪オフィス】 【福岡オフィス】
一般労働者派遣事業許可番号　般27-060097　／有料職業紹介事業許可番号　27-ユ-301204

●多くの大学、短期大学、専門学校での学生アルバイト紹介業務は、財団法人学生サポートセンター（文部科
学省主管）が指導する株式会社ナジック・アイ・サポートに業務委託されております。

●株式会社ナジック・アイ・サポートは、『学生アルバイト情報ネットワーク』事務局を運営しており、業務委
託している各大学の学生にアルバイト情報提供を行っております。

●サーバー・メンテナンスなど運営の経費につきましては、掲載料として求人企業様に、ご負担をお願いいた
しております。

東京 TEL:03-5467-0551 　名古屋 TEL:052-453-7491 　大阪 TEL:06-4806-0551 　福岡 TEL:092-736-0551　

大学・短大・専門学校へのアルバイト求人の総合窓口

学生アルバイト情報ネットワーク

大学、短大、専門学校のアルバイト紹介業務は、

　「学生アルバイト情報ネットワーク」事務局が受託しています。

学生アルバイト情報
ネットワーク事務局
学生アルバイト情報
ネットワーク事務局

大学・短大・専門学校
（各校専用アルバイト紹介システム）

学生

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

大学・短大・専門学校
（各校専用アルバイト紹介システム）

学生

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

アルバイト求人 アルバイト情報配信

アルバイト情報閲覧アルバイト応募

大学・短大・専門学校へのアルバイト求人の仕組み

■アルバイト紹介について

運営指導：

●アルバイト情報は、インターネットより情報が配信されており、パソコンやスマートフォン、携帯電話を
利用して、学生が学校のホームページからリンクされている専用ページで自由に閲覧できます。

URL  http://www.gakusei-sc.or.jp/ 

運　　営： URL  https://www.nasic-is.co.jp/

URL  http://www.aines.net/

第９条 [ 規約の改定 ]
この規約は、当ネットワークの裁量により、当ネッ
トワークのウェブサイト等で告知の上、適宜変更さ
れることがあります。本利用規約が変更された後、
求人企業がこの規約に基づくサービスの利用を継続
した場合は、改定された本利用規約を承諾したもの
とみなします。

この規約は平成 23 年 3月 11 日に改訂し、平成 23
年 3月 14 日から適用します。

この規約の改訂に伴う経過措置
１．この規約の適用日時点で本ウェブサイトに掲
載されている求人票は、旧規約に基づく求人票記
載の掲載期間の終了日まで旧規約に従いお取扱い
します。
この規約の適用日時点で企業・団体の登録をされ
ている企業・団体はこの規約を承認されたものと
して、以後お取扱いさせていただきますので、あ
らためて企業・団体の登録手続きは不要です。

学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト利用規約

学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト（ド
メイン名：ｗｗｗ．ａｉｎｅｓ．ｎｅｔ、以下「本ウェ
ブサイト」といいます。）の利用にあたり、株式会
社ナジック・アイ・サポートがアルバイト求人の提
供を目的として運営する、学生アルバイト情報ネッ
トワーク（以下、「当ネットワーク」といいます。）
では、次に掲げる利用規約（以下、「この規約」と
いいます。）を設けており、本ウェブサイトのご利
用はこの規約の承諾を前提としておりますのでご了
承下さい。者をいいます。
第１条［利用規約について］
この規約は「学生アルバイト情報ネットワーク利用
規約」による手続きを経て、お客様番号とパスワー
ド ( 以下この両方をあわせて「承認番号」といいま
す。) を取得した求人企業の本ウェブサイト利用に
関する規定を定めたものです。

第２条［承認番号の管理］
（1）求人企業は、当ネットワークから取得した承認
番号の管理責任を負うものとします。
（2）求人企業は、承認番号について、第三者への利
用、開示、貸与、譲渡、名義変更、売買および質入
等をしてはならない
ものとします。
（3）求人企業による承認番号の管理不十分、使用上
の過誤、第三者の使用等による損害の責任は求人企
業が負うものとし、
当ネットワークは一切の責任を負いません。
（4）第三者が求人企業の承認番号を用いて、本ウェ
ブサイトを利用した場合、当該行為は求人企業の行
為とみなされるもの
とし、求人企業はかかる利用についての料金の支払
その他債務一切を負担するものとします。
（5）承認番号が盗用され、第三者の使用等により、
本ウェブサイトが停止又毀損した場合には、当該承
認番号の管理責任を
負っている求人企業は、当ネットワークに対し賠償
責任を負うものとします。
（6）求人企業は、承認番号の盗難または第三者に使
用されていることが判明した場合には、直ちに当
ネットワークにその旨
を連絡するとともに、当ネットワークからの指示が
ある場合にはこれに従うものとします。

（2）求人企業は、前項各号のいずれかに該当する行
為がなされたことを知った場合、または該当する行
為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ち
に当ネットワークに通知するものとします。

（3）利用目的の通知等について
当ネットワークは、求人企業が自己の個人情報につ
いて、利用目的の通知、開示、訂正、追加・削除、
利用停止、第三者提供停止、消去等の権利を有して
いることを確認し、求人企業からのこれらの要求に
対して異議なく応じます。

第３条［禁止事項］
（1）求人企業は、本ウェブサイトの利用に関して、
以下の行為を行わないものとします。
①各種法令に違反する行為、または違反するおそれ
のある行為。
②第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の
権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある
行為
③第三者の肖像権、プライバシーを侵害する行為
④第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名
誉もしくは信用を毀損する行為
⑤猥褻・冒涜的な行為・発言等の公序良俗に反する
行為
⑥コンピューターウィルス等の有害プログラムを使
用もしくは提供し、またはそのおそれのある行為
⑦第三者にアルバイト求人以外の目的で広告、宣伝、
勧誘する行為
⑧第三者に不利益、損害を与え、または与えるおそ
れのある行為

（3）当ネットワークは、本ウェブサイトの利用に
関して、求人企業の行為が第１項各号のいずれかに
該当するものであることまたは求人企業の提供した
情報が第１項各号のいずれかの行為に関連する情報
であることを知った場合、事前に求人企業に通知す
ることなく、本ウェブサイトの利用を一時停止し、
第１項各号に該当する行為に関連する情報を削除す
ることができるものとします。ただし､当ネットワー
クは、求人企業の行為または求人情報を監視する義
務を負うものではありません。

第５条［非常事態発生時の利用制限］
（1）当ネットワークは、天災、事変、その他の非常
事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、
求人企業に事前に通知することなく、求人企業に対
する本ウェブサイトの全部または一部を中止する措
置をとることができるものとします。
（2）当ネットワークは、前項に基づく措置に関して
求人企業または第三者の損害につき一切の責任を負
いません。

第６条［情報の削除］
（1）当ネットワークは、求人企業が本ウェブサイト
を利用して提供した情報が、以下の各号に該当する
と判断した場合、事前に求人企業に通知することな
く、当該の情報を削除することができるものとしま
す。
①第３条第１項各号の禁止行為を行った場合。
②その他、当ネットワークが必要であると判断した
場合。

第７条［免責］
１．当ネットワークは、以下の事由により求人企
業に発生した損害については、債務不履行責任､不
法行為責任､その他の法律上の請求原因のいかんを
問わず、賠償の責任を負わないものとします。
①天災、事変、騒乱、暴動その他の不可抗力な非
常事態
②求人企業の設備の障害または当ネットワークに
係わらないインターネット接続サービスの不具合
等、求人企業の接続環境の障害
③当ネットワークが第三者から導入しているコン
ピューターウイルス対策ソフトについて当該第三
者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル
等を提供されていない種類のコンピューターウイ
ルスの本ウェブサイトへの侵入
④善良なる管理者の注意をもってしても防御し得
ない本ウェブサイトに対する第三者による不正ア
クセスまたはアタック、通信経路上での傍受
⑤当ネットワークが定める手順・セキュリティー
手段等を求人企業等が遵守しないことに起因して
発生した損害
⑥当ネットワークに係わらないソフトウェアに起
因して発生した損害
⑦当ネットワークに係わらないハードウェアに起
因して発生した損害
⑧その他当社の責に帰すべからざる事由により発
生した損害
２．当ネットワークは、求人企業が本サービスを
利用することにより求人企業と第三者との間で生
じた紛争等について一切の責任を負いません。

第４条［本ウェブサイト利用に伴う承諾事項］
（1）求人企業は、本ウェブサイト利用に伴い、自己
の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた
場合、または第三者からクレーム等の請求がなされ
た場合、自己の責任と費用をもって処理、解決する
ものとします。求人企業が本ウェブサイト利用に伴
い、第三者から損害を被った場合、または第三者に
対してクレーム等の請求を行う場合においても同様
とします。
（2）本ウェブサイトを利用して求人企業が提供する
情報については、求人企業の責任で提供されるもの
であり、当ネットワークはその内容などについて、
一切の責任を負いません。
（3）当ネットワークは、本ウェブサイトを利用して
求人企業が提供する情報の保存については保証しな
いものとします。
（4）第７条第１項各号に掲げる場合を含め、本ウェ
ブサイトに当ネットワークに起因しない不具合が生
じる場合があります。
（5）当ネットワークに起因しない本ウェブサイトの
不具合については、当ネットワークは一切の責任を
負いません。

第８条［規約の改訂］
この規約は、当ネットワークの裁量により、当ネッ
トワークのウェブサイト等で告知のうえ、適宜変
更されることがあります。本利用規約が変更され
た後、求人企業がこの規約に基づくウェブサイト
の利用を継続した場合は、改定された本利用規約
に同意したものとみなします。

第９条［合意管轄］
本規約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、
当ネットワークを管轄する裁判所を管轄裁判所と
します。

第１０条［規定外事項］
この契約に定めなき事項およびその解釈に疑義を
生じた場合は、当ネットワークおよび求人企業が
協議の上、法令の定めに従い誠意をもって解決す
るものとします。

（2）当ネットワークは、本条の規定に従い情報を削
除したこと、または情報を削除しなかったことに関
して求人企業または第三者に発生した損害につい
て、一切の責任を負いません。

●「企業登録申込書」に捺印し、証明書類と共に事務局まで郵送してください。

企業登録申込1

企業様名義のホームページ（企業団体属性型ドメイン）をお持ちの場合、証明書類は不要です。
証明書類

※企業登録申込書はウェブページ（http://www.aines.net）からも行えます。

a) 会社案内、b) 会社パンフレット、c) 営業案内、d) 営業許可証写し
e) 公的証明書（企業団体名義　公共料金などの支払明細書）

審査２

●学生アルバイト情報ネットワーク利用規約・制限職種により審査があります。事前に内容をご確認下さい。

主な審査事項 学生アルバイト情報ネットワーク利用規約 抜粋要約

ここで記載しているのは制限職種の一部です。必ず利用規約をお読み下さい。

登録完了３

●審査後、お客様番号 (ID) とパスワード、銀行振込口座が記載された「承認通知書」が郵送されます。
大切に保管してください。

掲載プランの申込1

●求人の掲載には料金がかかります。ウェブページより掲載プランを申し込んで下さい。
●購入いただいた金額を「承認通知書」に記載の指定の銀行振込口座へ入金ください。

求人原稿の作成２

●ウェブページより求人原稿の登録を行い、掲載予約をおこないます。
●掲載予約された求人原稿を事務局で確認し、承認されると掲載開始指定日より掲載されます。

学生からの応募３

●学生からの応募は、電話、メール、応募フォームからとなります。
●応募フォームで受付された場合、ログイン後の画面で応募者データをご確認いただけます。

利用方法と注意事項

■初回登録について

■求人の掲載について

求人掲載はウェブページ（http://www.aines.net）で行います。

・アルバイトは雇用契約が前提としておりますので、委託契約による仕事は取り扱えません。（序章）
・雇用は労働基準法の遵守を前提としておりますので、労働災害保険の加入が必須です。（序章）
・アルバイト採用以外の目的による個人情報の取得はできません。（第 5条 （４）項）
・自動車やバイクの運転を伴う仕事は掲載できません。（第 4条 （１）項③号）
・警備員、宿直、交通整理は掲載できません。（第 5条 （１）項⑧号）
・無許可でのチラシ配り、ポスター貼りは掲載できません。（第 5条 （１）項⑪号）
・風俗営業法に基づく店舗・職場での仕事は掲載できません。（第 5条 （１）項⑮号）
・深夜作業の２２：００～翌日６：００の仕事は掲載できません。（第 5条 （１）項⑯号）
・プール監視員、インストラクター、保育、介護等の人命に関わることが予測される業務。（第 5条 （１）項⑱号）
・学習塾で経営実績が 1年未満の場合は登録ができません。（第 5条 （３）項①号）

学生アルバイト情報ネットワーク利用規約

株式会社ナジック・アイ・サポートが運営する学生ア
ルバイト情報ネットワーク（以下「当ネットワーク」
といいます。）は、大学、短期大学、専門学校（以下、
「各学校」といいます。）よりアルバイト求人提供業務
の委託を受け運営されています。当ネットワークは、
委託者である各学校の教育方針に従い、各学校に在籍
する大学生、大学院生、短大生または専門学校生（以
下、「対象学生」といいます。）の福利厚生に資するこ
とを目的として、対象学生の本分である勉学に支障を
きたさない、就業体験につながる安心なアルバイト求
人を、学生アルバイト情報ネットワークウェブサイト
（ドメイン名 :ｗｗｗ．ａｉｎｅｓ．ｎｅｔ、以下「本ウェ
ブサイト」といいます。）により対象学生に提供します。
当ネットワークでは、次に掲げる利用規約（以下、「こ
の規約」といいます。）を設けており、当ネットワー
クのサービスのご利用は、この規約の承諾と労働基準
法等すべての関連法規の遵守を前提としておりますの
でご了承下さい。なお、当ネットワークでいうアルバ
イトとは、労働基準法に定める労働者をいいます。

第 1条 [ 利用規約について ]
　この規約は、アルバイト求人を希望する企業・団体（家
庭教師の求人を希望される個人を含み、以下、「求人企
業」といいます。）の、対象学生に対する本ウェブサイ
トでのアルバイト求人情報の掲載等、当ネットワーク
のサービスのご利用に関する規定を定めたものです。

第２条 [ 当ネットワークへの申込と手続 ]
求人企業のアルバイト求人のお申込み方法と掲載内容
の変更等の手続きは次のとおりです。
(1) 求人企業の登録方法およびこの規約の承認
初めて当ネットワークへアルバイト求人を依頼される
場合、所定の「企業登録申込書」を郵送による方法で
求人企業の登録申込みをして下さい。当ネットワーク
では、この登録申込みをもって、この規約を承諾され
たものとして取扱い、この登録を承認した求人企業に
「お客様番号」と「パスワード」（以下この両方をあわ
せて、「承認番号」といいます。）を通知し、以後、次
号の承認番号に関するお問い合わせを除き、この承認
番号によって求人企業を確認します。ただし、当ネッ
トワークの裁量により、この登録の承認を一時留保ま
たはお断りする場合があります。
(2) 求人企業の登録内容の変更
登録された内容を変更される場合、インターネットに
より所定の方法で変更申込をするか、所定の「企業登
録変更申込書」に変更事項を記載してファックスまた
は郵送による方法で変更の手続きをして下さい。なお、
「承認番号」に関するお問合せは当ネットワークまでご
連絡下さい。確認の上、登録の住所へ「承認番号等通
知書」を郵送します。
(3) アルバイト求人の掲載申込み方法
アルバイト求人に必要な事項（以下、「求人情報」とい
います。）を本ウェブサイトより所定の方法で入力して
掲載申込をするか、所定の「求人票掲載申込書」に全
て記載して、ファックスまたは郵送による方法で掲載
申込をして下さい。当ネットワークは、求人票を受領
した時点で、求人企業から掲載申込がなされたものと
して取り扱います。なお、特段の定めの無い限り、求
人情報 1件に記載できる勤務地、職種はそれぞれ一ヶ
所、一職種とします。
(4) 求人票の掲載
当ネットワークは、営業日（営業日とは土曜、日曜、
祝祭日および年末年始、お盆休暇を除く日とし、以下
同じ。）の正午を締め切りとし、翌営業日以降を掲載開
始希望日としてアルバイト情報の掲載申込を受付け、
掲載申込された求人情報（以下、「求人票」といいます。）
がこの規約第 5条その他に違反していないことおよび
当該求人票掲載申込者が当該掲載に必要な費用の支払
いを当ネットワークが確認した後、アルバイト求人情
報を当ネットワークのウェブサイトに掲載します。た
だし、求人票に記載された掲載開始日に掲載できない
場合があります。
(5) 求人票の内容変更
掲載中の求人票の求人情報の変更を希望される場合、
変更内容を本ウェブサイトより所定の方法で入力して
掲載変更申込をするか、所定の「求人票変更申込書」
によってファックス、郵送による方法で通知して下さ
い。当ネットワークは、この通知を受領し、変更内容
が規約第 5条その他に違反していないことの確認を完
了した日から３営業日以内に変更します。

第３条 [ 求人票の掲載料金および掲載期間 ] について
求人票の掲載には掲載料金が必要です。掲載料金に
ついては別途料金表で定めるものとします。

第４条「求人企業の承諾事項」
(1) 求人企業からの求人票を、当ネットワークのウェ
ブサイトに掲載する方法で、各学校またはアルバイ
ト求人情報に記載された各学校（各学校から指定す
ることができ以下、「指定学校」といいます。）の対
象学生に限定して提供します。
(2) 学校によってはこの規約に定める以外の職種や労
働条件等に制限を設けている場合があります。
(3) 求人票による応募者（以下、「応募者」といいます。）
は、当ネットワークを経由しないで、直接企業・団
体に応募します。
(4) 求人企業は応募者から採用選考および雇用後に必
要とする個人情報以外の個人情報の取得は行なわな
いで下さい。
(5) 求人企業の責任で、応募者が指定学校の対象学生
であることを学生証で確認し、以後の選考等の手続
きを進めて下さい。また、応募者が留学生である場合、
資格外活動許可証もあわせて確認して下さい。
(6) 当ネットワークは求人企業に対し、求人票におけ
る応募状況およびその選考結果について報告を求め
ることができるものとします。その場合、企業・団
体は当ネットワークに対し速やかに応募状況および
選考結果を報告して下さい。
(7) 求人企業と応募者（採用または不採用にかかわら
ず、もしくは、対象学生または対象学生以外の者に
かかわらず）との間に苦情や紛争が生じた場合、当
ネットワークより企業・団体に対して状況報告を求
めることができるものとします。その場合、求人企
業は当ネットワークに対し状況を報告して下さい。
ただし、当ネットワークは一切の責任を負いません。
(8) 採用された応募者に通勤中を含む業務従事中に生
じた労災事故等を原因とした、損害や補償問題が生
じた場合、その損害や補償問題等の一切の賠償責任
を、企業・団体が負担するものとします。
(9) 当ネットワークは第 (1) 号に記載された以外の業
務の取扱はいたしません。

第５条 [ 制限職種 ]
当ネットワークでは、各学校の教育方針に従った教
育的配慮により、次の各号の職種や労働条件等の制
限に抵触するアルバイト求人票の取扱いをいたしま
せん。（指定学校によっては一部取扱いができる場合
があります。）
(1) 職種による制限
①ボール盤、旋盤、裁断機、プレス、草刈機等、自
動機械の助手を含むこれらの操作。
②高電圧、高圧ガス等危険物の取扱いまたはその周
辺での助手を含むこれらの作業。ガソリンスタンド
での作業。
③自動車や単車等車両の運転または自転車で 30ｋｇ
以上の重量物の配達。
④線路内や交通頻繁な路上での作業。
⑤土木や水道工事等の現場作業。
⑥建築中や建物取壊現場での現場作業または残材片
付作業。
⑦２ｍ以上の高所でのガラス拭き、器具取付等の作
業。
⑧警備員、宿直、交通整理。
⑨農薬や劇薬等有害な薬物の取扱いを伴う作業また
は薬品等の臨床人体実験。
⑩特に高温度、低温度、粉塵、粉末、有毒ガス、騒
音等の劣悪な環境下での作業。
⑪無許可の街頭でのチラシ配り、ポスター貼り。露店、
屋台等の売り子等。
⑫不特定多数を対象とした、街頭や訪問による助手
を含むこれらの調査または調査内容に問題のある助
手を含む調査。スパイ行為やプライバシーに関する
助手を含むこれらの調査。

⑬訪問販売や勧誘を目的とした集金業務。金融ロー
ンやクレジットに関する信用調査または返済督促業
務。消費者金融業に関する一切の業務。
⑭開催中の競馬や競輪場等のギャンブル場内での現
場作業。
⑮バー、キャバレー、マージャン店、パチンコ店等
の風俗営業法に基づく職種
⑯住み込みまたは深夜作業（22:00 ～翌日 6:00）。一
部の学校では長期休暇中に限り深夜作業可。
⑰選挙の応援に関連する一切の業務。
⑱人命に関わることが予測される業務。
⑲その他特に学生が関与する労働として社会的に好
ましくないと判断されるもの。
(2) 労働条件による制限労働条件が不明確なもの。
①家庭教師派遣等の登録制のもの。
②就労中の事故に対し対象学生に負担を負わせるも
の。
③最低保証のない出来高払いのもの。④違約金や損
害賠償を予定するもの。
⑤男女雇用機会均等法に抵触するもの。
(3) その他の制限
①学習塾の講師で経営実績が 1年未満のもの。
②対象学生に不利益な契約を求めるもの。
③対象学生を紹介しても、正当な理由なく採用され
ないことがしばしば繰り返されるもの。
④人員の限定を条件とするもの。
⑤労働争議に介入するおそれのあるもの。
⑥営利職業斡旋業者への仲介斡旋。
⑦マルチやネズミ講商法に関するもの。
⑧公序良俗に反すると認められるもの。

第６条 [ 登録の抹消 ]
求人企業は次の各号について異議を述べないものと
します。
(1) 第 2条 1項の企業・団体の登録をお断りしたとき。
(2) 求人企業において以下の各号の一に該当する事
由が判明した時点で、直ちに求人企業の登録を抹消
し、それに関連する求人票も削除します。この場合、
アルバイト求人の掲載に係る一切の権利は失効し、
払い戻しに応じません。この規定に基づき登録を抹
消した場合には、当ネットワークは速やかに求人企
業にその旨通知します。
①求人企業の登録内容または求人票に虚偽の記載が
あったとき。
②求人票に記載された職種と異なる職種に、対象学
生を当ネットワークの承諾なしに従事させたとき。
③求人票に記載された労働条件等を遵守せず、また
は賃金の遅滞もしくは不払いをしたとき。
④公序良俗に反する行為の生じたとき。
⑤求人企業に重大なる信用不安が生じたとき。
⑥求人企業が法令やこの規約に違反したとき。
(3) 当ネットワークは、この規約に基づき取扱いさ
れた求人票の掲載や内容の変更または掲載の終了等
について、承認番号の不正使用等によって求人企業
に生じた損害について一切の賠償義務を負いませ
ん。

第７条 [ 家庭教師の求人 ]
家庭教師の求人を希望される一般家庭からのアルバ
イト求人情報の掲載について、この規約の第 3条は
適用されません。

第８条［個人情報の取扱い］
当ネットワークでは、当ネットワークを運営する株
式会社ナジック・アイ・サポートのプライバシーポ
リシーに則り、個人情報を厳正かつ適切に管理・保
護・維持します。
（1）個人情報の利用目的
求人企業の個人情報は、アルバイト求人情報の掲載
に関するご連絡、お問合せ、その他当ネットワーク
に関する各種ご案
内のために利用します。
（2）第三者への委託について
当ネットワークは、個人情報を第三者との間で共同
利用したり、業務を委託するために個人情報を第三
者に委託する場合、当該第三者について調査し必要
な契約を締結し（契約の履行確認を含みます）、そ
の他法令上必要な措置を講じます。

(6) 求人票の掲載期間途中での終了
求人票の掲載を掲載期間途中で終了させたい場合、
本ウェブサイトより所定の方法で終了申込をするか、
所定の「求人票掲載終了申込書」によりファックス
もしくは郵送による方法で通知して下さい。当ネッ
トワークはこの通知を受領し、確認を完了した翌営
業日までに掲載を終了させます。

アルバイト紹介システムの概要と掲載料金

【承諾事項】
１．当ネットワークへ初めてアルバイト求人をご依頼頂く場合、利用規約第２条１項に記載の通り、所定の「企業登録申込
書」を郵送による方法で求人企業の登録申込みをして下さい。
２．求人票の掲載には、掲載プランの購入が必要となります。掲載プランは、「関東」と「関西・中部・九州」で料金に地
域差を設けています。各掲載プランは 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12 ヶ月の 4つの期間があり、料金は上記の料金表に示す期
間と仕様に準じます。
３．同じ仕様、同じ期間、同じ掲載地域の「掲載プラン」を同時に 2プラン以上購入申込すると、2プラン目以降は「追加
プラン」の料金が適用されます。
４．求人票に掲載できる勤務地と職種は、それぞれ１ヶ所、１職種、かつプラン毎に固定となります。勤務地や職種を追加
または変更する場合は、別途掲載プランをご購入下さい。
５．「掲載プラン」の購入は、所定の「掲載プラン購入申込書」に全て記載して、FAX または郵送による方法で購入申込を
して下さい。
６．「掲載プラン」購入申込の手続きが完了した後、求人企業登録時にお知らせする求人企業専用の振込口座に代金をお振
込下さい。振込手数料は、求人企業が負担して下さい。
７．求人票の掲載は、当ネットワークが振込金額を確認し、「掲載プラン」購入申込と照合した時点から可能となります。
８．各プランは、購入後 1年以内に求人票の掲載を開始して下さい。1年以内に求人票の掲載開始が無い場合は、各プラン
の権利が失効します。
９．求人票を掲載する有効期限は求人票を最初に掲載した日を起算日として、各プランに応じた期間となります。
１０．当ネットワークの責めに帰す場合を除き、理由の如何に関わらず一切の払い戻しを致しません。
１１．各プランの有効期間内であっても、利用規約第 6条 2項に基づいて求人登録が抹消された場合は、求人票の掲載は直
ちに停止し、一切の払い戻しを致しません。

●新着求人ピックアップ
　 iSプラン、 iPプランの求人掲載開始か
ら 3日間の求人をランダムにピック
アップ

●注目の求人ピックアップ
iSプランの求人からランダムにピック
アップ

●急募・締切り間近
iSプランの求人からランダムにピック
アップ

15社限定のバナーを３求人づつラン
ダムに表示

③トップピックアップ
5社限定のバナーをランダムに表示
①インパクトバナー

5社限定のバナーをランダムに表示
②フレンドシップバナー

■求人掲載プラン
●求人掲載は、1職種、１勤務地毎に求人掲載プランが必要です。
●検索順位の高さ、トップ画面での露出頻度、写真点数に応じて求人掲載プランが選択できます。

③トップピックアップ（期間２週間）

①インパクトバナー（期間２週間）

②フレンドシップバナー（期間２週間）

掲載プラン

TOPページ

■価格表

■アルバイト紹介システムの概要

■モバイル対応
●スマートフォン ●携帯電話

文字情報のみのご掲載画像や写真が文字情報と合わせ
て掲載可能。

画像や写真が文字情報と合わせ
て6点掲載可能。検索高順。

iプラン（テキストプラン）iPプラン（写真付きプラン）iSプラン（スペシャルプラン）

基本プラン

写真
検索順位
トピックバナー

追加プラン

 低

 ー

 ー
 中
 １点

新着

高
 ６点

新着・注目

iプラン（テキストプラン）

iPプラン（写真付きプラン）

iSプラン（スペシャルプラン）

プラン名称

価　格

１０８，０００円／2週間

１６２，０００円／2週間

２１６，０００円／2週間

アルバイト紹介システム

アルバイト情報の提供方法

■大学、短大、専門学校では掲示板は廃止され、インターネットによる
アルバイト情報の提供となっております。

大学アルバイト掲示板

大学・短大・専門学校

学生

過去 現在

アルバイト雇用事業主
（求人企業・団体）

各学校のホームページのアルバイトコンテンツとして提供

アルバイト求人を学生に配信

・学校毎にアルバイト求人の依頼が必要無く、
アルバイト求人業務の効率化向上

・学生に限定しているため、学生だけの募集が
可能

・料金が安価に設定されているため、費用対効
果が高い

・インターネットの利用による利便性の向上

・24 時間 365 日 WEB により閲覧可能。スマー
トホンでも閲覧可能です。

アルバイト紹介業務 委託大学・短大・専門学校　全国 232 校

大学32校

宮城大学東北大学

中部エリア

東北エリア 対象学生数19,000人　加盟校2校

対象学生数754,800人　加盟校99校

亜細亜大学／
亜細亜大学短期大学部

桜美林大学

お茶の水女子大学

学習院大学

玉川大学

大東文化大学

千葉工業大学

東京学芸大学

東京大学（本郷）

東京農工大学

東洋大学

日本女子大学

文京学院大学（ふじみ野）

法政大学

明治学院大学

電気通信大学

青山学院大学

東京理科大学
昭和女子大学／
昭和女子大学短期大学部

淑徳大学

麻布大学

江戸川大学

学習院女子大学

神奈川工科大学

上智大学

拓殖大学

多摩大学

一橋大学

東京医科歯科大学

東京家政学院大学

東京工業大学

東京外国語大学

東京家政大学／
東京家政大学短期大学部

東京藝術大学

東洋英和女学院大学

日本体育大学／
日本体育大学女子短期大学部

帝京大学／
帝京大学短期大学（八王子）

神田外語大学

共立女子大学／
共立女子短期大学

杏林大学

國學院大學

駒澤大学

敬愛大学（稲毛）

千葉商科大学

首都大学東京

千葉大学

中央大学

武蔵野美術大学

立教大学

立正大学

和光大学

目白大学／
目白大学短期大学部

明星大学

早稲田大学

横浜国立大学

横浜市立大学

神奈川大学

駿河台大学

相模女子大学／
相模女子大学短期大学部

国立音楽大学

国際基督教大学

関東エリア

東京工芸大学（厚木）

大学16校

九州大学

九州情報大学

（箱崎、伊都、大橋、筑紫）

（北方、ひびきの）

（太宰府、小郡）

西日本短期大学

九州共立大学

西南学院大学

中村学園大学

北九州市立大学

福岡エリア

九州工業大学
（戸畑、飯塚、若松）

大学67校

関西エリア

鶴見大学／
鶴見大学短期大学部

追手門学院大学

大阪経済大学

大阪樟蔭女子大学

関西学院大学／
聖和大学・聖和短期大学

大阪大学

大阪商業大学

武庫川女子大学

立命館大学

京都産業大学

京都精華大学

京都外国語大学

京都嵯峨芸術大学

（衣笠、びわこくさつ）

（上ヶ原、神戸三田、西宮）

大阪教育大学

大阪工業大学

関西大学
（吹田、高槻、堺）

京都光華女子大学

大阪産業大学

佛教大学

龍谷大学
（深草、大宮、瀬田）

大谷大学 桃山学院大学

京都大学

京都文教大学

近畿大学

同志社大学

神戸大学

阪南大学

（今出川、京田辺）

（本部、農学部、
医学部、生物理工学部）

甲南大学

神戸夙川学院大学

成安造形大学

京都府立大学

関西外国語大学／
関西外国語大学短期大学部

大阪芸術大学

びわこ成蹊スポーツ大学

種智院大学

神戸女子大学／
神戸女子短期大学

埼玉大学

学校法人杉野学園

大阪経済法科大学
同志社女子大学

（今出川、京田辺）

東京経済大学

大阪国際大学

東大阪大学

東京女子大学

武蔵大学

大阪成蹊大学／
大阪成蹊短期大学

畿央大学

九州産業大学／
九州造形短期大学

エコール辻　東京

・辻調理師専門学校

大阪市立大学

大学96校

専門学校2校

大学2校

対象学生数462,370人　加盟校71校

専門学校4校

対象学生数178,000人　加盟校38校　

対象学生数99,200人　加盟校21校　

筑紫女学園大学／
筑紫女学園短期大学

西鉄国際ビジネス
カレッジ

専門学校5校

神戸国際大学

帝京平成大学

芝浦工業大学

明治大学

花園大学

大阪府立大学

大手前大学

西日本工業大学

東京国際大学

東京富士大学

外語ビジネス専門学校大妻女子大学／
大妻女子大学短期大学部

京都学園大学

京都教育大学

京都工芸繊維大学

神戸学院大学

宝塚大学

プール学院大学／
プール学院短期大学部

東海大学（高輪）

鎌倉女子大学／
鎌倉女子大学短期大学部

関東学院大学

東京未来大学

福岡教育大学

福岡工業大学

浦和大学／
浦和大学短期大学部

埼玉県立大学

聖学院大学

東京海洋大学

川村学園女子大学

東京経営短期大学

東京電機大学

武蔵野大学

京都経済短期大学

神戸山手大学／
神戸山手短期大学

近畿大学(福岡)　

宝塚大学(新宿)

成蹊大学

創価大学／
創価女子短期大学

実践女子大学／
実践女子短期大学

京都ノートルダム女子大学

四條畷学園大学

奈良文化女子短期大学

京都外国語専門学校

和歌山大学

神戸芸術工科大学

大阪電気通信大学

東洋学園大学

白百合女子大学 

神戸海星女子学院大学

1ヶ月プラン 3ヶ月プラン 6ヶ月プラン 12ヶ月プラン

８６,４００円 １２９,６００円 １７２,８００円４３,２００円 ４３,２００円

４３,２００円 ６４,８００円 ８６,４００円２１,６００円 ２１,６００円

２１,６００円 ３２,４００円 ４３,２００円１０,８００円 １０,８００円

基本プラン 追加プラン

iプラン（テキストプラン）

iPプラン（写真付きプラン）

iSプラン（スペシャルプラン）

プラン名称
1ヶ月プラン 3ヶ月プラン 6ヶ月プラン 12ヶ月プラン

６４,８００円 ９７,２００円 １２９,６００円３２,４００円 ３２,４００円

３２,４００円 　４８,６００円 　６４,８００円１６,２００円 　１６,２００円

　　２１,６００円 　３２,４００円 　４３,２００円１０,８００円 　１０,８００円

≪関東版≫

≪中部・関西・九州版≫

※追加プランは基本プランと同時購入が必要です。追加プランの掲載期間は基本プランと同期間になります。
※各プランの有効期限はご購入いただいた後、1年間です。 

摂南大学

恵泉女学園大学

帝京科学大学

[RND]462926

日本女子体育大学

麻生塾

専門学校福岡カレッジ・
オブ・ビジネス

大学1校

甲信越・北陸エリア 対象学生数19,000人　加盟校1校

新潟大学

十文字学園女子大学／
十文字学園女子短期大学

※2014年3月31日までの消費税抜料金に対し、8％の消費税を含んだ料金となります。  

コミュニカ学院滋賀県立大学

愛知学院大学

愛知大学

豊橋技術科学大学

名古屋工業大学

名古屋市立大学

南山大学

名古屋大学

（日進、楠元、末盛）

（名古屋、車道、豊橋）

（川澄、田辺通、山の畑、北千種）

（東山、鶴舞、大幸）

（名古屋、瀬戸）

名古屋経済大学／
名古屋経済大学短期大学部

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

名古屋商科大学

名古屋女子大学

名城大学
（天白、八事、可児）

愛知教育大学

愛知工業大学

愛知県立大学

金城学院大学

桜花学園大学

星城大学

至学館大学／
至学館大学短期大学部

中京大学（名古屋、豊田）

（汐路学舎、天白学舎）

東海学園大学

愛知文教大学

愛知東邦大学

椙山女学園大学

岐阜大学

名古屋学院大学

愛知みずほ大学

愛知県立芸術大学

人間環境大学

名古屋観光専門学校

名古屋ビジュアルアーツ

名古屋デザイナー学院

名古屋スクールオブビジネス

専門学校6校

名古屋文理大学
（稲沢、名古屋）

名古屋コミュニケーション・
アート専門学校

帝塚山大学

・エコール辻 大阪
・辻製菓専門学校

大阪音楽大学

辻調グループ(大阪)

中京法律専門

折尾愛真短期大学

大村ファッション

三重大学

福岡大学

国際貢献専門大学校

平安女学院大学／
平安女学院大学短期大学部

修成建設専門学校

山野美容芸術短期大学


