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2022年10月21日 改訂

キャリアマップ2022_掲載ガイドライン

キャリアマップに掲載する全ての情報

著作権に関して

・著作権、肖像権、知的財産権、商標権の侵害にあたるような写真、 QRコード、クーポン等が記載されている画
像、カタログやポスター、などの画像や、文言はキャリアマップで使用できません。
■著作権、肖像権、知的財産権、商標権を登録している例
東京ディズニーリゾート、スターバックス、ミシュラン、日経コンテンツ、等

他社サービスに関して

・他社のサービス名は記載できません。該当サービス名がある場合は事務局にて書き換えます。面接時の
zoomなどは記載可能です。
■他社サービス例
YouTube・Instagram・LINE・Twitter等その他、他社が運営しているサービス名称
※仕事内容に関わる場合は求人票に掲載可能です。

検索情報

雇用形態

・正社員としての雇用を前提とした採用で、研修・試用期間のみ契約社員扱いの場合は正社員をご指定くださ
い。（20XX年卒）は各年度新卒入社の在学生対象となります。既卒生対象の募集は（既卒）、アルバイトはアル
バイトを選択してください。

・募集情報は自社雇用分のみとなります。派遣・紹介・業務委託募集は掲載不可です。事務局にて準備中に変
更します。
※試用期間業務委託⇒掲載不可
※数ヶ月後業務委託へ⇒掲載OK
※4月以降の卒業の場合は翌年の卒業見込みを選択が必要（例　2023年9月卒業の場合→2024年卒を選択）
※業務委託を受け入れてる学校のみ指定して作成した場合は業務委託でも作成可能です。

契約社員の契約期間について

・契約開始日と契約終了日の日付が必要です。掲載開始日より前の日付を契約開始日に選択することはでき
ません。

・契約開始日は勤務可能な日程を入れる必要があります。（新卒の場合は卒業後の日程を入れてください）
例）2023年卒対象の場合　2023年4月〜2024年3月等

募集職種

・1募集情報内に複数の職種を募集する事はできません。別々の職種の採用の場合は、それぞれの募集情報
を作成ください。
※すべての職種を一貫して担当される方の募集（ローテーション含む）、もしくは、総合職として採用される場合
は、募集情報は1つとして登録可能です。

・船員（船員職業安定法にあてはまる職業）の募集は掲載できません。

・商標権の侵害となるような職種名や性別を特定する職種名は記載できません。事務局にて適切な表現に修
正します。
×アイリスト → ○アイデザイナー
×カメラマン →  ○カメラマン（男女）
×看護士 　　→  ○看護師

職種コード

・一つの求人票に指定できる職種コードは一つです。
同一雇用形態＋同一職種＋同一勤務地＋同一公開方法の募集情報が掲載中の場合は、掲載開始日が古い
方を掲載終了にしてください。
※学校は受付する職種コードを設定することができます。学校指定で作成した場合は、その学校が受け付けて
いる職種コードのみを選択することができます。
総合職の場合は一番対象となる職種コードを選択してください。

勤務地情報
・募集情報の勤務地欄に記載のないエリアを検索条件に設定することはできません。
　最賃の計算となるため最低賃金の一番高いエリアの登録が必要となります。

所定内給与

・最低賃金を計算するための入力項目です。（応募者からは見えません）
編集画面下部にある「給与」欄との相違があると掲載することができません。

◎所定内給与：給与額から右記金額を差し引いて計算します（皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に支払わ
れる手当・時間外等の手当）地域手当、役職手当、資格手当は所定内給与に含まれます。
◎固定残業：固定残業がある場合は入力してください。こちらに入力した場合は必ず「給与」欄に固定残業の時
間と固定残業の金額の入力をお願いします。
◎年間休日：年間休日を入力してください。
◎所定労働：初期値は8時間となっております。変更がある場合は訂正してください。労働法上8時間以上は設
定できません。週働等の変形労働時間制やフレックスタイム制の場合は、1日当たりの労働時間を計算して入
力してください。

福利厚生（検索用）チェック

・編集画面下部にある「福利厚生」欄にチェックをした項目の記載が必要です。
法人企業には、すべての社会保険（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）への加入が義務付けられてお
り、個人企業には、雇用保険・労災保険への加入が義務付けられております。
未加入の場合は、募集情報を掲載することができません。個人企業の場合は、会社情報から個人を選択してく
ださい。
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写真01

・広告、著作権に関わる画像や、過度な加工画像・ロゴマーク・QRコードは掲載できません。
画像を登録すると、募集情報一覧で表示されます。
登録していない場合、該当箇所はキャリアマップのロゴが表示されます。
自社のポートフォリオ（作品）の画像を推奨しております。
◎推奨写真
建設 … 施工実績、パース、自社オリジナル商品
飲食 … 自慢の一皿・一品、人気・鉄板メニュー
美容 … 自慢のスタイル、自社オリジナル商品
服飾 … 人気アイテム、自社オリジナル商品
医療 … 施術の様子、施設、自社オリジナル商品
ビジネス … 自慢の制作物、作品、成功事例

募集情報

キャッチコピー（必須）

・「第1位」「トップ」「日本一」等と強調する表記は、第三者機関の証明が確認できない場合は、ご記載いただけ
ません。出典元を明記し、不当表示に当たらない範囲で掲載してください。事務局にて削除もしくは適切な表現
に修正する場合があります。
ミシュランなどの記載をする場合は「ミシュランガイド 京都・大阪・神戸・奈良 2013」など正式書名を記載くださ
い。

仕事内容（必須）

・商標権の侵害となるような文章は記載できません。事務局にて削除もしくは適切な表現に修正します。

・新型コロナウイルスの影響について、過度に強調したり広告の誘因性を高める記載はできません。また、感染
者やその可能性がある方を排除するような記載もできません。
ただし、採用選考上・勤務上において必要な対応・対策を取っている記載は可能です。

求める人物像

・年齢制限は原則禁止されています。年齢制限ができるのは、「若年層の長期キャリア形成を図るため（例外事
由3号イ）」などの例外ケースの場合のみに限ります。

・男女・年齢・居住地・国籍・家庭環境については問えません。本人の責任に属さない事項、仕事の適性や本人
の能力とは関係のない事項、客観的な判断ができない事項、差別的な表現や人権を侵す事項は応募資格とし
て表記はできません。

・その他、以下の表記についてご注意ください。
×明るい人
×元気な人
○明るい応対のできる方/前向きに取り組める方/意欲のある方
×容姿端麗な方（容姿は問えません）
×心身ともに健康な方/体力のある方
×女性歓迎（男女雇用機会均等法により記載できません）

※明朗性を問う表現は就職差別に繋がるため、事務局にて適切な表現に修正します。
例）×明るい方 → ○明るい応対ができる方
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応募資格

・新卒求人票
　※既卒の方・アルバイトも同時募集などの併記は不可。

・既卒求人票
　原則、「専門学校卒業生」と記入します。
　※新卒の方・アルバイトも同時募集などの併記は不可。

・アルバイト求人票
　原則、「専門学校生（学校規定による）・卒業生」と記入します。

・求人票に年齢制限（＊歳〜＊歳まで等）があった場合は事務局にて削除します。
※年齢制限の例外事由に該当する場合は、例外事由を明記した上での記載が可能です。

・男女雇用機会均等法などに違反する表現があった場合は事務局にて削除します。
※エステティシャンなど、風紀上の理由がある場合は（女性のみ）の記載が可能です。

・居住地について触れることはできません。
例）×通勤60分以内の方　×都内在住の方　〇お近くにお住まいの方歓迎

勤務地（必須）

・勤務地の呼称・名称をご入力ください。※社名や住所ではありません。
例）・大阪本社
　　・梅田店、なんば店
複数ある場合は主な勤務地名を一つご記入頂き、他＊ヶ所や他＊店舗などとご入力頂くか、この募集情報を複
製して新たな求人票を作成してください。
例）・梅田店、なんば店、天王寺店、他7店舗
　　・梅田店、なんば店、天王寺店、計10店舗

勤務時間

・勤務時間帯で記載できない場合は、1日の実働時間を明記してください。
例）9:00〜19:00（実働8時間／休憩2時間）
　　8:00〜22:00（実働8時間シフト制）
　
・就業規則に即して表記し、労働基準法を逸脱しないようにしてください。特例を除き、法定労働時間の週40時
間を超える場合は労働基準法違反となります。

・変形労働時間制を採用されている場合、職安法（職業安定法）に基づき、下記の表記が必要です。
例）変形労働時間制 週平均実働40時間（特例事業場は週平均44時間も可）
　　月間総労働時間160〜176時間 （1ヶ月変形労働時間制）
　　年間総労働時間2050時間（1年単位変形労働時間制）
※特例事業場で1日の実働が8時間を超えており、変形労働時間制を採用している場合は、その内容を明記し
てください。

・フレックスタイム制を採用されている場合、標準労働時間もしくは、月間総労働時間を明記ください。 
例）フレックスタイム制 標準労働時間7.5時間
　　フレックスタイム制 月間総労働時間160〜176時間
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給与

・給与形態「年俸」「月給」「日給」「時給」と、単位「円」などを含めて入力してください。
年収や月収、月額などは給与形態とはみなしません。「約」や「応相談」のみの記載はできません。
例）○月給20万円
　　×月給20万
　　×月額20万円
　　×月給（基本給）18万円
　　×月給基本給18万円
　　×基本給20万円
　　×月給20万円（諸手当含む）

・全員が入社時に受け取ることの出来る最下限の給与額を入力してください。求職者の経験やスキルによって
金額が上下する場合は、「給与」欄ではなく、手当として「手当」欄に入力してください。募集対象者全員に、皆勤
手当、住宅手当、残業手当などを一律支給される場合は、「給与」欄に名称と固定金額を明記の上、給与額に
含んで記載することができます。
例）月給20万円（皆勤手当2万円を含む）
※給与欄に記載の手当に関しては必ず名称と金額を入力してください。不明な場合は、事務局にて削除または
手当欄に移動します。

・試用期間中と本採用で待遇が異なるときは、試用期間欄に記載をお願いします。

・最終学歴によって給与を書き分ける場合、高卒・大卒の給与しか記載がなく、専門学校卒給与の記載がない
場合は掲載できません。事務局にて準備中に変更します。

・固定残業代が月給に含まれる場合は、下記のように記入します。
例）月給●●万円（固定残業手当●●円 ●●時間相当分を含む）※固定残業の超過分は別途支給
※所定内給与欄と内容が一致しない場合は掲載できません。
※事業場外労働時間制・裁量労働制の場合は、「固定残業の超過分は別途支給」の表記は不要です。

・給与が確定していない場合、前年実績など参考となる金額を表記してください。実績金額を表示する場合は、
支給年を明記してください。
実績がない場合は、「◯◯年4月初任給予定額」等、確定している実施時期を明記してください。

昇給
・会社で定められた回数、または「昇給あり・昇給なし」の表記も可能です。
率・金額・月数に関しては実績表記をしてください。

賞与
・会社で定められた回数、または「賞与あり・賞与なし」の表記も可能です。
率・金額・月数に関しては実績表記をしてください。

休日

・店舗等の定休日ではなく、採用者の休日を記載してください。法定休日（毎週1日または4週間を通じ4日以上）
を下回る休日日数の表記はできません。
例）年間休日120日
　　週休2日制（土日）
※実働8時間の場合、105日（閏年は106日）以上の年間休日が必要です。

・アルバイトの場合でも記載が必要です。
例）休日：シフト週2日以上

休暇

・年末年始、夏期、有給、慶弔などの休暇をご入力ください。日数の入力は任意です。
例）夏期・冬期休暇・有給休暇
　　夏期（8日）・冬期（7日）・有給休暇（入社半年経過後10日）

※労働基準法違反となる有給休暇日数の記載は出来ませんので事務局にて項目を削除します。

福利厚生

・各種保険・制度・施設など、募集対象者に用意された制度や施設を記入してください。
「社会保険完備」とは健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の4つの保険すべてを備えていることを指しま
す。１つでも満たしていない条件がある場合は「社会保険完備」と記載することはできません。福利厚生（検索
用）項目でチェックがあるが、こちらの福利厚生に記載がない場合は、事務局で追記をさせていただきます。流
用して作成される場合は、記載があるか再度ご確認をお願いいたします。
男女で適用に差のある福利厚生は、男女雇用機会均等法に抵触するため記載できませんので事務局にて削
除します。

例）×独身寮（男性のみ）
　　○男性独身寮、女性には別途借り上げ社宅有

・アルバイト・パート等での雇用形態でも、労働保険（雇用保険・労災保険）への加入が義務付けられておりま
す。（雇用保険は条件有り）

試用期間

・試用期間の有無のチェックを入れてください。
試用期間がある場合は、「あり（条件変更なし）」は試用期間の対象期間の記載を、
「あり（条件変更あり）」→試用期間の対象期間と給与条件の記載をお願いいたします。
試用期間中に固定残業がある場合は、固定残業の時間と金額の記載が必要です。
試用期間中の労働時間が異なる場合はその旨の記載もお願いいたします。
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手当

・固定給与に含まれない別途手当がある場合のみ入力してください。一部の対象者にのみ支給される場合は、
支給条件を明記してください。男女で適用に差のある手当は、男女雇用機会均等法均等法に抵触するため事
務局にて削除します。
例）通勤手当、住宅手当、地域手当、家族手当

・手当欄に記入すべき内容が給与欄に記載されていた場合は、事務局にて該当する内容を手当欄に移しま
す。

交通費
・定額支給・一部支給は、金額のご入力をお願いいたします。
上限がある場合は一部支給を選択してください。

応募書類
・応募時や面接時に身上書・手書き履歴書・全身写真・戸籍謄本・戸籍妙本・住民票・SNSのアカウント・他社
サービスのOpenES等や、身元保証書の持参を求める記載は出来ませんので、事務局にて削除します。

採用の流れ（必須）

・印鑑の記載がある場合は、理由を明記する必要がありますので「面接時、同意書類に捺印をお願いしますの
で印鑑をご持参ください。」と事務局にて変更します。

・メールアドレスの記載は出来ません。（迷惑メールが多発する恐れがあるため。）メールアドレスが、記載が
あった場合は削除します。

※リクナビ・マイナビなど、他求人サイト名の記載や他社サービスの応募フォームの記載は出来ません。応募
先として記載があった場合は、事務局にて編集いたします。

海外拠点の求人について

海外拠点の場合は、下記内容を追記いただき現地の法令に基づいているのをご確認の上申請をお願いしま
す。
【追加項目】
この求人は海外勤務のため現地の労働諸法令に基づいて記載しています。

社員情報

社員情報 ・本人の顔写真以外は登録できません。

社員の活躍

・社員の活躍は、実際に働いている人がどのように働いているか、写真と文章でその活躍を学生に知ってもらう
ページです。
※写真は基本的に職場の雰囲気がわかるものを掲載してください。著作権、肖像権、知的財産権、商標権の侵
害にあたるような写真、テキストやイラスト、QRコード、クーポン等が追記されている画像、カタログやポスター、
2枚以上の写真を合成したような画像は登録できません。
※文章は、母校の後輩に伝えたい近況やメッセージをご入力ください。他社サイト名(アカウント情報)や募集情
報、知的財産権・商標権の侵害の恐れのある名称・場所等を本文に記載することはできません。
■著作権、肖像権、知的財産権、商標権を登録している例：東京ディズニーリゾート、スターバックス、ミシュラ
ン、日経コンテンツ、等

会社ロゴ、写真



6

企業名
・企業名の中や後に空白を登録できません。空白のある状態で申請された場合は、
事務局にて削除しております。　例）株式会社　キャリアマップ→株式会社キャリアマップに変更

企業ロゴ
・会社や店舗の外観・内装写真や会社の看板やパンフレットを撮影した写真など、ロゴデータ以外の登録はでき
ません。

採用責任者 ・本人の顔写真以外は登録できません。

事業所情報
・会社や店舗の外観・内装写真以外は登録できません。ただし、オープン前に限りパース等のイラストデータを
登録することができます。

注目記事

注目記事

・一人称で記載してください。
 
・カバー画像を必ず登録してください。

・下記の内容は、記載ができません。
募集情報、商品やサービスの広告、他社サイト名、他社サイトURL、SNSなどのアカウント名、著作権・肖像権・
知的財産権・商標権の侵害にあたるような内容。
説明会情報、インターンシップ、SNSのみの告知の紹介はできません。ただし、学生にとって新たな発見となる
内容の記載があれば掲載可能です。

・下記の画像は掲載ができません。
著作権、肖像権、知的財産権、商標権の侵害にあたるような写真、QRコード、クーポン等が追記されている画
像、カタログやポスター、また同じ画像を何度も掲載することはできません。
テキストのみの画像は、注目記事の内容を表す画像にしてください。

■著作権、肖像権、知的財産権、商標権を登録している例：東京ディズニーリゾート、スターバックス、ミシュラ
ン、日経コンテンツ、等


