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バリプラ とは

ホテル・ブライダル業界に特化した求人マッチングサイト

最短翌日が給与日

給料日を待たずに最短翌日に引き出し可能！
近くのコンビニATM等 で24時間引き出せる

面接や登録会なし

履歴書不要で、応募もワンクリックで完結！
スケジュールがあえばすぐに勤務ができる

頑張りの評価制度

企業とワーカーの双方で評価ができる。
Goodポイントを貯めて採用率アップさせよう！

Point 1.

Point 2.

Point 3.

憧れの世界で働きながらスキルUP！
雇用形態は、派遣や紹介スタッフではなく直雇用

＊1

＊１ … セブン銀行，イーネットATM,  ローソン銀行，みずほ銀行，VIEW ALTTE，
イオン銀行，PatSat, 三菱東京UFJ，ゆうちょ銀行
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応募～勤務までの流れ

バリプラを使って働いてみよう！

ログイン
P4

採用通知メールが届く
P9

不採用通知メールが届く
P9

不採用の場合採用の場合

承諾
P9

他に気になる求人がないか
見てみよう！

勤務とキャンセル
P10～13

チャット利用が可能 質疑応答ができます
P８

企業評価
P16

検索
P5

応募
P7

給与と各種帳票
P14～15

応募の前に
マイページを確認

P６
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カードNO.とパスワードを

検索

入力

をクリック！

QRコードからも
簡単ログイン！

ログイン

ログイン

URLまたはQRコードからサイトへアクセスし、ログイン。
求人応募するためには、無料の会員登録が必要です。
求人情報の閲覧、検索などは、会員でなくても可能です。

https://value-plus.jp/

迷惑メール設定中の方は
ドメイン設定をお願いします。

会員登録時
cyurica@cyurica.co.jp

仮会員IDの通知
採用，不採用，チャットの通知

メールなど
support@cyurica.co.jp

https://c.value-plus.jp/
https://value-plus.jp/valueplus/wp-content/uploads/2021/08/ValuePlus-kaiintouroku-flow.pdf
https://value-plus.jp/


応募後、“チャット機能”が使えるようになります。

求人に関する質問やご不明点がある場合は、
チャットで直接企業さまに質問をしてみましょう！

求人記載の連絡先は緊急連絡先ですので、
まずは応募をしてから、チャットで質問をしてください。

応募について ７ページ

チャットについて 8ページ 5

ta
p

検索

気になる求人がないか検索してみましょう！

【操作簡単】 トップ画面に一覧表示

から絞り込み検索もできます。

タップすると、
求人の詳細が確認できます。

・勤務先
・勤務日程
・時給や待遇
・企業評価 etc…

過去に勤務されたワーカーからの
企業評価も確認できます。



マイページ

マイページの内容は充実していると採用率アップ！

応募する前にマイページを仕上げましょう！

履歴書の提出や面接がないため、
企業さまの採用判断はマイページの情報が全てです。

マイページの内容を充実させて、
応募した求人から採用をもらいましょう！

Point 顔写真を登録

写真登録で採用率アップ
企業さまが見ているポイントは接客の求人が多数なので、
清潔感がある方かを見られることが多いです

Point 経験やスキルは登録しよう

経験があるものは、もれなく全てチェックを付けることで
アピールできます！
もちろん、未経験歓迎の求人もありますのでご安心ください。

Point 企業からのGoodポイントを貯めよう

勤務完了後、企業からGoodポイントで評価がもらえます。
日々の勤務でもしっかりと仕事に取り組めば評価されて、
ユーザー情報に表示されます。

Goodポイントが高いと、採用率が上がる可能性があります。
評価内容は、「身だしなみ、挨拶、勤務態度」の3項目です。

基本の「挨拶・ハッキリとした返事・身だしなみ・時間管理・分
からないことは質問する」という姿勢を大切にして、
勤務に励んでくださいね！ ⇒詳細 １６ページ
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応募

さっそく求人に応募してみましょう！

「応募する」をタップするだけで簡単応募！

履歴書や面接も不要でワンクリックで応募ができます。
気になる求人に応募をしてみましょう！

求人の詳細画面 の画面下に応募をタップすると、
画面下部の部分に「応募しました」と表示され、応募完了！
あとは、合否結果を待つだけ！

応募をキャンセルしたい場合は、
「応募をキャンセルする応募中」をタップするとキャンセルも可能

tap



8

チャット機能

求人に関する質問は「チャット」を利用

チャットのやりとりも就労活動の一環です！

応募以降は、チャット機能がご利用いただけます。

求人内容についての質問、勤務前の集合場所や持ち物等の確認など
求人に関するお問合せは、お電話ではなくチャットをご利用ください。

【操作】 求人詳細ページから ＞ 画面上部の をクリック

または ＞ > 応募履歴からも求人詳細ページに

遷移できます。

求人を拝見し、ぜひ働きたいと思い
応募いたしました。

髪の毛について質問です。
暗めの色と記載がありましたが、

どれくらいの色ですか？

募集内容を拝見しました。
私はショートカットで髪の長さが短く、備
考欄に記載があるように髪を束ねるこ
とができません。ピンやワックスなどを
使用し、全体を固める形でも問題ありま

せんか？

チャットは、そのまま企業さまへ送信されます。
プライベートなやりとりができる場ではありません。

言葉遣いや礼儀には気を付けて利用してください。
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採用・不採用・承諾

採用結果がでたら、通知メールが届きます。

採用通知が届いたら、承諾をしよう！

不採用の場合は・・・

採用結果がでると、メールでお知らせ。
メールに記載のURLからサイトへアクセス。

または、求人詳細ページ下部の“応募状況”のステータスからも
ご確認いただけます。

不採用の場合もメールが届きます。

他にも気になる求人をさがして応募してみましょう！

採用を承諾すると
正式にマッチング！

勤務開始時間3時間前までに
押下されない場合は、
マッチング不成立になり

自動的に“不採用”となります。

採用されたら
「採用承諾する」をタップ

“承諾”を完了させよう！
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勤務

採用承諾後～勤務までについて

勤務に関する注意事項

勤務前に確認したいことがあれば確認しておこう。
求人に関するお問合せは、“チャット”にお願いします。

タイムカードや勤怠表はありません。

勤務完了後、企業様が勤務時間などが記載された勤怠データを
アップロードすると、報酬加算通知が即時届きます。

マイページの支払い明細から報酬とその詳細が確認できます。
⇒P17へ

□当日の持ち物や身だしなみについて
求人に記載している内容以外で、
企業に質問したいことはありませんか？

□求人に集合場所などの記載がない場合は、
事前にチャットで確認しておきましょう

□当日は着替えなどが必要なケースがあるため、
勤務時間とは別に集合時間の記載はありますか？

□その他気になることは事前に確認しましょう！

✓チェックリスト



ワーカー一人

就労予定時間 1～5時間未満 5～6時間未満 6～7時間未満 7～8時間未満 8時間以上

あたり(税抜)

キャンセル料合計 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円

お仕事当日～

内 ワーカー 3,600円 4,500円 5,400円 6,300円 7,200円

24時間前

訳 バリュースタッフ 400円 500円 600円 700円 800円

キャンセル料合計 2,000円 2,500円 3,000円 3,500円 4,000円

48時間前 内 ワーカー 1,800円 2,250円 2,700円 3,150円 3,600円

訳 バリュースタッフ 200円 250円 300円 350円 400円

企業からの採用キャンセル

企業さまは採用後、そのキャンセルを行うことができます。

企業さまからの採用キャンセル

当初の予定から状況が変わり、
企業側から採用を取りやめることが可能。

採用承諾後に企業さまがキャンセルした場合は、
下記の表に基づき、キャンセル料を受け取ることができます。
キャンセル料は勤務48時間前からのキャンセルに対し発生します。
就労予定時間とは、求人情報に掲載されていた休憩時間を含む
勤務時間をさします。

※詳しくはキャンセルポリシーをご覧ください。

たとえば、
10:00～18:00の勤務時間（就労予定時間8時間）で
前日に採用し、キャンセルの連絡を受けた場合

⇒ お仕事当日～24時間前のキャンセルのため、
7,200 円をキャンセル料として支払って貰えます
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ワーカーから 採用のキャンセル①

応募したあと～採用前にキャンセルをしたい場合

ワーカーも応募後にキャンセルすることができます。
キャンセルは求人詳細ページの画面下をタップします。

≪求人詳細ページの画面下≫

採用を辞退するをタップすると
応募をキャンセルできます。

採用されたあと～承諾前にキャンセルをしたい場合

≪求人詳細ページの画面下≫

応募キャンセルするをタップすると
応募をキャンセルできます。

次のページ 12



ワーカーから 採用のキャンセル②

採用承諾後にキャンセルする場合は、
キャンセルのタイミングによってペナルティーが発生することがあります。

承諾したあと～採用前にキャンセルをしたい場合

≪求人詳細ページの画面下≫

“承諾をキャンセルする“をタップすると
応募をキャンセルできます。

ワーカーが自身の都合による採用承諾のキャンセルや欠勤を
行った場合、
以下の時間枠に応じたペナルティポイントが加算されます。

就業開始 48 時間 採用決定後、就業開始日時から 48時間以内のキャンセル

前から24時間1秒 ペナルティポイント +1

前まで

就業開始 24 時間 採用決定後、就業開始日時から 24時間以内のキャンセル

前から12時間1秒 ペナルティポイント +3

前まで

そして以下に該当する方は永久に利用停止します。

(1) 就業開始12時間前以降のキャンセルをしたもの
(2) 就業開始日時以降のキャンセル(無断欠勤)をしたもの
(3) ペナルティポイントが+5 ポイント以上蓄積したもの

ペナルティーポイント一覧
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給与の受け取り

お給与の受け取り方法は2種類！
①最短翌日に受け取り
②毎月末日〆～翌20日に指定口座に振込

①最短翌日に受け取り
勤務完了後、企業さまが勤怠データをアップロードすると
即時、報酬加算通知をメールでお知らせ。
勤務分のお給料が引き出せるようになります。

・キュリカカードとキュリカアプリを使い、
全国のATM で引き出し可能

＊１ … セブン銀行，イーネットATM,  ローソン銀行，
みずほ銀行，VIEW ALTTE，イオン銀行，PatSat,
三菱東京UFJ，ゆうちょ銀行

・当月分の引き出し期限は、当月末日の23:55まで。
（残高は月末〆翌月20日に指定の銀行口座に振り込み）

・1回の引き出しは上限30,000円まで1,000円単位で引き出せます
但し、残高が1000円未満のものは引き出せません。

・手数料は、税抜き400円/回（手数料に上限回数なし、引き出すごとに必要）

・1日に引出し可能な回数は3回まで。3回を超えて引き出す場合は、
キュリカサポートセンターにご連絡ください。
050-3786-0909（平日９：００～１８：００）

≪月末日勤務の場合≫
・当日中に勤務完了⇒企業さまが勤怠データをアップロード
⇒アップロード後～２３：５5まで引出し可能

＊当日中に企業さまが勤怠のアップロードを行わなかった場合
（例：5/31勤務で企業さまが当日中にアップロードできない場合

⇒6月20日に銀行振込）

＊当日中に勤務完了しないケース
（例：5/31勤務で退勤が深夜2時など⇒6月20日に銀行振込）

＊キュリカカードが未着の場合、
届くまでは、月末〆の翌月20日に銀行振込になります。

②毎月末日〆 翌20日に指定口座に振り込み
引き出さなかった当月分のお給料は、
全て翌月20日に指定口座に振り込まれます。

（土日祝日が重なる場合は、前倒しの平日に振り込み）

＊1

＊1

キュリカカード

キュリカアプリ
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給与前払いシステム

CYURICAアプリの操作方法

給与前払システムをご利用いただくには、
専用のキュリカアプリが必要です。
給与の獲得実績や、残高が確認できます。

アプリの操作方法はこちらからご覧いただけます
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https://value-plus.jp/valueplus/wp-content/uploads/2021/06/cyurica-app.pdf
https://value-plus.jp/valueplus/wp-content/uploads/2021/06/cyurica-app.pdf


企業評価

求人詳細ページから企業評価をしよう！

企業様が勤務時間等を含む勤怠データをアップロード完了後、
企業評価が行えるようになります。
企業評価をすることで、次回応募時の参考になります。

１

２

マイページ

右上のメニュー

3

4

対象の応募月をタップ
勤務完了ステータスに

変わっていたら
企業評価できます

下の方へスクロールすると
3項目のGoodポイントで評価
“評価を送信する”をタップで

完了
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各種帳票の見方①

支払い明細の見方

支払い明細（給与明細）もバリプラで閲覧！

１

２

3

メニュー内の
マイページ

対象年月を選択し
支払い明細ダウンロード

上部の支払い明細を
クリック
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各種帳票の見方①

支払い明細の見方
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③

④
⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

①1か月の合計

②日ごとの明細

③単価＝時給

④求人情報に掲載されていた各種手当

⑤金額で過不足があった場合に調整金で調整されます

⑥パンプスやお弁当など現物支給されたものの金額が給

与から天引きされます

⑦支給額が9,300円以上になると、源泉所得税（働く本人

に代わって企業が納める所得税※）が引かれます

⑧勤務48時間前から企業が採用キャンセルした場合、

キャンセル料が支払われます。

※）所得税額区分 日額丙欄 適用



各種帳票の見方②

労働条件通知書

労働条件通知書もバリプラで確認できます。

１

２

3

マイページ

右上のメニュー

マイページ内の応募履歴で
対象年月をタップすると、

下に一覧で過去の応募実績が表示
対象の労働条件通知書ダウンロード

19



各種帳票の見方②

労働条件通知書

20

求人案件ごとに発行されます。
勤務時間や休憩時間、各種手当など、
求人情報に掲載されている項目が記載されています。



各種帳票の見方③

源泉徴収票

源泉徴収票もサイト内で確認できます。

１

２

3
マイページ内の源泉徴収票から

対象年月を選択し
ダウンロード

マイページ

右上のメニュー
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各種帳票の見方③

源泉徴収票

22

バリプラを副業としてご利用いただいている方で、
1年間のバリプラでの所得が20万円を超えた場合には
こちらをもとに確定申告を行う必要があります。
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バイト前講習会のご案内

未経験の方でも安心サポート制度

講習会

バリプラでは、会員登録されたワーカーさま向けに
バイト前の講習会を実施中！

ワインの注ぎ方やお皿の持ち方などの技術をレクチャーして
います。

希望制のため、ご興味ある方は予約ボタンより、
講習会の予約をお願いします。

１

２

3

講習会について

右上のメニュー

ページ内の
「講習会を予約する」
をタップし、

予約してください。


