


⽬次

P3. スカウトサイトが普及してきた背景

P6. スカウトサイトが普及する中で新たに⽣まれてきた課題
P7. スカウトサイトを効果的に運⽤するための3つのポイント
P12. 当社サービス紹介



スカウトサイトが普及してきた背景

集客チャネルの全体像

主流はマス型からダイレクト型へ移⾏しつつある。

新卒採⽤における学⽣集客⼿段は「マス・ダイレクト×対⾯・⾮対⾯」の4つの象限で整理できます。
オンライン化や売り⼿市場の影響により従来のマス型の⼿法だけでは学⽣からすでに認知がある企業しか
募集が集めにくく、近年はこちらから学⽣にアプローチできるダイレクト型が主流になりつつあります。

マスマーケティング ダイレクトマーケティング

⾮対⾯

・マイナビ
・リクナビ
・キャリタス
・⾃社HP
・WEB広告
・WEB合説・イベント

・offerbox
・キミスカ
・Infra新卒
・⼈材紹介(利⽤⽅法による)
etc

対⾯
・合同説明会
・学内説明会
・学内講演

・リクルーター活動
・OB・OG訪問
・リファラル採⽤



スカウトサイトが普及してきた背景

オンライン化が進むにつれ、学⽣にとって企業の説明会に対する参加障壁が下がり
各社集客はしやすくなりました。⼀⽅で、「内定辞退率」が⼀番の課題となってきています。

参加障壁が下がり、学⽣は複数社の選考を受けても、
最終的に⼊社する会社は1社であるためこのような事態が起きています。

※1つのみ選択
2022年度採⽤の
⼀番のテーマ

出典︓新卒採⽤に関する企業調査(2021年2⽉調査)（2022年卒）
https://www.disc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/2021kigyou-chosa.pdf

就職内定辞退率の増加

出典︓就職みらい研究所『就職プロセス調査』（2022年卒）
https://shushokumirai.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/naitei_22s-20210707.pdf

「⺟集団の拡⼤」よりも欲しい⼈材を確実に採⽤しきる
「重点層への訴求(魅了付け)」に多くの会社が課題感を感じています。

⼤量に集める考え⽅より、いかに採⽤しきるかという考え⽅を重要視するような
採⽤環境の変化が起きているのです。



スカウトサイトが普及してきた背景

⼤量に集めてターゲット以外の⼈材に⼯数(説明会や個別⾯接)を割くよりも、
欲しい⼈材だけを集めて採⽤しきれる採⽤活動を戦略的に実現したほうが

最も効率的な採⽤になる、というのがダイレクト型のそもそもの考え⽅です。

ベースの考え⽅(ろ過思考)

集めることに⼯数を割くのではなく、
選考後半に進んだ欲しい⼈材に時間を割いて採⽤しきる採⽤活動の⽅が効率的です。

この後半部分に
【マンパワー】【コスト】【時間】
をかける

求める⼈物像に絞る

⾒極める

学⽣を魅了する

⼊社を決定する

採⽤スタッフ・社員の
影響⼒が⼤きい



スカウトサイトが普及する中で新たに⽣まれてきた課題

欲しい⼈材を集める⼿法としてではなく、企業側からアプローチできる「攻め型」の⼿法として
ダイレクト型が定着した結果、スカウトサイトの運⽤において新たな課題感が表出してきました。

スカウトサイトに⾒えてきた課題

学⽣側
・⼤量のテンプレートメールにうんざり
・プロフィールが評価されず、読まれない
・ただの説明会誘致に企業側への不信が募る

企業側
・個々⼈に向けた⽂章を作成して送る⼯数がかけれない
・こちらから誘うので、会社理解のない学⽣が多い
・スカウトと⾔いつつ外部へ委託。外注費も発⽣

「企業からスカウトがくるのは嬉しいと思ったけど、
テンプレートメールばかりで開かなくなった」
「スカウトと⾔いつつ、あれはbotですよね︖」
「プロフィールを読まずに送ってくる企業は
逆に対象から外しています」
「まだプロフィール書いてないのに、『プロフィールを
読んでマッチする︕』とスカウトがきて驚いた」

学⽣の声

当社調べ「ユーザー(学⽣)へのヒアリングより」

テンプレの⼤量配信では⼯数をかけてもターゲット⼈材は集めにくく、
企業へのマイナスな⼼象だけを与えてしまいます。

どうしたらできるだけ⼯数をかけずに欲しい⼈材との繋がりをつくれるかが重要です。



スカウトサイトを効果的に運⽤するための3つのポイント

学⽣が活動している時間にアプ
ローチしているか︖

学⽣のプロフィールから
⽂章の中⾝を変えているか︖

⾃社の採⽤要件に
適した媒体かどうか︖

できるだけ⼯数を抑えつつ、スカウトサイトの効果を最⼤化していくためには、
以下の3つのポイントを踏まえて運⽤することが重要となります。

①誰に ②いつ ③何を 配信していくか

媒体の登録学⽣⼈数だけを⾒
るのではなく、その媒体の登
録学⽣に⾃社の求めるター
ゲット⼈材がどれくらいいる
かで判断することが重要で
す。

各媒体が保有している学⽣の
特徴を把握したうえで選定す
ることが必要となります。

学⽣さんが就職活動のことに取
り組み、ナビ媒体にログインし
ているタイミングを狙ってスカ
ウト送信を⾏うことが⼤切で
す。

学⽣がログインしている時間帯
にアクションすることができれ
ば、メールを開封してもらえる
と可能性は⾼くなります。

「なぜ、あなたに送ったの
か︖」がわかる内容を必ず盛
り込んだ⽂章を送ることが⼤
切です。

そのためにも、欲しいと思う
⼈材の属性や志向性を活⽤し
てメッセージ送付先を絞り込
む必要があります。



①⾃社の採⽤要件に適した媒体かどうか︖

⾃社の採⽤に合致しない媒体を選定すると、どれだけ運⽤にコストをかけても
効率的な採⽤活動にはならないため、⾃社がどこに属するかをしっかりと⾒定める必要があります。

採⽤⼈数
⼩

採⽤⼈数
⼤

採⽤する学⽣の質
⾼

採⽤する学⽣の質
中〜低

登録学⽣⼈数よりも特定の専⾨性やスキル、経験を
もった⼈材が多く、検索軸が豊富な媒体にするとfitし
やすい傾向にあります。
優秀⼈材は競合も多いため、⼀⼈ひとりに対して⼯夫
して密にアプローチできる⼿法がとれる媒体のほうが
適しています。

登録学⽣⼈数よりも、運営会社と学⽣の繋がりが強
く、第三者的に御社をおススメして後押ししてくれる
サポート等がある媒体を選定するとfitしやすい傾向に
あります。
優秀⼈材︓⾃分で決めたい。中〜低⼈材︓他者の意⾒
が⼤切。という傾向があるためです。

登録学⽣⼈数に加え、⾃社が求める専⾨性やスキル、
経験をもった⼈材がいる媒体を選定するとfitしやすい
傾向にあります。
また採⽤⽬標⼈数にもよりますが、登録している学⽣
の層が被らない媒体を2つ以上併⽤して使⽤すること
を検討したほうが良い場合があります。

登録学⽣⼈数に加え、アプローチできる件数のコスト
パフォーマンスが良い媒体を選定するとfitしやすい傾
向にあります。
とにかく出会える学⽣との数を増やすことが⼤切で
す。



②学⽣が活動している時間にアプローチしているか︖

学⽣がナビサイトにログインしている時間を狙ってスカウト配信をしていくことが重要です。
学⽣全体でのログイン時間の特徴を把握したうえで効率的なアプローチが必要となります。

【調査内容 ※当社調べ】
2021/9~2021/10の平⽇5⽇間に5,000⼈の学⽣を対象に媒体へのログイン時間を集計。
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スカウト反応件数

09:00-11:00 11:00-13:00 16:00-18:00

【時間帯】平均して、11:00-13:00での配信が最も反応率が⾼いためこの時間に配信することがおすすめです。
午前中の配信は反応率が下がってしまいます。

【曜 ⽇】⽉曜⽇以外は⼤きな反応率の違いありませんでした。⽉曜⽇の場合は、午前中に配信することで逆に反応率
が下がってしまうため、昼以降に配信することがおすすめです。



③学⽣のプロフィールから⽂章の中⾝を変えているか︖

送られてきたスカウト⽂章を基に、⾃分⾃⾝のことを⾒てくれていると学⽣に感じてもらうことが重要です。
専⾨性やスキル、⼒を⼊れた経験等、学⽣が触れて欲しいポイントを⽂章に⼊れ込むことが必要となります。

こんにちは︕
株式会社○○の採⽤チームです︕

この度、プロフィールを拝⾒し、●●という点に
魅⼒を感じ、オファーを送らせていただきました。

ぜひ、弊社の事も知って頂けたら幸いです。

こんにちは︕
株式会社○○採⽤チームです︕

この度は、プロフィールを拝⾒し「●●」を志望され、志望勤務地
に●●もあるということで当社とマッチしていると感じ、ぜひイン
ターンシップにご案内したくオファーをお送りさせていただきまし
た︕

●●についても読ませていただき、きっと当社で活躍できると思い
ました。

そこで、ぜひ『●●』にご案内させていただければと思います︕
まずはオファーのお返事いただけることを楽しみにお待ちしており
ます。

スカウト⽂章冒頭テンプレ



スカウトサイトを効果的に運⽤するための3つのポイント

学⽣が活動している時間にアプ
ローチしているか︖

学⽣のプロフィールから
⽂章の中⾝を変えているか︖

⾃社の採⽤要件に
適した媒体かどうか︖

⾃社に合った媒体の選定⽅法から具体的な運⽤⽅法については無料にて相談承ります。
次年度の採⽤計画を練る際はぜひ⼀度、ご相談ください。

①誰に ②いつ ③何を 配信していくか

媒体の登録学⽣⼈数だけを⾒
るのではなく、その媒体の登
録学⽣に⾃社の求めるター
ゲット⼈材がどれくらいいる
かで判断することが重要で
す。

各媒体が保有している学⽣の
特徴を把握したうえで選定す
ることが必要となります。

学⽣さんが就職活動のことに取
り組み、ナビ媒体にログインし
ているタイミングを狙ってスカ
ウト送信を⾏うことが⼤切で
す。

学⽣がログインしている時間帯
にアクションすることができれ
ば、メールを開封してもらえる
と可能性は⾼くなります。

「なぜ、あなたに送ったの
か︖」がわかる内容を必ず盛
り込んだ⽂章を送ることが⼤
切です。

そのためにも、欲しいと思う
⼈材の属性や志向性を活⽤し
てメッセージ送付先を絞り込
む必要があります。



活躍⼈材と効果的に出会える
サービスのご紹介



活躍人材との効果的な出会いを。

新卒採用 即戦力

×



サービス概要
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活躍人材との効果的な出会いを。

キャリア教育セミナーや⻑期インターンにてビジネス志向の⾼い学⽣との
接点を作り、⼊社をしていただける新しい⺟集団形成を提供します。

従来のスカウトサイトのようにいきなり⻑⽂のスカウトで、
説明会やインターンシップの案内が届く。

学⽣ががっかりするようなテンプレートでオファーを送るのではなく、
「⾃分に興味を持ってくれた！」「ちゃんと⾒てくれている！」

そう学⽣に思ってもらえるような関りを通して、
普段出会えない学⽣との接点を創出します。

これからの出会いは、もっと効果的に。



❶学⽣データベース

❷キャリア教育セミナーの実施

❸効果的な学⽣との出会い

サービスの特徴

06 ©2022 Legaseed Inc. 



学⽣データベース
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⻑期インターン媒体「Infraインターン」のデータベースを活⽤
早期⾏動派学⽣がアルバイトやサークルの代わりに企業での就業体験を求めて登録

3ヵ⽉以上の⻑期インターン求⼈から応募をし、実務経験を積んでいる

Infraインターンの特徴

①検索流⼊対策により学⽣登録を獲得
「⻑期インターン」「サマーインターン」など
インターン関連ワードで上位に表⽰されるため
能動的で意欲の⾼い学⽣がサイトへ訪れています。

②経営者のカバン持ちインターンを企画
独⾃の企画を開催することで
情報感度の⾼い学⽣の中で⼝コミを⽣み
学⽣の登録を増やすことに成功しています。

③学⽣向けメディアを運営
起業家、若⼿ハイキャリア層による
キャリアに関する記事を掲載することで、
⽉間15万UUを獲得しています。

出典：就職みらい研究所『就職プロセス調査』（2022年卒）
https://shushokumirai.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/naitei_22s-20210707.pdf

３ヵ⽉以上の⻑期インターンに
参加している学⽣はたったの3.4%



学⽣データベース
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学⽣登録数 (スカウト可能学⽣)

12,000名
毎⽉登録学⽣ 1,000~1,500名

⽂理⽐ 登録学⽣の学歴 経験職種

早期⾏動学⽣数
(2年⽣以前から就職活動に動いている学⽣)

57%
早期からを⾃⾝のキャリアを⾒据え

て⾏動している学⽣が半分以上



キャリア教育セミナーの実施

©2022 Legaseed Inc. 

早期登録学⽣に対して講座を開催することでInfraを使い続ける仕組みを構築

学⽣限定で参加できるビジネスシミュレーションカレッジを開講。
⻑期インターンでの実務経験だけでなく、ビジネス基礎⼒を育成しています。
＜講座内容＞
・モチベーションマネジメント⼒
・コミュニケーション⼒
・プレゼンテーション⼒
・プロジェクトマネジメント⼒
・タイムマネジメント⼒
・コンセンサスビルディング⼒

その他、学⽣向けの
就職活動対策企画も複数実施中。



©2022 Legaseed Inc. 

採⽤ターゲット、採⽤チーム体制に合わせて学⽣と出会う⽅法は
スカウトサイトとイベントの2種類をご⽤意

効果的な学⽣との出会い

学⽣の経歴で検索をし、
ピンポイントスカウトを配信できる

新卒プラットフォーム

学⽣とオンラインで出会い
その場で企業の魅⼒を伝えられる

マッチングイベント

×



効果的な学⽣との出会い

©2022 Legaseed Inc. 

ターゲット
学⽣検索

プロフィール
閲覧

気になる
箇所へ
コメント

学⽣からの
返信

説明会・選考
へ誘導

ターゲット学⽣をピンポイントで検索をし、
プロフィールへのコメント記⼊という⼿軽なコメントで学⽣との接点をつくることができる

学⽣の検索条件

・基本情報（⼤学/学部/卒業年/所属⼤学エリア）
・志望職種/志望業界/志望企業タイプ
・就職先の選び⽅
・プロフィール写真登録の有無
・⾃⼰PR記⼊の有無
・学⽣時代に⾏ったこと（⻑期インターン/学⽣団体等）
・プログラミング/デザイン経験年数 等



学⽣へのアプローチ⽅法 - 学⽣プロフィールの気になる部分にコメント

©2022 Legaseed Inc. 

学⽣のプロフィールの気になる箇所へハイライトを引き、
コメントを⼊⼒するだけでスカウトが配信できます。
プロフィールを読んでスカウト送信していることが伝わりやすい
コメント形式となっています。

LINE連携により学⽣がスカウト受信を
すぐに気付ける機能。

【企業側】 【学⽣側】



弊社のイベントの強みと昨年出展企業様の事例
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イベント内容
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企業と学⽣のマッチングイベント DRAFT

【形式】オンライン合同説明会
【学⽣⼈数】60~80名程度
【参加社数】5社程度
【時間】2.5時間

20分のターム制で、1ターム10名程度の学⽣と対話しながら
貴社の魅⼒を伝えていただくイベントです。

就活シミュレーションインターン DIVE

【形式】オンライングループワーク形式
【学⽣⼈数】40~60名程度
【参加社数】4社程度
【時間】2⽇間

参加学⽣が出展企業の採⽤担当者となり、採⽤⽬標達成を
⽬指して2⽇間ワークに取り組むイベントです。

成⻑企業の経営者が⽣き⽅を語る TOP SCOPE

【形式】オンラインor対⾯対談形式
【学⽣⼈数】30~50名程度
【参加社数】1社
【時間】2時間

社⻑・役員にお越しいただき、経営者としての⽣き⽅や
創業からの歴史・ビジョンを語っていただきます。

⻑期インターン学⽣限定イベント SUMMIT

【形式】オンライン合同説明会
【学⽣⼈数】60~80名程度
【参加社数】5社程度
【時間】2.5時間

⻑期インターンを通じて実践的な経験を積み、
⼒を磨いてきた学⽣と出会えるマッチングイベントです。

集まる学⽣層と学⽣との出会い⽅で、採⽤につながる出会いを創出する
4つのイベント



お問い合わせ先

- サービスサイト https://www.in-fra.jp/next/new-grad-scout/corp-contact

お問い合わせはこちらから

お⽬通しいただきありがとうございました。
詳しいサービス内容や導⼊事例について
ご質問やご不明点があれば
お気軽にお問い合わせください。

https://www.in-fra.jp/next/new-grad-scout/corp-contact
https://www.in-fra.jp/next/new-grad-scout/corp-contact#form


運営会社



COMPANY INFORMATION

©2022 Legaseed Inc. 

はたらくを、しあわせに

●会社名 株式会社Legaseed

●資本⾦ 20,000,000円

●設 ⽴ 2013年11⽉11⽇

●所在地 東京都港区港南2-16-3
品川グランドセントラルタワー24F

●代表者名 近藤悦康

●従業員数 90名（正社員62名/アルバイト・インターン⽣28名）

◎新卒応募数・20卒：17,351名
・21卒：14,674名
・22卒：17,071名


