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新型コロナウイルスの感染被害に遭われた皆さまとご家族、関係者の皆さまに
心よりお見舞い申し上げるとともに、感染拡大の早期収束を強く願っております。
そして、この状況下で感染拡大の防止にご尽力されている医療関係者をはじめとした多くの皆さまに心から感謝申し上げます。

総合人材サービス、パーソルグループのパーソルキャリア株式会社は、
このような状況下で転職活動に影響が生じている求職者、
採用活動の自粛や採用計画の変更を余儀なくされている法人のお客さまの双方に対し
”出会いの機会”を創出し、転職・採用活動を支援するため、
特別プランをご提供することを決定しましたので、お知らせいたします。

多くのお客さまと社会に貢献すべく、世の中の“はたらく”に関連するあらゆるご期待に、総力をあげてお応えしていく所存です。

はたらくことは、生きること。
はたらき方は、一人ひとり違うもの。
だから、自分の“はたらく”は、自分で決める。
すべての“はたらく”が、笑顔につながる社会を目指して。
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労働市場の未来推計 2030
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そのため人材採用競争は激化の一途を辿っており、

優秀な人材を獲得するには企業による攻めの採用が必要な時代となっています。

※パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」

2030年には644万人の人手不足となることが予測されているため、
今こそ攻めの採用が必要

労働供給

6,429万人

労働需要

7,073万人

644万人の人手不足

※失業者61万人を除く
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採用手法（ダイレクト・ソーシング）
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企業が自社に適した人材を
自ら探せる採用方法がダイレクト・ソーシング

母集団
志向

採用単価

低

1to1
志向

採用単価

高

ダイレクト
ソーシング

リファラル

人材
紹介

求人広告

転職
イベント

従来の採用手法 ダイレクト・ソーシング

エントリー型 直接アプローチ型

転職希望者から、企業へ応募 企業から、転職検討者へアプローチ

企業 企業

転職希望者 転職希望者

人材会社が仲介

人材紹介 求人広告/
サイト

企業自らが
候補者を探して
アプローチ

◼ ダイレクト・ソーシングとは◼ 様々な採用手法
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※dodaスカウトサービス登録者数推移（2016年4月を基準値「1」と設定）
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売り手市場（コロナが流行する前）の中でも、

直接企業からオファーを受けたいニーズは高まり続けている

スカウト会員登録者推移

2018年11月
dodaブランドリニューアル
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市場環境：求職者/企業様の動向
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コロナウイルスの影響により、採用止めやヘッドカウントの見直しを行う企業が多く、スカウト配信数が全体で減少している傾向にあります。
一方で求職者側は、先行きへの不安等から活発化している傾向が垣間見れます。
ライバル企業が配信をしておらず、求職者が活発化している今こそ欲しい経験・スキルをもつターゲットに直接アプローチできる
「ダイレクト・ソーシング」が有効な手段といえます。

✔以前に比べて応募数が上がっている

通常、自発的な応募にまでは至らない

潜在層が「時間がある今」”スカウト”に反応

コロナ影響で、先行きが不安な求職者の
動きが活発化している

各企業の配信数が減少している為、
求職者の目に留まる可能性が高い

配信通数（直近4ヵ月） 46% DOWN

配信応募率（直近4ヵ月） 40％ UP

■直近の配信通数と配信応募率の推移

0

0.5

1

1.5

2月 3月 4月 5月

配信数と配信応募率の推移

配信応募率 配信数

※2月の数値を1とおいた時の推移

求職者の動きが活発化！買い手市場傾向に。
熱度の高い求職者が動く×採用競合が少ない今こそ、ご利用をおすすめします。



© PERSOL CAREER CO., LTD.

会員登録数
（メール会員登録者数）

217万人 ※国内最大級

（そのうち人材紹介サービス登録者45％）

新規登録者
（転職者）

毎月3万人以上

毎月の利用社数 1000社

フォロー体制 専門領域に特化したトレーナー

料金体系
成功報酬無しなので、
何人採用しても金額が変わらない

doda Recruitersサービス概要
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217万人を超えるdodaスカウト会員データベースに企業が直接アクセスし
スカウトメールを送れるサービス（ダイレクト・ソーシングサービス）

スカウトサービスのみ利用者

55％

人材紹介サービス併用者

45％

※2021年5月末時点

217 万人
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他サービスとの違い
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doda Recruiters A社 B社 C社

特徴

◼ ダイレクトソーシングサービス市場
最大規模のデータベースを保有

◼ 個社毎に専任のサポート部隊が
担当

◼ 欲しい人材のみに
リーチし、マッチした
求人からのみ
スカウトがくる

◼ 業界初のダイレクト
ソーシングサービス

◼ 年収600万円以上
のハイレイヤー層が
メイン

◼ 若手層向けの
レコメンド型
転職サイト

データベース
規模

217万人
※2021年5月末時点

△ ○ △

月間
登録人数 3万人 △ △ ×

データベース
閲覧者 募集企業のみ 募集企業のみ

募集企業
外部エージェント
ヘッドハンター

募集企業
外部エージェント
ヘッドハンター

圧倒的なデータベース量
個人と法人の満足度を叶えたサービス設計
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営業職20.8%

企画・管理11.3%

事務・アシスタント

12.2%

技術職（SE・インフラエンジニア・

Webエンジニア）6.2%

技術職（機械・電気）8.4%技術職・専門職（建設・建築・

不動産・プラント・工場）5.7%

技術職（化学・素材・化粧品・

トイレタリー）2.1%

医療系専門職2.8%

金融系専門職1.0%

専門職（コンサルティングファーム・

専門事務所・監査法人）1.4%

販売・サービス職

19.1%

クリエイター・クリエイティブ職4.7%

公務員・教員・農林水産関連職2.7%

技術職（組み込みソフトウェア）0.6%
技術職（食品・香料・飼料）

1.1%

職種

※2021年5月末時点

doda Recruitersデータベース内訳

217万人のスカウト会員数を誇る
国内最大級のスカウトデータベース
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小売 8.5%

運輸・物流 4.1%

エネルギー（電力・ガス・
石油・新エネルギー）

0.8%

旅行・宿泊・レジャー 3.1%

警備・清掃 0.8%

理容・美容・エステ 0.7%

教育 2.3%

農林水産・鉱業 0.4%

公社・官公庁・学校・研究施設 2.6%

その他 8.9%

外食 2.8%

冠婚葬祭 0.5%

IT・通信 8.8%

メーカー（機械・電気） 10.0%

メーカー（素材・化学・食品・
化粧品・その他）

7.4%

商社 6.2%

医薬品・医療機器・
ライフサイエンス・医療系サービス

5.8%

金融 6.2%

建設・プラント・不動産 8.0%

コンサルティング・専門事務所・
監査法人・税理士法人・リサーチ

1.9%

人材サービス・アウトソーシング・
コールセンター

4.1%

インターネット・広告・メディア 6.0%

業種

24歳以下

5.9%

25-29歳

14.7%

30-34歳

16.4%

35-39歳

19.0%

40歳以上

44.0%

年齢

0-299万円

25.9%

300-399万円

26.8%
400-499万円

19.7%

500-599万円

11.3%

600-699万円

6.7%

700-999万円

7.2%

1000万円以上

2.5%現年収
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求職者接点を最短で持てる採用手法

面接設定書類選考人選・書類選考
求人票

作成

一般的な人材紹介サービス

doda
Recruiters

求人票作成＆スカウト対象者検索（＝書類選考）

面接まで平均25日

面接

設定

一般的な求人サイトサービス

打合せ

面接設定書類選考申込み・取材・原稿制作・掲載打合せ

平均

2日

平均

2日

平均3日 平均10日 平均4日 平均6日

平均12日 平均4日 平均6日

面接まで最短1日

求人
発生

面接まで平均24日

人材紹介・求人サイトに比べて
最短1日のスピードで求職者接点を持てる手法です
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募集求人数は無制限

送信随時案件化・スカウト送信

検索システムは複数担当で閲覧可能。

現場でレジュメ確認→人事で配信するなど社内での要

件ずれ発生も防止できます。
振り分け自由

多様な採用ニーズを即座に解決
募集案件を選ばずターゲットにアプローチ

既存案件

突発的な
欠員

コンフィ
デンシャル

ポジション創出
（良い人がいれば採用）

人事担当者様 100通

300通

400通

200通

募集案件

S E

募集案件

経理

募集案件

営業

募集案件

経営
企画

採用ニーズ

面接確約
メール

連
携

現場担当者様

11
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応募効果を高める独自機能

工数削減 採用度UP ノウハウの蓄積と

サポート

応募効果を高める、業界初の新機能を多数リリースしています

◼ 豊富なテンプレート

◼ 転職希望者の”熱度”が
見える２つの機能

◼ レジュメ評価依頼機能
募集部門へレジュメ評価を簡易に依頼

◼ 対象者検索項目機能
スカウト受信者画面

◼ プレミアムオファーで
スカウト配信

◼ クライアントサクセス
アカデミー講座
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豊富なテンプレート文面
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工数削減

職種別にテンプレートが用意されているため
効果的な文面が時間をかけずに作成可能！

２

職種ごとのテンプレート

募集職種にあわせて
テンプレートを選ぶ

必要箇所をカンタンにカスタマイズ

対象者にあわせて
文面をカスタマイズ

企画 事務 営業

クリエイター 技術職
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工数削減

②企業情報送信＆フォローアイコン表示

興味あり
↓
貴社を
フォロー

レジュメ内容 活動状況 オファー送信

①転職希望者の活動状況表示

レジュメ内容
オファー送信

転職希望者の①転職への熱度 ②貴社への熱度 が見えるから
転職者の状況に合わせた検索・文面作成が可能！

転職希望者の”熱度”が見える２つの機能
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転職希望者の”熱度”が見える機能① 工数削減

転職希望者の活動状況（検討中・気になるあり・応募有り、選考中）
が検索できるから、転職熱度の高い求職者を検索可能！

◼ 対象者検索画面

15

対象者が、doda上で閲覧している求人の職種や、
貴社求人に対する行動履歴で検索できます。

「過去応募」は2005/4/10以降以降のdodaサイト応募者
全てを指すため、チェックして検索した方が効果的です。



© PERSOL CAREER CO., LTD.16

転職希望者の動向（閲覧・応募・選考有無）を検索可能

応募検討中：求人閲覧あり(直近1か月以内)

気になるあり：求人への気になるあり(直近1か月以内)

応募あり、選考中：求人応募あり(直近1ヶ月以内)面接・選考中(直近1週間以内)

転職活動状況が炎マークで表示されている！
候補者検索結果一覧画面からも直近の転職活動状況が判別できる

パーソルキャリア株式会社

工数削減転職希望者の”熱度”が見える機能①
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転職希望者の”熱度”が見える機能② 工数削減

スカウトを送る前に、貴社に興味のある対象者を知ることが可能！
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・企業情報を送信した対象者の場合に表示されます（※）

・対象者が企業情報を閲覧し、貴社をフォローした
場合に表示されます
⇒積極的にオファーを送ってみましょう！

・対象者がフォローを外した場合は、表示されなく
なります。
・対象者が行動履歴情報を非公開にしている場合は、
フォロー有無にかかわらず、アイコンは表示され
ません

※企業情報を送信してから2週間経過すると、アイコンは表示され
なくなります。

※フォローしないまま2週間が経過すると、対象者がdoda画面から
企業情報を確認できなくなります。
⇒再度、企業情報を送ってみましょう。
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レジュメ評価依頼機能（募集部門へレジュメ評価を簡易に依頼）

採用部門社員へスムーズにレジュメ確認を依頼可能に
簡易に評価を回収できる

◼ レジュメ評価依頼の流れ

評価をもとにスカウト送信部門社員が評価部門社員に依頼評価依頼リストを作成

◼ レジュメ確認・評価画面
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工数削減

リスト内からそのままスカウト送信設定が可能

point

部門担当者のメールアドレスに直接評価リストを
送信(dodaAssistへのアカウント登録不要）

1

3

2

 未評価
 ぜひ会いたい

 興味あり
 対象外

下記評価毎に人数と評価者レジュメを一覧で表示

4

評価は3段階のボタン表示でコメント入力も可能
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プロフィール

居住地 / 卒業年検索 / 最終学歴 / 卒業区分 / 選考 / 大学名

◼ 豊富な検索項目でピンポイント採用を実現

保有資格・経験スキル

経験業種 / 経験職種 / スキル / PCスキル / 保有資格

語学力

英語力 / TOEIC / その他語学

職務内容

勤務先会社名 / 転職回数 / 海外赴任経験 / 勤務状況

離職期間 / 雇用形態 / 年収 / 従業員数 / 上場・非上場

希望条件

希望業種 / 希望職種 / 希望勤務地 / 希望年収

希望転職時期 / 転居・転勤・海外移住について

行動履歴

最終ログイン / よく閲覧する職種 / 3カ月以内の応募有無

該当企業に対する行動履歴（閲覧・応募・検討中リスト等）

転職熱度（閲覧・応募・面接等）

※dodaサイト・人材紹介での動向を確認可能

◼ 応募行動へと強く促す受信者画面

対象者検索項目・スカウト受信者画面

豊富な検索項目と応募誘導でピンポイント採用を実現

WEB履歴書

配信

doda Recruitersのスカウトは他DMスカウトの2倍の情報量！
メール開封前からリクルーターの顔とメッセージが見れることで

閲覧率・応募率共に高い結果です。

2倍

19

採用度UP
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プレミアムオファーの特徴

20

1
「プレミアムオファー」として、受信BOX内で2週間上位に表示されます。

後から届いたDMよりも上位に表示され続けるため、発見性・開封率が高まります。

2
受信画面には「なぜあなたをスカウトしたのか」が
スカウト送信者の写真と共に表示されます。
一人ひとりの経歴に合わせ、興味を持った理由を書くことで応募率が高まります。

3

アピールポイントアイコンの設定が可能です。

企業・募集求人の魅力を、14個のアイコンの中から最大3個まで表示できます。

対象者と「まずは会ってみたい」場合は「話聞くだけOK」アイコンが効果的です。

4
スカウト本文にリクルーターの写真とプロフィール、

一緒に働く仲間の写真・プロフィール、動画も表示されます。

5
転職者がdodaにログインした時に「ポップアップ」で通知されるため、

対象者の目により一層留まりやすいです。

特別なスカウトを送ることで候補者の熱度をUP！

採用度UP
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トップページ 受信BOX メール画面

PC

スマホ

21

パーソル株式会社
人事部長パーソル花子（パーソルハナコ）

個人側からの受信画面

ログイン画面 ポップアップ画面

採用度UP
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採用成功をご支援するサポート体制（dR専任トレーナー／アカデミー）

22

専任のdRトレーナーによるサポートで
PDCAを回しながら採用成功を実現します

充実の採用支援機能①
dR専任トレーナー

doda Recruitersの運用サポートを行う、

dR専任のトレーナーです。配信から応募

者対応まで幅広くサポート・アドバイス

を行います。ご状況に応じてお電話・メ

ールにて最適なサポートを実施しますの

で、お気軽にご相談ください。 オフライン講座 Webアカデミー

採用の専門家によるオリジ

ナル講座。課題に応じたテ

ーマで年間100講座を開催

しています。アカデミー受

講者の採用決定率は未参加

企業の2.1倍！

採用ノウハウを3分程度に

まとめた動画を公開中。

スカウトノウハウから

採用戦略まで、充実した

コンテンツをご用意して

います。

充実の採用支援機能②
リクルーター・アカデミー

ご利用終了後ご利用中ご準備期間お申込み

電話による
初期設定サポート

電話による
dR専任トレーナーのサポート

最終振り返り

営業担当 トレーナー／営業担当 トレーナー／営業担当 トレーナー／営業担当

◼ご利用開始日の決定
※お申し込みはご利用開始日の6営業日
前までにお願いいたします。

◼初期設定方法のご説明

◼機能説明

◼キックオフ

◼運用計画の
サポート

◼効果改善提案

◼応募対応の
アドバイス

◼効果数値報告

◼効果分析

ノウハウ/サポート
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ご利用開始までの推奨スケジュールについて

23

セットアップ キックオフ ご利用開始お申込み

0 1 3 42 5 6 8 97 10

お申込みから10営業日後のご利用開始がおすすめです！

採用対象をきめましょう

☑ 募集ポジション
☑ 採用要件の決定
☑ 優先度確認

運用計画をたてましょう

☑ 応募獲得時期
☑ 入社目安時期

準備を完了しましょう

☑ 求人作成
☑ スカウト文面作成
☑ 企業マイページ登録
☑ 検索条件の保存

配信対象をきめましょう

☑ 対象者検索
☑ 配信対象者をえらぶ

担当者をきめましょう

☑ セットアップ担当

☑ 対象者検索担当
☑ 評価担当
☑ スカウト送信担当
☑ 応募者対応担当

入社決定応募獲得 選考

×月×月 ×月

A B C

〇

◎

×

ーーーー
ーーーー

ーーーー
ーーーー

ーーーー
ーーーー

STEP1

STEP2

STEP3 STEP4 STEP5

営
業
日

※採用決定企業の平均的なスケジュール
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ライト スタン ード プレミアム

利用期間に伴う応募効果の推移

24

doda Recruitersは長期間ご利用いただくことで、応募効果が高まります。

1.2倍

配信▶決定率

ライト スタン ード プレミアム

 0.0％

 0.0％

 0.0％

 0.0％

 0.0％

20.0％

10.0％

0.0％

決定率

1.2倍

POINT

件名（開封率）、文

面（閲覧率）、求人

票（応募率）向上に

向けて、継続的に効

果改善することで決

定率もUP！

配信消化率毎の応募数 消化率毎の採用単価

CVR率1.2倍

応募数 9.5倍 採用単価 6割削減
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※料金は全て税抜きとなります。

※リクルーター・アカデミーはWEBページよりお申込みいただけます。

doda Recruitersを初めて使う企業様向けに

新規キャンペーンにて特別価格でご提供！
新規CPライト

利用期間
8週間（2ヶ月）

12週間(３ヶ月)
24週間（6ヶ月） 48週間（12ヶ月）

システム
利用料

基本利用料
80万円

30万円
180万円

57万円
330万円

108万円
入社時の成功報酬 0万円

サービス

面接確約スカウト通数
最大400通

最大150通
最大1000通

最大300通
最大2000通

最大600通

追加スカウト通数 16.5万円／100通（1通あたり1,650円）

求人票作成件数 無制限

専任トレーナー 無料

リクルーター・アカデミー 無料

面接確約スカウトについて 求人票（原稿）について

原稿作成は全て貴社にて行っていただきます。

貴社の企業情報・求人情報は原則dodaサイト上へ

は掲載されません。

グループ会社・子会社等での利用について

利用企業（雇用元）のみが運用することを条件とし、

グループ会社、子会社、その他自社以外の求人のため

に本サービスを利用することはできません。

複数企業の合同募集や利用アカウントの開放も

不可となります。

送信するスカウトは全て書類選考がなく面接を受け

られる面接確約となります。応募者とのトラブルに

発展しないようご注意ください。利用期間内、応募

受付が可能なため、スタン ード・プレミアムプラ

ンを利用の場合、スカウト送信後、最大半年～年間

の応募を受け付けられます。

料金プラン

25
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システムに関する注意事項

利用期間

doda Recruitersのシステムは、受注登録日より、求人掲載/スカウト

配信/応募受付以外は全て利用可能となります。

求人掲載/スカウト配信/応募受付は、受注申請画面上、「掲載開始

日」欄にて指定した日(午前7時以降)から、8週、24週、48週（お申

込みプランによって異なります）利用可能です。

※「掲載/配信日」は土日を含めて設定可能です

※利用終了日を過ぎての受付は出来ません

求人票作成

dodaの過去掲載原稿を流用可能です。（1年内の掲載原稿が対象）

課金原稿の流用に関しては、掲載開始日以降から流用可能です。

作成したdoda Recruitersの求人原稿は、毎日掲載されます。

(dodaサイトへは非公開)

※前日23:59までに求人票作成完了が必須

原稿を修正する場合、23:59までに完了すると、

翌日朝より内容が反映されます。（修正反映は曜日不問）

※スカウト文面の修正も同様です。（送信時間の5分前まで修正が可能）

スカウト送信

スカウト送信予約は、求人票アップ後に可能となります。（求人票作成せずに送信予約は出来ません）

送信日は曜日不問です。（求人票アップと同日に送信も可能です）

スカウトメール送信は、リアルタイムにメールを送ることが出来る「即時送信」と、最速５分後の設定が可能な「予約送信」を選択可能です。

再アプローチメールの送信は、初回メールの送信予約時に設定が必要です。（後から再アプローチ分の送信を追加することは出来ません）

再アプローチメール送信日は、対象者のアクションによって自動で変わります。（日程を選択することは出来ません）

最終送信予約可能日は利用終了日の20時55分となります。即時配信は利用終了日でも送信可能です。

※毎日0:00～6:59はメンテナンスのため、doda Recruitersのシステム操作は不可となります。

スカウト会員情報

スカウトサービス登録者が勤務先会社名を非公開設定している場合、社名は「*****」の表示となります。

個人情報にあたる「氏名、 連絡先（電話番号・メールアドレス）、住所番地」は非公開です。

行動履歴情報を非公開設定したスカウトサービス登録者の「行動履歴」に関わる項目が非表示になります。

※行動履歴情報に関わる項目を含んで検索・絞り込みした場合、行動履歴情報を非公開設定したスカウトサービス登録者は表示されません。

面接確約 スカウト送信をされたスカウトサービス登録者が応募意思を表明した場合、原則、書類選考なく、求職者に対して面接を実施となります。
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