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ワクチンインセンティブキャンペーンのご提案
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日本でもワクチン接種進み、2回目接種率は、56.1％（9月23日時点）となりました。ワクチンパスポートや

行動規制緩和の実証実験の検討も始まり、経済再開への道筋がいよいよ見え始めています。

日本でのワクチン接種率が上昇

経済の再開が近づいてきています

出典元：Our World in Data

ワクチン接種が進む国では
規制緩和が進んできています
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• 日本：
飲食店やライブハウスなどでの感染対策が
行われている店舗での行動規制緩和検討

• 西村産業経済大臣より、行動規制緩和につ
いての技術実証についての検討の発表が
あった。大阪・兵庫など１３の都道府県から
様々な提案や参加の意思表明があり

• 10月より実施の検討が進んでいる

• カナダ
ワクチン接種者の入国規制解除

• イタリア：
リスクの低いエリア同士の移動の規制緩和

• ドイツ：
ワクチン２回の接種完了の渡航者における
入国後の自主隔離の免除

• 米国のとある主要な州
大部分の施設で入場制限が解除

2021年9月2３日 日本の状況

ワクチンを1回以上接種

6８.１%
必要回数のワクチンを接種完了

５６．１％
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dipでは求職者や従業員、お客様などの安心・安全に配慮する企業様の取り組みを求職者の皆さんへ

紹介させていただき、この事態の早期収束と、活気溢れる日常が訪れる事を願い本特集を企画しました。

安心・安全な社会経済活動の実現にむけて

ワクチンインセンティブキャンペーン

Withコロナ時代では、消費者・求職者にも安心安全への配慮がなされた環境が、より選ばれていきます。

dipではこの事態が早期に収束し、活気溢れる日常が訪れる事を願い本特集を企画しました。

※イメージとは異なる場合がございます。

家族の接種の

付き添いでも

特別休暇が

取得できる

入場者の多くが

ワクチン接種者の

イベント
感染リスクが

低い職場

副反応でも

特別休暇がもらえ

しっかり休める

ワクチン接種済みの

スタッフが

多い職場

ワクチン接種を

支援してくれる

職場 クラスターが

発生しにくい

環境

消費者の本心

安心できるお店や事業所を
利用したい

経営者の本心

安心できる環境の
整備をしたい

求職者・従業員の本心

安心できる職場で
働きたい

求職者のご家族の本心

安心できる職場で
働いてほしい

従業員が

安心して活き活きと

働いている
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コロナ収束のためにワクチン接種推進は重要 クラスター発生時には多大なダメージ

過半数の企業がワクチン接種推進はコロナの収束のために重要と考えています。ワクチン接種推進で、

労働市場や経済の立ち直りをはかるとともに、クラスター発生による多大なダメージも防ぎましょう。

1日の平均売上 × 14日間

業務の一時停止

追加コストの発生

保健所への連絡や濃厚接触者への対応、オフィス・店舗内の消毒作業、
感染者の休業指示、状況に応じ休業手当の対応、などを行う必要があります。

濃厚接触者を待機させるなどによる人員の確保や感染者が勤務した区域の
消毒作業などから、業務の継続が困難な場合は休業が必要となります。

床面積 ㎡ 緊急消毒作業 （感染者発生あり）

～100 ㎡ 100,000円

201～300 ㎡ 200,000円

⚫ オフィスビル・店舗・商業施設・工場の消毒費用 ※サービス料金の目安となります。

※期間は目安となります。

※参考：ディップ総研 n：1,000（経営層)
※そう思う、どちらかというとそう思うの回答を合算

ワクチン接種推進は
コロナの収束のために
重要と考える経営層

84%

従業員に
ワクチン接種を促すように

したいと考える経営層

75%

労務面でのコロナ禍対策で推進している施策

1位（49％）：備品（マスク・除菌スプレー）配布・設置
2位（44％）：会議のオンライン化
3位（41％）：コロナワクチン接種の推進

：

経営層にアンケートを実施

ワクチン接種推進がコロナの収束のために重要

⚫ 自費でPCR検査をする場合は約３０００円～８０００円／回程度が相場
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ワクチンインセンティブキャンペーン

多くの企業様に参画いただいています

接種者に対するワクチン手当の支給や待遇面での優遇、接種における特別休暇の付与や職域接種の

環境提供など、従業員を思いやる様々な取り組みで、多くの企業様に参画いただいております。

□ ワクチン接種済み、接種する意志を申告した方に対して時給を上乗せ

□ ワクチン接種済み、接種する意志を申告した方はシフトに多く入れる

調査期間：7/14-7/19：7/20-7/25

求職者にも選ばれています

100.0

158.8

参画前 参画後

クリック率

100.0

224.4

参画前 参画後

応募転換率

2.4倍

A社様の例 B社様の例

※本データはとある企業様の効果となります。効果を保証するものではありませんので、ご了承ください。

□ ワクチンを打ったことに対する奨励金の支給

□ ワクチン接種会場までの交通費を支給する

□ 事前申し出につき、2時間限りで時給を発生させる

□ ワクチン接種による副反応が出たら、翌日の日当を支給する

□ 接種者全員にQUOカードを支給

□ ワクチン接種によって、体調を崩した場合、給与あり特別休暇の取得を可能とする

□ ご家族のワクチン接種日の付き添いの際の特別休暇の取得を可能とする

ワクチン手当支給

待遇優遇 （賃金・シフト）

特別休暇付与

職域接種

□ 職域接種を受けることができる

参画前 参画後 参画前 参画後

一覧画面でのクリック率 応募への転換率

1.6倍

お仕事への
興味関心度

お仕事への
応募意欲
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サイトTOPからの導線や、SEOに対応する特設ページを新たにリニューアルし、流入増を図ります。

また一覧・詳細ページにアイコンやPR項目が掲出されるので、他社案件との差別化につながります。

ワクチンインセンティブキャンペーン

画面遷移 掲出イメージ

※イメージとなり、変更となる可能性があります。

特設ページ

多方面からの流入が見込めます アイコン表示で他社案件と差別化

一覧画面

お仕事一覧の最上に
アイコン表示

メル
マガ

WEB
広告

自然
流入

サイト
バナー

アプリ
プッシュ

サイト内
PRコマ

PR項目で注目度を高めます

詳細画面

詳細ページに
PR項目を表示
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Withコロナ時代の媒体選び

安心安全の未来のために

現在、未来の安心安全の基盤を作る「採用活動」において、どちらの導線を選びますか。

安心して働ける・安心して
運営できる人材が集まりやすい媒体

他媒体

募集企業様

それが無い流入導線
接種者や接種意欲の

高い人を募る流入導線

A媒体 B媒体

C媒体 D媒体

※イメージとは異なる場合がございます。
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※2021年9月時点での参画企業様から６５社抜粋
※ご掲載の有無によりご参画企業様のご変更がございます。

業界問わず2０００社以上がご参画

⚫レストラン・ファミレス ⚫アパレル・雑貨販売 ⚫医療・介護・福祉

スガキコシステムズ株式会社 株式会社あかのれん セントケア三重株式会社

株式会社ココスジャパン 株式会社オンデーズ セントケア四国株式会社

株式会社フードリーム 株式会社サンリオ セントケア東京株式会社

株式会社一源 株式会社東急ハンズ タナカメディカルグループ

⚫ファストフード ⚫ホームセンター ワタキューセイモア株式会社

カッパ・クリエイト株式会社 コーナン商事株式会社 株式会社さわやか倶楽部

株式会社はま寿司 ⚫その他販売・小売り 株式会社木下の介護

株式会社モスストアカンパニー 株式会社アップビート ⚫人材サービス

株式会社壱番屋 株式会社キタムラ NANICA株式会社

⚫居酒屋・バー 株式会社ノジマ アデコ株式会社 京都支社

株式会社サイプレス 株式会社メガネトップ イシカワコーポレーション株式会社

株式会社ダイナック ⚫アミューズメント キューボグループ

株式会社扇屋 株式会社東海第一興商 スミリンビジネスサービス株式会社

⚫コンビニ ⚫ホテル・ブライダル トランスコスモスフィールドマーケティング

まいばすけっと株式会社 株式会社ノバレーゼ マンパワーグループ株式会社

⚫ドラッグストア ⚫フィットネス・美容 ライクスタッフィング株式会社

ウエルシア薬局株式会社 株式会社メガスポーツ 株式会社BTM

株式会社サンドラッグ ⚫レンタカー・モビリティ 株式会社エイジェック

株式会社マツモトキヨシホールディングス 株式会社オートアールズ 株式会社コスモス

⚫スーパー・大型商業施設 ⚫その他サービス業 株式会社グロップジョイ

イオン・リテール株式会社 株式会社サカイ引越センター 株式会社ディンプル

トヨタ生活協同組合 ⚫運輸・郵便 株式会社トーコー本社

ビオセボン・ジャポン株式会社 ＤＨＬサプライチェーン株式会社 株式会社ディンプル

株式会社ベイシア 株式会社八洋 株式会社日本教育クリエイト

株式会社マルヨシセンター 株式会社流通サービス 中央車輌輸送株式会社

株式会社ヤオコー 日本郵政スタッフ

富士シティオ株式会社
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※敬称略

10万件突破

１０／１時点

ワクチンインセンティブの
あるお仕事

※掲載件数はバイトル、バイトルNEXT、バイトルPRO、はたらこねっとの総計です
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ワクチンインセンティブキャンペーン

取り組み記載例（ワクチン手当支給・待遇優遇）

待遇優遇

⚫ 接種済の従業員へのシフト優遇

⚫ 接種済の従業員への加給

記載例

時給1,000円～1,200円

【新型コロナワクチン接種支援】

※職場での感染拡大防止、従業員保護のため、

ワクチン接種済みであること、もしくは接種する意志を申告した

方には、時給を優遇（＋50円）致します。

【新型コロナワクチン接種支援】

職場での感染拡大防止、従業員保護のため、

ワクチン接種済みであること、もしくは接種する

意志を申告した方には、シフトを優遇致します。

給与備考欄への記載

（バ・PRO）勤務時間備考欄／（は）勤務時間欄への記載

ワクチン手当支給

⚫ 接種済、予定者に対して、インセンティブ支給

⚫ ワクチン接種会場への交通費を支給

記載例

【新型コロナワクチン接種支援】

■勤務時間内でワクチン接種をする場合は就業時間扱いとする。

【新型コロナワクチン接種支援】

■ワクチン接種済みであること、もしくは接種する意志を申告し

た方には、●,●●●円を支給します。

【新型コロナワクチン接種支援】

■ワクチン接種にかかった往復交通費を支給

【新型コロナワクチン接種支援】

■ワクチン接種済み、もしくは接種する意志を

申告した方には、商品券●●●円分支給します

待遇・福利厚生欄への記載
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ワクチンインセンティブキャンペーン

取り組み記載例（特別休暇・職域接種）

特別休暇付与 職域接種

⚫ 接種日に特別休暇付与（相当時間分の給与支給）

⚫ 接種による副反応に対して特別休暇の付与

⚫ 入社後、ワクチン接種(職域接種)が可能

記載例

【新型コロナワクチン接種支援】

■ご入社後、職域接種を受けることができます。

・スケジュール：●●月●●日

・対象者：●●月●●日以前に、当社と直接雇用がある

従業員（アルバイト・パート含む）とそのご家族

※予約状況によっては、接種を受けることができない場合が

ございます。予めご了承ください

待遇・福利厚生欄への記載
記載例

【新型コロナワクチン接種支援】

■接種を行う日においては特別休暇扱い（相当時間分の給与支給）

とします。家族の接種に付き添う場合も特別休暇取得（相当時間分

の給与支給） を可能とする

※上記対象：正社員・契約社員・アルバイト

【新型コロナワクチン接種支援】

■接種後に痛みや副反応による体調不良が発生して、

就業が困難な場合には、特別休暇取得（相当時間分の給与支給）

を可能にする

※上記対象：正社員・契約社員・アルバイト

待遇・福利厚生欄への記載
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ワクチンインセンティブキャンペーン

安心して応募してもらうための注意事項

ワクチンインセンティブキャンペーン

dipでは新型コロナウィルス感染症に起因する現在の事態が

早期に収束し、活気溢れる日常が訪れる事を願い本キャンペーンを

企画しておりますが、この企画はワクチン未接種者に対するワクチン

接種の強制や、差別的な扱いを助長することを意図しておりません

ので、このような形にならないようくれぐれもご留意下さい。

ワクチン未接種者を冷遇、差別することはしないで下さい

ワクチン接種を応募・採用の条件とすること

└ワクチン接種済みの方を採用優遇します

接種に対して選択性がない表現を載せること

└入社時にはワクチン接種を必ずしていただきます

└入社時にワクチン接種を行っていただく予定です

面接時に接種の有無の申告を行うことや

接種証明書の提出を求める表現をすること
└面接時にご申告ください、面接時に証明書をお持ちください

└接種証明書は面接時の提出書類となります

ワクチン未接種を理由に、不合理な待遇となる

あるいは変更となること
└未接種者において、シフトが契約を下回る日数・時間に削る

└未接種者だけ、時給減額

NG

NG

NG

NG

このような場合にはお客様に確認をさせて頂きます

※万が一、ユーザーからクレームや問い合わせが来た際には、

お客様に事実確認をさせて頂きます。

※右記に該当するお仕事の場合には、ご掲載を中断させて

いただく可能性がございます。
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