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1 DATAから見る新型肺炎の影響

Web説明会／面談の準備

Web説明会／面談の実践

提携Webツールのご紹介
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企業への影響(企業活動)

業績への影響

悪化:45.7

横ばい:24.7

無回答:29.6

企業活動へ影響

既に影響
あり:22.7

今後影響がある
可能性:42.7

影響なし:33.5

出典:東京商工リサーチ
サンプル:1万2348社
調査期間:2020年2月7日~16日

出典:NHK世論調査
サンプル:100社
調査期間:2020年2月7日~14日



企業への影響(採用活動)

大規模合同説明会の中止 学内説明会・集団選考の見送り



企業への影響(採用活動)

出典:株式会社スタジアム
サンプル:234社
調査期間:2020年2月28日~3月4日



企業への影響(採用活動)

出典:株式会社スタジアム
サンプル:234社
調査期間:2020年2月28日~3月4日

すでに影響が出ている企業が60%以上！



企業への影響(採用活動)

出典:株式会社スタジアム
株式会社ジェイック

サンプル:234社
調査期間:2020年2月28日~3月4日



企業への影響(採用活動)

出典:株式会社スタジアム
株式会社ジェイック

サンプル:234社
調査期間:2020年2月28日~3月4日

採用スケジュール・採用人数に影響大！



企業への影響(採用活動)

出典:株式会社スタジアム
サンプル:234社
調査期間:2020年2月28日~3月4日



企業への影響(採用活動)

出典:株式会社スタジアム
サンプル:234社
調査期間:2020年2月28日~3月4日

対策を検討していない企業は1割
ほとんどの企業が対策を検討・実施



企業への影響(採用活動)

出典:株式会社スタジアム
サンプル:234社
調査期間:2020年2月28日~3月4日



企業への影響(採用活動)

出典:株式会社スタジアム
サンプル:234社
調査期間:2020年2月28日~3月4日

Web面接／説明会ツールの導入が最多



Web面談に対する学生の気持ち

②コロナが完全に収束した場合

Webを積極的に
利用したい:19

リアルを積極的に利用したい:57

Web・リアルは
気にしない:24

出典:株式会社ジェイック
サンプル:244名
調査期間:2020年2月26日~27日

①コロナが収束しなかった場合

Webを積極的に
利用したい:45

リアルを積極的に利用したい:32

Web・リアルは
気にしない:23



Web面談に対する学生の気持ち

②コロナが完全に収束した場合

Webを積極的に
利用したい:19

リアルを積極的に利用したい:57

Web・リアルは
気にしない:24

出典:株式会社ジェイック
サンプル:244名
調査期間:2020年2月26日~27日

①コロナが収束しなかった場合

Webを積極的に
利用したい:45

リアルを積極的に利用したい:32

Web・リアルは
気にしない:23

68%の学生はWeb面談に意欲的
一方、リアルを求める声は根強い



学生のWEB面談への懸念

出典:ジェイック社
サンプル:251名
調査期間:2020年2月27日〜3月2日



学生のWEB面談への懸念

出典:ジェイック社
サンプル:251名
調査期間:2020年2月27日〜3月2日

面接は対面を望む学生が多い！



学生のWEB面談への懸念

出典:ジェイック社
サンプル:251名
調査期間:2020年2月27日〜3月2日



学生のWEB面談への懸念

出典:ジェイック社
サンプル:251名
調査期間:2020年2月27日〜3月2日

説明会はWeb化 面接は対面！



2nd Web説明会／面談の準備

DATEから見る新型肺炎の影響

Web説明会／面談の実践

提携Webツールのご紹介



学生のWEB面談への懸念
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自分の表情を確認しながら受けられる

緊張感を保つのが難しい

あまり緊張せず落ち着いてできる

自分の思いが相手に伝わりにくい

相手の表情や反応がわかりにくい

正しく評価してもらえるか不安

カメラを通して話すことに慣れていない

簡単に受験できる

面接を受ける環境を整えるのが難しい

目線が合わない・どこを見ればいいかわからない

日程調整が楽

通信環境に影響される

移動時間がかからなくて良い

交通費がかからなくて良い

出典:株式会社マイナビ
サンプル:2,092名
調査期間:2019年6月25日（火）

～6月30日（日）
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面接を受ける環境

【事前案内をしっかりと！】
・確認のため、事前ログインを促す

・イヤホンを推奨(周囲に人がいても大丈夫)
・顔だしする旨を記載
・ミュート禁止を記載

正しく評価してくれるか不安

【不安を解消！】
・リアルとWEBで評価に差がないことを明記
・コロナ蔓延予防など、しっかりと理由を明記

通信環境の問題

【気遣いが重要！】
・動画をスムーズに観れる通信速度(記載推奨)
・「途中で聞こえないときは言ってくださいね！」
と伝える

→多くの学生が自分からは言いにくいです

相手の表情がわからない

【表情が見えにく分、反応でカバー！】
・1人で話し続けると不安になる瞬間がある
ので、こまめに相槌を挟みましょう

自分の思いが伝わりにくい

【きちんと伝わっているよ！】
・学生の話した内容を復唱or質問をして
一方的な話しで終わらせない

→一問一答形式ではなく、言葉のキャッチ
ボールが大事です

緊張感を保つのが難しい

【適度な緊張感で本音を引き出す！】
・緊張しなくて良いな旨を伝え、

リラックスした 雰囲気で学生の本音
を引き出す

懸念に対する面談の準備



3rd Web説明会／面談の実践

DATAから見る新型肺炎の影響

Web説明会／面談の準備

提携Webツールのご紹介



Web説明会／面談のポイント

１実施前

２実施中

３実施後

学生が話している時はこまめに相槌

学生の反応を随時チェック！

Web面談の精度を上げるために
アンケートを実施＆お礼メッセージ

事前案内をしっかりと！

ツール説明、不安払拭！



Web説明会／面談のポイント
■WEB説明会のコンテンツ実例
= = = = = = = =
▶ WEB説明会のポイント
●所用時間
・会社説明会(60分)＋質疑応答(20〜30分)＋今後の選考についてのご案内(5分)＝合計約90分
※あくまで目安ですので貴社のスケジュールでご調整ください

●日程提示
・なるべく多く提示した方が、参加率が高くなります

●話し方
・オフライン（リアル）での説明会と違い、学生の反応が見えないので分かりやすい表現や言葉を
使用してください。

・質問などはチャット機能を使い、促してください
※ただし質問が多くなる場合がありますので時間にお気を付けください

●最後まで見てもらうために
・Webは途中離脱が多いため重要な内容は最後に案内しましょう
例） 「最後にOfferBox限定の特別選考ルートをご案内します。」など



Web説明会／面談のポイント

■WEB説明会のコンテンツ実例
= = = = = = = =
▶ オファー文面
あなたの自己PRを読ませていただきました。
カフェでのアルバイトで相手の雰囲気や気持ちを読み取って相手に合わせて接することが
できる能力は、当社で働く上で大いに発揮していただけるのではないかと思いオファーを

送らせていただきました！

  弊社ではコロナウイルス対策としてOfferBox限定Web説明会を実施しています！
自宅からスマホやPCで参加することができますので少しでも興味がありましたら是非ご参加ください。

オファー承認いただけましたら開催日時をお送りいたしますので、
ご希望の日時をご返信／ご予約いただけましたら幸いです。

▶ Web説明会の種類
・ライブ配信型説明会
・録画配信型説明会 など



Web説明会／面談のポイント
■かんたん日程調整〜説明会編
= = = = = = = =
【オンライン説明会】～21卒向け～
～ 会社説明 〜

●アジェンダ
・会社説明、事業説明 ※1時間程度
・質疑応答 ※20分程度
・今後の選考についてのご案内 ※5分程度

かんたん日程調整にてご予約後、Web説明会用URLをお送りいたします。

■使用するWeb説明会ツール「Zoom」
＜接続方法＞ オンラインセミナー（「Zoom」を使用）
※インターネットに接続されたPCまたはスマートフォンをご用意ください。
※前日にメールにてURLを送付させて頂きます。そちらをクリックすればご参加いただけ
ます。
※初回URLクリック時に、「Zoom」のアプリケーションのインストールが始まります。
事前のダウンロードをお願いします。（利用料はかかりません）



Web説明会／面談のポイント
■WEB個別面談のコンテンツ実例
= = = = = = = =
▶ WEB面談のポイント
●所用時間
・会社説明会(15分)＋学生の深掘り(30分)＋質疑応答(15分)＝合計60分

●時間帯
・11:00〜、13:00〜、15:00〜を推奨しております。
※早朝、夕方の時間帯になるとキャンセル率が高くなる傾向がございます。

●選考結果の報告
・面談終了後に、選考結果の通達日時を伝える
※4営業日以内に通達される企業様が多い印象です

●録画の場合
・”録音の旨”を、必ず面談前に学生へお伝えください

●WEBとリアルによる選考離脱の差/弊社実例
・学生意向度:リアル面談＞WEB面談
→学生からの離脱は少なくなります(来社するほど意向度が高い)
・評価:リアル面談＝WEB面談



Web説明会／面談のポイント

■WEB個別面談のコンテンツ実例
= = = = = = = =

１自己開示

２情報収集

３勧誘/説得

まず信頼関係を作るために

採用担当者の自己紹介を行う

学生の経験や将来の理想像を聞き

興味関心のありそうな情報を提供

いきなり口説かない！

誘いやすい関係構築後、次への勧誘



Web説明会／面談のポイント

■WEB個別面談のコンテンツ実例
= = = = = = = =
▶ オファー文面
プロフィールを拝見して、ぜひお会いしたいと思いました。

選考という形ではなく、カジュアルな面談という形でお話しませんか？
（ご希望の場合はSkype等オンラインでの実施でも可能ですので、お気軽にご相談ください。）
お返事お待ちしております!!

▶ 1次返信事例
早速承認くださりありがとうございます！
つきましては、Aさんのご都合の良い直近の日程を
“日程調整よりご選択”もしくは”3候補“ほどいただけますでしょうか？

◯月◯日 ◯時〜◯時

といった形式でいただけますと幸いです。
（ご希望の場合はSkype等オンラインでの実施でも可能ですので、お気軽にご相談ください。）

また、Aさんにとって有意義なお時間にできればと思いますので、
当日聞いてみたいことや、弊社のこんなところに興味がある！などありましたら事前に教えていただけると嬉
しいです！



Web説明会／面談のポイント

■WEB個別面談のコンテンツ実例
= = = = = = = =
▶ オファー文面

当社に少しでも興味を持ってもらえたら、
画面下部の【オファー承認へ】ボタンをクリックしてください！

-Offerbox限定特別選考のご案内-
「履歴書不要」の個別会社説明会兼面談でお話しましょう！

オファー承認後にお送りする日程一覧から、ご希望の日程を選択してください。
※コロナウイルスの影響を考慮し、お住まいに関わらずWEB形式で実施しております。

▶ コンテンツ
・先輩社員との個別面談	 (1次接触は人事以外にリラックスな気持ちで)
・学生の志向に合わせた面談者のアサイン(理系×エンジニアの場合、トップエンジニアをアサイン)
・学生時代の境遇が似ている面談者のアサイン(未経験×文系のエンジニアをアサイン)



Web説明会／面談のポイント

■Web個別面談案内実例
= = = = = = = =
◆日時：◯月◯日（◯）〇〇:〇〇～

オンラインでの個別面談について、Zoomを使用して行います。
まずは、Zoomのアプリのダウンロードをお願い致します。

当日は、開始5分前から下記URLを開くことが出来ます。

◆Zoomでの個別面談URL◆
https://zoom.us/〜〜〜〜

・カメラ、音声はONにして下さい。
・インターネットに接続されたPCまたはスマートフォンをご用意ください。
・初回URLクリック時に、「Zoom」のアプリケーションのインストールが始まります。
事前のダウンロードをお願いします。（利用料はかかりません）
・Zoomマニュアル：https://offerbox.jp/company/wp-
content/uploads/2020/03/zoom_manual.pdf



Web説明会／面談のポイント
■かんたん日程調整〜面談編実例
= = = = = = = =
【オンライン個別面談】～21卒向け～
～ 会社説明 〜

◆当日の流れ（相互理解を深める場として、リラックスしてお話しましょう）
・弊社ご紹介・意見交換（お互いの気になるポイントをQ&A）
・就活相談（ご希望あれば）

合計で１時間程度を予定しています。
かんたん日程調整にてご予約後、Web面談用URLをお送りいたします。

◆使用するWeb説明会ツール「Zoom」
＜接続方法＞ オンラインセミナー（「Zoom」を使用）
※インターネットに接続されたPCまたはスマートフォンをご用意ください。
※前日にメールにてURLを送付させて頂きます。そちらをクリックすればご参加いただけ
ます。
※初回URLクリック時に、「Zoom」のアプリケーションのインストールが始まります。
事前のダウンロードをお願いします。（利用料はかかりません）



必ずお礼のメッセージを

選考の合否に関わらず、チャット
にて連絡をお願いします。フィー
ドバックなども一緒に送ると、学
生の成長にも繋がります。

重要なことはタグで残す

Web面談終了後にタグ付けするこ
とで印象を忘れることを防げます。
例:注力、面談進んで欲しい、合わ
ないetc

選考フェーズの変更

選考フェーズを変更することでど
の学生が、何の選考を終えたのか、
一目瞭然となります。

メモで他の面接官に共有

次の面接官が、選考しやすいよう
に、Web面談の印象や、面談中
困ったことがあれば書き留めま
しょう。

Web説明会／面談終了後(OfferBox機能)



4th
提携Webツールのご紹介

DATAから見る型肺炎の影響

Web説明か／面談の準備

Web説明会／面談の実践



提携Webツールのご紹介



Cocripo (説明会向け)

【キャンペーン】

①初期費用無料(通常初期費用5万円＋月額3万円or7万円)
②新規アカウント開設企業様限定

※申込締切:3月31日

【6つの主要機能】

・チャットの匿名化 ・アンケート機能 ・滞在時間管理

・録画動画の2次利用 ・予約状況管理 ・切断に強い

応援企画詳細は本説明会終了後、別途メールにてお送りいたします。



HARUTAKA (面談向け)

▶ZENKIGEN応援企画-Web面接ツール【HARUTAKA】の一部無料開放-

【キャンペーン】

①初期費用無料(通常50万円)
②導入から利用まで最短3営業日で対応(通常2週間)
※申込締切:3月31日

【主要機能】

・応募者に対して、質問項目を自由に設定可能
・ライブ面接(どんなに離れていても時間調整だけで面接可能)
・候補者管理を面接ツール内で完結
・録画動画面接(受験者の都合のいい時間に撮影してもらう)
・チャット機能、採用分析機能
応援企画詳細は本説明会終了後、別途メールにてお送りいたします。



弊社利用サービス

【共通点】
・無料利用可能
・画面共有可能

ZOOM

Googleハングアウト ウェアバイ

【Good】
・Googleでログイン
・毎回異なるURL発行

【Bad】
10名制限

その他おススメWebツール

【Good】
・ネット回線が安定
・録画機能など

【Bad】
3名以上の場合、40分制限

【Good】
・登録不要(URLクリック)

【Bad】
・ネット回線が不安定



THANKS
Thank you for watching , i-plug Co., Ltd.


