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株式会社クイックが大切にしている考え方

採用力 企業力 労働条件
処遇 採用活動

採用力の方程式 採用コミュニケーションのエンジニアリングフロー

この2要素の即時改善は困難

企画力
・インターンシップ
・オープンセミナー
・ビジネスプランコンテスト
・個社説明会

など

広告力
・各種メディア
　└ ナビサイト
　└ SNS
　└ ダイレクト
　└ リファラル
・露出量
・各種イベント
・ほか採用ツール
　└ 採用HP
　└ 採用動画

など

惹きつけ力
・選考プロセス設計
・個別対応感の醸成
・採用担当者
・面接手法
・面接官
・フィードバック
・選考者フォロー
・内定出しの方法
・内定者フォロー

など

見極め力
・コンピテンシーの判断
・能力の判断
・志向の判断
・適性の判断
・志望度の判断

など

「採用力」とは、文字通り企業様・店舗様の「人を採用する力」を概念的に表現
したものです。定量的に測定できるものではないのですが、この3つの要素の
掛け合わせが採用成果に強く影響を与えることは想像いただけるでしょう。
そんな3要素の中で、「企業力」と「労働条件・処遇」は即座に改善することが
困難です。採用難だからと、いきなりブランド力を高めたり、給与や待遇を好
転させることはできません。もちろん、だからこそ企業力の向上に挑戦する価
値はあるのですが、日本産業を支える多くの中小企業のみなさんにとっては、
なかなかハードルが高いわけです。

だからこそ、私たち株式会社クイックは「採用活動」を磨き上げていくことに軸
足を置いて、これまで数々の企業様・店舗様の採用支援をおこなってってきま
した。『採活力』プログラムをベースにしたコンセプトワーク、母集団形成のた
めのコンテンツの企画、実制作。応募者を惹きつけるためのリアルなコミュニ
ケーション力の向上支援、見極めのための適性検査導入・活用支援……。
人口減少局面の日本において、一社でも多くの企業様・店舗様に満足のいく採
用成果を出していただき、事業を前に進め、業績を拡大するためのパートナー
であり続けたいと考えています。

採用ターゲットの
明確化

自社らしさ（魅力）の
明確化

採用目的の確認

採用目標の設定

求める人物像の明確化

“共感の接点”の設定

コミュニケーションコンテンツの言語化

メディア・チャネル設計

プログラム

『採活力®』×『採用サロン』×「オフラインセミナー」
『採活力』の考え方にもとづいた採用・人事に関する様々な情報を発信するの

が『採用サロン』。話題のGFJ（Google for jobs）やIndeedの活用方法といっ
た実務直結のノウハウから、採用マーケットの動向、また株式会社クイックで
ご支援したケーススタディなど、数多くご紹介。あわせて、ペルソナ設計シート

や会社の魅力シートといった、『採活力』で使 用するフレームのダウンロード
も可能ですので、ぜひ一度ご覧ください。また、オフラインでのセミナーも充
実。『採活力』メソッドを体験いただけるワークショップ形式のセミナーが多
く、これまで3,000名を超える企業人事の方々にご参加いただいています。

オフラインセミナーの一例
●インターンシッププログラムの企画体験セミナー
●求人広告で採用成功を実現するための広告設計セミナー
●クイックの新卒採用説明会をまるごと見せますセミナー
●面接官トレーニング基礎編　★初回無料公開研修

●売り手市場で勝つための、新卒採用設計セミナー
●で、結局Indeedって何すればいいの？ セミナー
●（初回のみ無料）リクルーター養成講座
など、常時10以上のコンテンツのセミナーを定期開催しております。

お役立ち情報・資料DL・セミナー申込は

採用サロン
https://saiyo-salon.jp/

●『採活力®』概要書  ●採用コミュニケーション設計の考え方 ●ペルソナ設計シート（求める人物像の明確化）  ●8つの魅力シート（自社の魅力発見シート）

ご希望の方は、右記QRコードを読み取り、専用フォームよりお申し込みください。関連資料一式プレゼント



枝葉の話よりも先に、
根幹の話をしよう。
Before the story of branches and leaves,

Let's talk about the basis.

『採活力®』プログラム　レポーティングシート（一部抜粋）

A. 求める人物像ワークシート
B. 求める人物像（ペルソナ）シート
C. 会社の8つの魅力（USP（※1））ワーク＆レポート
D. 会社の8つの魅力：競合レポート（※2）

E. 共感の接点ワーク＆レポート
F. 採用コンセプトワーク＆レポート
G. 採用フェーズごとの実施策ワーク＆レポート
※1. USP=Unique Selling Proposition
※2. ペルソナシート・競合レポートはオプション

根と幹が弱いと、花は咲かない。実もならない。

それは採用活動も同じです。

それなのに、

根も幹もハッキリとさせないまま、

枝葉の話をしている会社が

非常に多いと思うのです。

｢自分たちが欲しい人って誰なんだろう」、

｢そもそも自分たちってどんな会社なんだろう」。

まずはそこから。

自分たちの想いを言葉にするところから。

『採活力®』ではじめませんか。

※「採活力」は株式会社クイックの登録商標です。

採用の成否は、そのほとんどが“設計の質”で決まる。

求める人物を自社に迎え入れるためには、一貫したコミュニケーションが必要
です。その場しのぎの「良く見せよう」のコミュニケーションでは、必ずどこか
でほころびが生じます。様々なタッチポイントで、矛盾のないコミュニケーショ
ンを設計・実施することで、求職者の納得度・志望度を高めていかなくてはな
りません。そんな、求める人物と自社との間で、最適なマッチングを実現するた

調査・分析

ブレることのないコンセプト＆それに基づく個別施策の計画立案、コンテンツ企画と実行

採用計画
立案 母集団形成 動機形成 選　考 内　定 内定者

フォロー 入　社
●従来活動の振り返り
●採用方針決定

●ターゲット設定　●自社の魅力の洗い出し・言語化
●採用コミュニケーションコンセプトの設計・言語化

●予算・体制・準備
●内容・方法・媒体

●情報発信
●エントリー受付

●詳細情報の伝達
●リクルーター接点

●筆記試験・適性検査
●面接/OB・OG面談

●懸念点払拭
●意思決定促進

●入社前研修
●同期関係性構築

●導入研修～社会化
●早期戦力化

めに私たち株式会社クイックが開発したのが、採用コミュニケーション設計プ
ログラムの『採活力』です。『採活力』には“採用”以外にもう一つの側面があ
ります。自社の魅力の言語化を図るプロセスで「我々はこうありたい」という将
来の姿を描き出します。つまり採用を考える過程において、会社像・組織像ま
で明らかにすることができるのも『採活力』プログラムの大きな特徴です。

A B C D

E F G

採用コミュニケーションの設計図。それは未来への地図。

『採活力』後の施策例 施策実施のメリット

人材要件策定・面接評定策定 経営層・人事部門・採用現場での人材要件すり合わせによ
り、共通言語での見極め・工程間の情報伝達ができる。

母集団形成時の広報戦略 コンセプトに基づいた採用メッセージが明確になり、メデ
ィア選定やコンテンツ制作の際に、ブレが生じにくい。

動機形成ツールの強化 初期接触後の動機形成ツール（説明会スライド・プレゼン
テーター・動画など）の精度向上ができる。

リクルーターの養成 単なる「いい兄さん・姉さん」ではなく、採用ターゲットを
口説くコミュニケーション力を磨くことができる。

採用実務の効率化 採用マニュアルとして規定することで、人事異動の際の引
き継ぎとしても活用できる。

次年度以降の計画立案 採用活動のPDCAを回していく上で、“立ち返る場所”にす
ることができる。採用における勝ち筋を明確にできる。

『採活力®』実施後の人事施策例

『採活力®』活用事例

基本料金（※1） 60万円（競合分析を企業様で行う場合は45万円）
★2職種目以降は1職種あたり（3～4h×1回）10万円

オプション料金 ■コンセプトコピー（3案まで）
■採活力®プログラム再受講
■説明会スライド（デザインのみ）
■説明会スライド（シナリオ含むフルワーク）

■インターンシップ設計・企画
■インターンシッププログラム企画シート
■インターンシップオリジナルビジネスゲーム

■面接マニュアルの設計・作成
■面接評定表の設計・作成
■面接官トレーニング（※3）

■リクルータートレーニング（※3）

■理念浸透、魅力浸透ワークショップ
■ベンダーコントロールミーティング

10万円　
3～4h×1回　10万円　

1ページ　1万円～

1ページ　2万円～
80万円～
40万円～

提携：プロジェクトデザイン社（※2）　400万円～
30万円　
30万円　

1名　2万円～
1名　2万円～
1名　2万円～

2h程度×1回　8万円　

※1. コンサルタントの指名や、カスタマイズをご希望の場合は、別途費用をいただきます。
※2. 株式会社プロジェクトデザインはビジネスゲームの開発メーカーであり、株式会社クイックのビジ
　　ネスパートナーです（会社ホームページ：https://www.projectdesign.co.jp/）。

※3. 面接官トレーニング、リクルータートレーニングとも、最少催行人数は5名とさせていただきます。
　　面接官トレーニング、リクルータートレーニングともに、講師の指名や、カスタマイズをご希望の
　　場合は、別途費用をいただきます。

1契約あたり最大10名様まで参加可能人数

経営層・人事担当者・現場責任者・若手社員等対象者

1～3ヶ月内に計3回（各回3～4時間程度）実施期間・時間

▼第1日
ターゲットの明確化（「誰に」を掘り下げるワーク）

▼第2日
ターゲットの再確認（1日目のレビュー）
魅力の洗い出し（「何を」を掘り下げるワーク）

▼第3日
魅力の洗い出しの再確認（2日目のレビュー）
出会い～選考～内定ストーリーの設計ワーク

プログラム

・「誰に」のワークシート加筆レポート
・「何を」のワークシート加筆レポート
・「共感の接点」のワークシート加筆レポート
・「選考ストーリー」のワークシート加筆レポート

納品物

『採活力』は、人事部門の方々だけ
でなく経営層や事 業部門の方々
も巻き込んだインタラクティブ
なワークショップ型のプログラ
ムです。3～10名の方にお集ま
りいただき、弊 社ファシリテー
ションにより約10時間（3～4時間
×3 回）のディスカッションを行い
ます。おおよその流れは以下の通りです。

■まず、“ 求 める人材 像 ”をイメージ するセッ
ションからスタートします。新卒 採 用を中心
に考える場 合は「会社として欲しい人材」を、キャリア採 用の場
合には「この職 種・職 場として欲しい人材」をイメージ。ワーク
シートに従って、その人物の経 験や能力といったスペックから、
志向性、価値観などのタイプのことまで深く検 討し、能力適性や
カルチャーフィットする人材を明らかにします。

■続くセッションでは、“会社の魅力（USP：Unique Selling 
Proposition）”を細かに言 語 化 。8つに分 類される魅力要素を
洗い出し、自社の強みや弱み、今後の組織開発の課題まで見えて
きます。自分の視界だけでなく、他者が認識している魅力を知る
ことができるのが、ワークショップ型の特徴です。

■ターゲットと魅力が明らかになったら、その二者を接続する“共
感の接点”を明 確にしていきます。このワークショップ で頻 繁に
出てくるのが「今までの採用活動では“会社が言いたいこと”を一
方的に発 信していたんですね」という感 想。求める人物にとって
の ベネフィットは何か、が 明 確 になってきます。“ 会 社 の 魅 力 ”
ワークと同じように、自社の組 織課題を知ることもできます。事
業成長のために求める人物が決まっても、彼らを動かす魅力がな
い場合は、その魅力をもつ会社にならなくてはいけないのです。

■3つのワークショップを経て、採用コミュニケーションのコンテ
ンツ候補が決定しました。次の取り組みはそれらのコンテンツを
“採用フェーズ”に落とし込む工程です。「いつ伝えるか」が分かる
と、それをどんな手段（求人広告、自社ホームページ、採用動画、
説明会、SNS 、面接など）で届けるべきか、がより鮮明に浮かび
上がってきます。

『 採 活力』を実 施すると、「まず何から
手をつけていくべきか」が具体 的にイメー

ジ で きるように なるでしょう。こ れ ま で に
様々な企業様が『採活力』を経て、採用活動だ
けにとどまらない、組 織 開 発 や営業プロモー
ションといったネクストアクションに着手され
ています。

『採活力®』プログラム概要・料金　※金額はすべて税抜き

求 人 広告
Recruitment advertisement

採 用ホームページ
Recruiting homepage

採 用 動 画
Recruitment movie

採 用イベント
Recruitment event

インターンシップ
Internship program

パンフレット
Pamphlet

面 接・選 考
Interview / Selection

会 社 説 明 会
Company information session

SAIKATSURYOKU

×  採用ツール（パンフレット・採用ホームページ等）

×  採用ツール（会社説明会設計・スライド）・求人広告

×  人材要件策定・面接評定作成・面接官トレーニング

×  求人広告（リクナビ・リクナビNEXT・タウンワーク）

【事業内容】エネルギー
【従業員数】3,000名
【　本社　】神奈川県

日本国内でSSを運営する同社では、人手不足がサービス低下ひい
ては事業成長の足枷に。“人が集まり長く働ける会社”を目指し、採
活力プログラムによる採用ツールを皮切りに、事業改革に着手。

【事業内容】不動産売買・仲介
【従業員数】20名
【　本社　】大阪府

大阪創業の不動産ベンチャー。従来の不動産販売の常識を覆す新
しいサービスで急激に成長。中途採用だけでは市場拡大に対応で
きないため、初めての新卒採用にチャレンジすることに。

【事業内容】化粧品開発・販売
【従業員数】50,000名
【　本社　】東京都

ビューティーアドバイザーは専門的でかつ、同一市場内での転職者
が中心。厳しい採用競争の中で「無用に人を落とさない」、「不用意
に選考辞退者を出さない」ため、面接の強化を実施。

【事業内容】ソフトウェア開発
【従業員数】500名
【　本社　】東京都

エンジニア派遣、受託開発と内外での開発者を採用するも、近年の
SE・PG市場の活況により採用が厳しくなるばかり。従来採用できて
いた求人広告を改めて見直し、採用効果改善を実現。


