


7割以上が「転職を意識」する時代

激化する「⼈材獲得競争」

2

「有効求⼈倍率」は2019年までは上昇基調でしたが、そこか
ら2021年まで下落基調に。2022年になってからは反転し、
2022年1⽉は1.27倍となっている。

⼈材獲得競争が激化する⼀⽅、働き⼿向けアンケート調査
結果（経済産業省）では、働き⼿の7割以上が「転職を意識
している」ことがうかがえます

採⽤難易度の⾼い状態が依然続く

「いかに質の⾼い転職顕在層」に
リーチできるか

転職意向の有無・転職活動の状況等

有効求⼈倍率の推移

「いかに多くの転職顕在層」に
アプローチできるか

2022年1⽉の「有効求⼈倍率」は1.27 倍

参照：該当年の1⽉の有効求⼈倍率（新規学卒者を除きパートタイムを含む）
政府統計の総合窓⼝（e-Stat）https://www.e-stat.go.jp/
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「転職活動者」の実態

ビズリーチ登録理由【TOP3】

ビズリーチ会員向け調査結果では、転職予定時期が「3カ⽉以内」のいわゆる「転職顕在層」と、転職予定時期が「良い求⼈や会社が
あれば検討する」と回答した「転職潜在層」とでは、ビズリーチに登録した理由が異なることがわかります

ビズリーチに登録した理由は「転職顕在層」と「転職潜在層」で異なる

参照：ビズリーチ会員向け調査結果
（平成30年8⽉〜9⽉ 株式会社ビズリーチ独⾃調査）

転 職 顕 在 層

効率的に転職活動を進めるため

⾃分に合った求⼈を探すため

早く転職したいため

Point スピーディーな対応
⼿厚いフォロー

（41.2%）

（41.0%）

（39.8%）

【転職予定時期】 ３カ⽉以内（n=1,343）

これからの採⽤には
「転職顕在層」「転職潜在層」それぞれに合わせたアプローチが重要です

転 職 潜 在 層

情報収集をするため

⾃分の市場価値を知るため

⾃分に合った求⼈を探すため

Point 継続的なアプローチ
興味・関⼼を⾼める

（43.7%）

（38.8%）

（35.8%）

【転職予定時期】 良い求⼈や会社があれば検討する（n=1,083）



「ビズリーチ」の特⻑
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⽇本初の「会員が利⽤料を払う転職サイト」としてサービス開始1

⽇本最⼤級の「即戦⼒⼈材データベース」2

即戦⼒⼈材に「直接アプローチできる」3

ぜひ採⽤したい⼈には「継続的にアプローチできる」4

※数字は2023年1⽉末時点、ヘッドハンターを除く

おかげさまで累計 23,500社以上（※）に選ばれました 導⼊企業様（⼀例）



⽇本初の「会員が利⽤料を払う転職サイト」としてサービス開始

5

ビズリーチは、⽇本で初めて、会員が利⽤料を払う「有料プラン」の提供を始めた転職サイトです。「今すぐ転職したい」⼈だけでは
なく、⾃らの「市場価値」や「新たな可能性」を知るために利⽤する⼈など、キャリア形成に意欲が⾼い会員が多く登録しています。

審査に通過した⼈だけが会員登録できる、「有料プラン」を提供する転職サイト

ビズリーチ会員は「キャリア形成に意欲が⾼い」即戦⼒⼈材

審査に通過した⼈だけが会員登録

「ビズリーチ独⾃の審査を通過した⼈材」
のみが会員として登録

※利⽤料は登録内容をもとに「現在の年収」を含むビズリーチ独⾃の審査基準により決定されます。（会員種別により、応募できる求⼈が異なります）

⽇本で初めて「有料プラン」を提供開始

「キャリアの選択肢と可能性を広げる」
ために、会員が利⽤料を⽀払う

Web版からアップグレードする場合
（Web決済）

30⽇間コース 5,478円（税込）

ビズリーチには、審査により決定される「会員属性」とは別に、サービスをご利⽤
いただくための「会員ステータス」が、プレミアムステージとスタンダードステー
ジの2種類存在します。以下はプレミアムステージの利⽤料⾦です。

アプリからアップグレードする場合
（App Store決済）
⽉額5,500円（税込）

プレミアムステージは、期間終了後に⾃動更新されます。
プレミアム有効期限の1⽇前までに⾃動更新を停⽌すれ
ば、その後の料⾦は発⽣しません。

サブスクリプション更新⽇の前々⽇（例：12⽉25⽇が
更新⽇の場合は、12⽉23⽇中）までに⾃動更新を停⽌
すれば、その後の料⾦は発⽣しません。



35.7%
19.1%

9.5%

7.3%

5.6%

5.3%

5.3%

5.2%

2.9%

1.7%

1.4%

1.0%

営業・サービス

経理・管理・⼈事

IT・ゲーム・デザイン

機械・電気・電⼦・半導体

建設・不動産

コンサルタント・専⾨職

マーケティング・広告

メディカル

⾦融

化学・素材

⾷品・化粧品・⽇⽤品

マスコミ・メディア・出版

25.1%
18.6%

12.5%

9.6%

8.9%

4.4%

4.2%

3.8%

3.0%

1.3%

1.2%

7.4%

メーカー・商社

流通・⼩売・サービス

IT・インターネット

建設・不動産

⾦融・保険

マスコミ・メディア

メディカル

コンサルティング・⼠業

運輸・物流

エンターテインメント

エネルギー

その他（教育・官公庁）など

年代

6

30〜40代を中⼼とした「経験豊富」な即戦⼒⼈材

年 代

中堅クラス以上の即戦⼒⼈材

経 験 職 種

営業・経営・管理が強い

経 験 業 種

さまざまな経験業種

30 代
37.7％

40 代
29.8％

20 代以下
15.6％

50 代以上
16.9％

スカウト可能会員数190 万⼈以上 （数字は2023年1⽉末時点）

※「年代」「経験職種」「経験業種」は承認会員における割合です。

⽇本最⼤級の「即戦⼒⼈材データベース」2



即戦⼒⼈材に「直接アプローチできる」
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ビズリーチは、会員データベースを通じて企業様が候補者に直接アプローチできるプラットフォームです。従来のような「待ちの採
⽤」ではなく「攻めの採⽤」を実現できます

直接アプローチできるから、採⽤活動のスピードアップや効率化が可能に

従来の主な採⽤⽅法

企業と求職者が
直接やりとりできない

ü 紹介を「待つしかない」

ü 条件を満たさない求職者からの応募の対応に忙殺
（本当に採⽤したい⼈材が埋もれてしまう）

ビズリーチ

企業と求職者が
直接やりとりできる

ü ⾃分たちで探して、リアルタイムに検索結果が⾒える

ü 求める候補者が検索結果に出ない場合も、現場と連携する
などし「次の⼀⼿」を⾒つけることができる

ü 検索条件に設定した⼈材を
時系列でウォッチすると、
転職動向がつかめる



ぜひ採⽤したい⼈には「継続的にアプローチできる」
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⼈材紹介会社の場合、「あの⼈にもう⼀度会わせてほしい」と同じ候補者に何度も⾯接を依頼することは難しいですが、ビズリーチで
は、同じ候補者に時間をかけて、継続的なアプローチが可能です

過去のコミュニケーションを「流さず」「活⽤できる」

求⼈広告や⼈材紹介会社経由の場合

ü ⽋員補充のたびに、求⼈広告を出したり、⼈材紹介会社に
依頼したりして、その都度ゼロから求職者を集めるのが⼀
般的でした。

ü また、求⼈広告や⾃社サイト上での募集は、不特定多数に
求⼈情報を公開することで⺟集団を確保できる⼀⽅、⾃社
への理解度が低い求職者からの応募も寄せられ採⽤⼯数が
増えることもあります。

⽋員

依頼

募集

ビズリーチの場合

ü 企業側の採⽤ニーズや、候補者側の転職意欲の有無にか
かわらず、⾃社にとって必要な⼈材とは常につながりを
持っておくことで、採⽤ニーズが⽣まれたタイミングで、
いつでもアプローチすることが可能になります。

ü ⾃社の採⽤要件にマッチしており、かつ⾃社への理解度
が⾼い候補者をプールしておくことで、効率の良い採⽤
を実現できます。

スクリーニングがかかっていない求職者に
ゼロからのアプローチ

⾃社が必要とする⼈材に絞って
継続的なアプローチ

Point



ビズリーチ導⼊の効果（お客様の声）
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最近は、転職売り⼿市場の影響もあるのか優秀な⼈材の採⽤に苦
戦しており、希望の時期に採⽤ができないといった事態が起こっ
ていました。こうした状況を変えるためには、⾃ら主導権を持っ
て動く「攻めの採⽤」に転換しなければならないのではないか、
そう考えていたときに出会ったのがビズリーチでした。ある⽇ふ
とビズリーチのテレビCMを⾒て、「即戦⼒採⽤」というキーワー
ドに引かれたのです。

2017年9⽉にビズリーチの利⽤を始め、4カ⽉間で総務2名、システ
ムエンジニア2名の採⽤に成功しました。ビズリーチを利⽤してよ
かったのは、全国の優秀な⼈材にアプローチできるようになった
ことです。当社は⼤阪に本社を置いていますが、求⼈媒体に出稿
しているだけでは、全国の候補者の⽅に当社を⾒つけてもらうこ
とがなかなかできません。

こちらからアプローチできるダイレクトリクルーティングを通じ
て、今まで出会えなかった⼈材に多く出会えるようになったこと
は⼤きな収穫です。

プロ・リクルーターが優秀な⼈材の発掘をサポート。
さらなる事業成⻑のために必要な4名の採⽤に成功

株式会社カーポートマルゼン
従業員数：51-500名
業 種：流通・⼩売・サービス

（右）取締役 副社⻑ 兼 経営企画本部 本部⻑／⽶岡 功⼆ 様
（左）管理本部 ⼈事部／幸喜 真⼸ 様



ビズリーチ導⼊の効果（お客様の声）
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求めるポジションや必要な経験を明確に伝えて、転
職への不安を解消。
部⾨がオーナーシップを持って採⽤に取り組み、SCM
経験者を採⽤した

ラクスル株式会社
従業員数：51-500名
業 種：IT・インターネット

（左）⼈事総務部／笠置 由⼦ 様
（右）印刷事業本部 SCM部 部⻑／渡邊 建 様

2012年からビズリーチを活⽤しており、経営企画から新規事業開
発、セールスやエンジニアまで、今のラクスルを⽀えるメンバー
31名を採⽤してきました。
創業時から「⼀⼈の優秀な⼈材が、会社の未来を変える」と採⽤
に⼒を⼊れ、役員⾃らデータベースを検索し、⾃社の魅⼒を伝え、
仲間を増やしてきました。そんな背景から、当社の採⽤では、各
部⾨がオーナーシップを持って検索からクロージングまでを⼀貫
して⾏います。

ビズリーチに登録されている⽅は、転職意欲が⾼く、⾃分のスキ
ルを活⽤して⾼いレベルの環境に⾏きたい、というマインドの⽅
が多いように感じます。直接コミュニケーションを取れるからこ
そ、IT企業のラクスルになぜSCMが必要なのか、という点を早々に
伝えられ、興味を持ってもらえます。

少数精鋭で⼀⼈⼀⼈の⽣産性を⾼めたい企業や、複数のポジショ
ンで経験者が必要な企業にとって、⾮常に適した採⽤⼿法ではな
いかと思っています。



ビズリーチ導⼊の効果（お客様の声）
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転職市場を企業⾃ら確かめる。
難度の⾼いポジションの採⽤を続けて成功させた
秘訣

⼩倉クラッチ株式会社
従業員数：501-5,000名
業 種：メーカー

経営管理本部 総務部 ⼈事課 主任／新井 ⼤地 様

中途採⽤においては、「ビズリーチ」導⼊前は⼈材紹介会社の利
⽤やWeb・紙媒体両⽅での求⼈広告の出稿、転職フェアを中⼼と
した合同企業説明会への出展などを主に⾏っていましたが、課
⻑・部⻑や役員などのミドルクラスからハイクラス層については、
なかなか⼈材要件に合致した⽅の採⽤に⾄りませんでした。

そこで、注⽬したのがスカウト型のサービスでした。これまでの
採⽤⼿法は常に「待ち」のスタンスであったため、こちらから候
補者にアプローチできる点と、⾃分の⽬でデータベースを⾒てス
カウトを送れるところに魅⼒を感じました。

数社から提案を受けるなかでビズリーチを選んだ理由は、まず当
社のターゲットとなるハイクラス⼈材がデータベースに多く存在
したからです。もう⼀つの理由は、運⽤⽀援の安⼼感です。

ビズリーチを導⼊して、北関東付近の候補者に限らず、⽇本全国
や海外の⽅にターゲットを広げてアプローチできるようになった
ことで、要件に合致する⼈材を採⽤できました。



ビズリーチ導⼊の効果（お客様の声）

株式会社サイフューズ

採⽤に⾄らなかったとしても、求職者との縁が
切れないのが「ビズリーチ」の魅⼒。
「つかず離れずの求愛活動」で⼈材獲得に成功

従業員数：1-50名
業 種：メディカル

（左）取締役 CFO 経営管理部⻑／三條 真弘 様
（中央）研究開発部 細胞製品開発グループ／⾼井 治美 様
（右）執⾏役員 システム開発部⻑／徳永 周彦 様

12

採⽤に⾄らなかった候補者とは縁が切れてしまうのが⼀般的では
あります。特に研究者や技術者の場合は、転職⾃体に興味があっ
ても現職での研究や開発などの都合で活動時期を合わせることが
難しいケースもあります。

実際に、⾯談予定が4回も仕事のご都合でキャンセルとなってしま
い、候補者ご本⼈がそのことを申し訳ないと思うあまりご辞退を
考えられたケースがありました。

ですが、「連絡を取り合うことで双⽅のタイミングの良い時期に
情報交換だけでもさせてほしい」と正直に思いを伝え、結果とし
て弊社に対する関⼼が深まり転職を決めていただけました。また、
会社が参加する展⽰会に誘うなどのアプローチを続け、結果的に
最初にお会いしてから１年後に⼊社していただいた⽅もいます。



コストシミュレーション
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利⽤期間 サービスシステム利⽤料

基本利⽤料 ⼊社時の成功報酬 プラチナスカウト 求⼈案内メール・求⼈掲載

６カ⽉ 85 万円 15％
（ミニマムギャランティ：70万円）

理論年収の

スタンダードプラン（6カ⽉）の場合

400通
合計通数

無制限
※求⼈案内は求⼈の年収が公開され
ている場合のみ送信されます。

コストシミュレーション

契約期間中に「年収 600 万円」の⼈材が「2 名」採⽤決定した場合のコスト

+

+ =

=紹介⼿数料の30％の
⼈材紹介会社の場合

ビズリーチの場合

採⽤コスト

採⽤コスト

基本利⽤料

ー

紹介⼿数料

基本利⽤料

85 万円

⼊社時の成功報酬

180 万円

（600万円 x 30％ x 2名）

（600万円 x 15％ x 2名）

※料⾦は全て税別です
※早期退職が発⽣した場合の成功報酬の返⾦は⾏いません

265 万円

360 万円360 万円



ビズリーチについて
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ビズリーチは、会員データベースを通じて企業様と候補者が直接アプローチできるプラットフォームです。

企業が優秀な⼈材に直接アプローチできる⽇本初の本格的な⼈材データベースとして、これまで累計23,500社以上の企業にご利⽤いただきま
した。（2023年1⽉末時点、ヘッドハンターを除く）

「ビズリーチ」は、今後も企業が優秀な⼈材を直接検索できるサービスとして、採⽤市場の可視化に努め、企業と即戦⼒⼈材のベストなマッ
チングを⽀援してまいります。


