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社名　　　　合同会社yoasobi

所在地　　　京都市西京区川島調子町49番地17

代表者　　　濵田 悠佑

設立　　　　2020年10月
事業内容　　エンジニア採用コンサルティング
　　　　　　採用支援サービス「採用できるくん」の運営
従業員数　　3名　　
資本金　　　500,000円　

取引先　　　NTTデータ、アクセンチュア等

会社概要



合同会社yoasobi 代表
濵田 悠佑
Yusuke Hamada
◎パーソルキャリア(doda)にてIT領域の採用コンサルタントとして採用支援に従事。

◎キャリア新人賞、全国MVP、顧客満足度賞など数々の賞を受賞。

◎デジタルガレージにてSNS、ネット広告を活用した採用支援に従事。

◎4社の人材ベンチャーの立ち上げに参画。

◎合同会社yoasobiを創業。代表を務める。

◎これまで500社以上の採用支援に従事し、10社の社外人事を務める。
◎事業づくり、サービスづくりが好きです！

代表プロフィール

執筆活動セミナー講師 セミナー講師



株式会社contento 代表
合同会社yoasobi 顧問

小川 正樹
Masaki Ogawa
◎NEC/ヤフー/リクルート/ベクトルにてエンジニア/PM/PO/PdM/マーケティング/CTOを歴任。

◎100以上のサービス開発に参画/100～200名以上の組織統括/ゼロイチで1年に5つのサービスを立ち上げ～グ

ロース/CTOとしてプロダクトロードマップ策定およびエンジニア組織構築。

◎現在は、株式会社cozreにてCOO/CTO/CSO/VPoE/ファイナンス（資金調達）をミッションとして、エンジニ

アリングとビジネスサイドを統括。赤字1億円を2年で黒字化させ、数億円のファイナンスに成功。

◎また、2022年株式会社contentoを起業。DX化をはじめとする事業開発支援/プロジェクトマネジメント支援/

プロダクト運用/マネージメント支援（CTO/PdM）をワンストップで行う。 

小川さんプロフィール

現場経験10年、100以上の
WEBサービス開発に参画
し、実体験に基づくデジタ
ル活用に関する深い造詣を
得た経験

計5つの100人月以上の大
規模システム開発プロジェ
クトを成功させ、事業成長
に導いた経験

ヤフーのID決済＆EC領域
のプロダクトを統括。ビジ
ネスチームとシステム開発
チームを連携させた事業成
長の推進経験

200人以上で構成する複数
の機能・職能組織をマネー
ジメントし、前年比150％
超の事業成長を果たした経
験

何もない状態から、 1年で
5つのサービスを立ち上げ
（ゼロからイチを創出）と
グロースを経験

複数のサービスのプロダク
トロードマップ策定および
エンジニア採用と組織化を
指揮してきた経験

NECネクサ
システムエンジニア

ITベンチャー
フルスタックエンジニア

ヤフー
プロダクトマネージャー

リクルート
事業開発（BizDev）

ベクトル
CTO

コズレ
取締役COO



3つの事業

HR事業
・採用コンサルティングサービス
・採用支援サービス『採用できるくん』の運営
・人材教育・研修の企画・運営
・人事制度の構築・運用
・従業員満足度調査サービスの運営

IT事業
・ITを通じたコスト削減・コンサルティング
・ITを活用した新規事業の開発
・自社サービスの運営

マーケティング事業
・ITを活用したマーケティング支援
・デジタル広告の運用支援
・SNS支援
・EC支援サービス「ECできるくん」の運営

事業成長のため、
「人材（HR）」「IT」「マーケティング」を活用した事業を行なっております。



■採用コンサルティング事業
◎10年エンジニア採用支援に携わった実績をもとに、IT企業様向けの
採用支援事業を行なっています。

◎グローバルに展開するコンサルティングファーム様、システムインテグ
レータ様、Webサービスを提供するサービサー様など、上場企業から起
業、ベンチャー・スタートアップまで幅広い企業様に向けた採用支援を行
なっています。

◎採用戦略の立案、採用したい人材要件化を行い、採用手法の導入支援、
面接に関するコンサルティングなどの応募者の獲得支援を行い、
ブランディング支援、SNS支援を通じたブランディング、従業員満足度の向
上、離職率の低減までのサポートを行なっています。

事業紹介①／採用コンサルティング事業

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

https://note.com/aa70459/n/na304cb273563
https://note.com/aa70459/n/n14849a8cab6e
https://note.com/aa70459/n/nce9142789a46
https://note.com/aa70459/n/n53792f8eab5b
https://note.com/aa70459/n/n68961e08f3b6


ご支援実績
コンサルティングファーム システムインテグレータ サービサー

Webサービス

アウトソーシング



ご支援領域
エンジニア採用に必要なプロセスをトータルでサポートいたします。

母集団形成
採用計画
採用戦略

貴社対応

当社対応

採用計画立案

候補者意向醸成・管理

採用予実管理

採用戦略立案 面接実施 採用判断

合否判断 条件決定

人材要件定義
（現場折衝・求人票化）

採用プロセス設計

採用ブランド立案

採用チャネル選定 ポジション差配

応募受付

書類スクリーニング

合否連絡

紹介会社管理
（エージェントコントロール）

求人広告運用

イベント企画
（転職フェア等）

ダイレクト運用
（スカウト配信等）

面接アドバイス

面接日程調整

カジュアル面談

クロージング支援

内定書類送付

内定書類回収

採用計画
採用戦略

応募受付
書類選考 面接選考 内定対応母集団形成

合否判断

採用管理
進捗管理・レポート



ご支援領域と選ばれる理由

エンジニア採用に特化した
『外部 エンジニア採用担当者』として、
採用課題を解決いたします。

「内部から貴社の採用課題を一緒に改善する存在」
として捉えていただければと思います。



ご支援領域



ご支援領域と選ばれる理由

競合他社、トレンドも含めて貴社にとって最適な体制を作れる
全プロセスをトータルで採用のプロに依頼ができる
短期、中長期で必要なことをフェーズごとに依頼ができる

当社に依頼いただくメリット採用支援を依頼するメリット
採用活動のクオリティ向上が見込めること
採用に関するコスト削減が期待できること
貴社のコア業務だけに注力できる

貴社の工数を最小限に抑えることで本来のコア業務に専念できる体制作りをサポートします。

貴社のコア業務

貴社のノンコア業務



ご支援領域／よくいただくご相談内容

エンジニア採用全般を見直したい

エンジニア採用に強い人事がいない

採用コストを下げたい

母集団形成を強化したい

辞退率を下げたい

現場を巻き込んだ採用強化をしたい

採用プロセスを改善したい

採用ブランディングを強化したい



支援実績①採用支援全般

・エンジニア採用全般に課題がある
・エンジニア採用に強い人事がいない
・採用プロセスを作りたい
・現場と人事との架け橋的な存在が欲しい

ご相談内容 課題・エンジニア採用における業務設計ができていない
・現場の求める人物像を具体的できていない
・求める人物像に合わせた適切な訴求ができていない
・評価シート、面接方法などが確立していない

Before After
実施内容

・エンジニア採用全般に課
・エンジニア採用に強い人
・採用プロセスを作りたい
・現場と人事との架け橋的な・エンジニア採用における業務設計ができていない

・現場の求める人物像を具体的できていない
・求める人物像に合わせた適切な訴求ができていない
・評価シート、面接方法などが確立していない

＜応募数300%向上（エージェント／ダイレクト）＞
＜書類選考通過率20%向上＞
＜一次面接通過率25%向上＞
＜辞退率30%削減＞
＜内定受諾率20%向上＞
・採用計画を組織・チームごとに設計
・予実管理
・採用権限の明確化
・現場折衝&求人票（ペルソナ設計、訴求内容の精査）
・採用プロセスの確立（UIUXの設計・運用）
・面接力向上に向けた施策
・面接評価シートの作成



支援全般

Consulting部門、Technology部門においてITコンサル、
PM、エンジニアポジションの採用支援に従事。

・部門ごとの人材要件の見直し、競合分析を行い、採用戦略・人材獲得戦略
の立案を実施。
・各部門長とMTGを実施しながら定期的に人材要件のチューニングを実施。
・求人票・スカウト文面の作成を行い、数値分析を見ながら運用を行う。
・エージェントコントロール（50社）、ダイレクトリクルーティング（10
媒体）の運用を実施。
・候補者様との面談、フォローなど専門リクルーターとしてクロージング
までを実施。
・採用イベントの企画・運用を実施。

→年間80名の採用に関わる。

グローバル&SAPビジネス統括部のエンジニア・コンサルポジ
ションの採用支援全般に従事。

・人材要件の見直し、競合分析を行い、採用戦略・人材獲得戦略の立案を実施。
・ダイレクトリクルーティングの導入～運用、オペレーション設計・構築・運用
までをサポート。
・求人票・スカウト文面の作成を行い、
　SIer出身／コンサル出身／事業会社出身×20代／30代／40代でセグメント
ごとに運用を実施。
・新任担当者様向けの教育サポートを実施。

→スカウト返信率が2.5倍に増加。



支援実績②エンジニア組織設計～採用要件の定義化

・エンジニア組織をどう作っていいかわからない
・プロダクトスケールを前提とした組織を作りたい
・現場と人事との架け橋的な存在が欲しい

ご相談内容
課題
・エンジニア組織の戦略設計ができていない
・エンジニア組織を前提とした人物要件化ができていない
・人事とのコミュニケーションがうまく行っていない

Before After
実施内容

・エンジニア採用全般に課
・エンジニア採用に強い人
・採用プロセスを作りたい
・現場と人事との架け橋的な・エンジニア組織の戦略設計ができていない

・エンジニア組織を前提とした人物要件化ができていない
・人事とのコミュニケーションがうまく行っていない

＜応募数200%向上（エージェント／ダイレクト）＞
＜書類選考通過率20%向上＞
＜一次面接通過率25%向上＞
・事業・プロダクト戦略設計
・技術仕様・要件をもとにエンジニア組織の設計
・エンジニアリングをもとにした人材要件化
・求人票、スカウトメールの作成・落としこみ
・エンジニア採用資料の作成
・技術要件を確認するための面接評価シートの作成



支援実績③ダイレクトリクルーティング導入・運用支援

・応募数が少ない
・採用コストが高い
・辞退率が高い
・書類選考、一次面接通過率が低い
・内定受諾率が低い

ご相談内容 課題・エージェントからの採用に依存
・採用チャネル導入に伴う採用プロセスの設計
・採用に必要な人的リソース不足

Before After
実施内容

・エンジニア採用全般に課
・エンジニア採用に強い人
・採用プロセスを作りたい
・現場と人事との架け橋的な

・エージェントからの採用に依存
・採用チャネル導入に伴う採用プロセスの設計
・採用に必要な人的リソース不足

＜ダイレクト経由での採用決定率が40%向上＞
＜採用コストが前年比較で60%削減＞
・ダイレクト導入を０からサポート
・求人票、スカウトメールの作成
・スカウトメールの効果向上のためのABテスト実施
・ダイレクト媒体の選定、セットアップ
・対象者リストの作成
・候補者の選定～配信
・ダイレクトに必要な採用業務プロセスの設計・確立
・専用のカジュアル面談虎の巻の作成
・専用の採用管理シートの作成
・面接対策シートの作成



支援実績

ダイレクトリクルーティングサービスのご相談をいただく際、なぜその媒体を選ぶのか？選定基準が曖昧である。
そこで返信率、応募率、内定数など様々な視点から自社でランキングを抽出し、

「1名決定に必要なスカウト数」より最も効果の高いダイレクトリクルーティング媒体を紹介。

エンジニアの配信対象者を出身別、
スカウト文面で訴求するポイント別でABテストを実施。

事業・サービスの優位性、技術的観点、働く環境など
3つの視点で分析し効果的なスカウト配信を実現。

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

https://note.com/aa70459/n/n3db0eec805e3?magazine_key=m363f0f9aaf39
https://note.com/aa70459/n/n03a23dddcb16?magazine_key=m363f0f9aaf39


支援実績

BiZ HINTの人気ランキング 

1位に選出されました。



支援実績

最小の工数で最大の効果を得るためのノウハウを大公開。

順位が上がると、求職者がGreen上で職種名などを検索した結果、

上位表示されるなど応募数が爆増し、3ヶ月で３名の採用が決定。

スカウト文面を、
エンジニアが転職する上で辿るカスタマージャーニーをもとに分析。
自社の強みを抽出する考え方や一覧表なども公開しており、
どのようなスカウト文面が効果的なのかを全て公開。
応募率が2.8倍上がった事例をもとに紹介。

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

https://note.com/aa70459/n/nf65dd005bcb0?magazine_key=m363f0f9aaf39
https://note.com/aa70459/n/n63d737f35c22?magazine_key=m363f0f9aaf39


大人気ダイレクトリクルーティング使ってみたシリーズ

ダイレクトリクルーティングサービス 
「AMBI」「ミドルの転職」を使ってみた 

候補者からのアクションが他媒体と比較して多く、工数を
かけなくてもエントリーが期待できる。 
しかし、採用コストは相対的に高く、面談設定までに工夫
と工数が必要。

ダイレクトリクルーティングサービス 
「Green」を使ってみた 

ユーザーと接点を持つまでの仕掛けやシステムが豊富だ
が、職務経歴などの詳細情報が乏しく、詳細をもとに個別
アプローチすることは難しい。

ダイレクトリクルーティングサービス 
「ビズリーチ」を使ってみた 

転職意向の高さを判別でき、ハイクラス層の登録が多
い。求人広告、スカウト文面の分析ができず、コストが
高い。

ダイレクトリクルーティングサービス 
「doda Recruiters」を使ってみた 

候補者の行動履歴が詳細に把握できるため、 
アプローチ戦略が立てやすいが、手間暇かけないと効果が出ない。

ダイレクトリクルーティングサービス 
「Linkedln」を使ってみた 

SNSの特性を持つため、転職潜在層に対してもアプローチできるが、 

SNSの特性を持つため、一般的な転職サイトやダイレクトサービスと比較
し、検索方法などが独特であり、慣れが必要。

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

https://note.com/aa70459/n/n0edbdf780288?magazine_key=m363f0f9aaf39
https://note.com/aa70459/n/n737f7d4ab7d9?magazine_key=m363f0f9aaf39
https://note.com/aa70459/n/n34717ecef769?magazine_key=m363f0f9aaf39
https://note.com/aa70459/n/n0d1ef6b651f5?magazine_key=m363f0f9aaf39
https://note.com/aa70459/n/ne6a1eb34ed4a?magazine_key=m363f0f9aaf39


支援実績④エージェントコントロール支援

・エージェントからの推薦数が減っている
・有効応募数（書類選考通過率）が少ない
・採用したい層の推薦が少ない
・辞退が多い

ご相談内容 課題・エージェントとのコミュニケーションに課題
・エージェントが動きやすいような連携不足
・必要な情報が網羅できていない
・採用プロセスの改善が必要（応募率、選考スピードなど）

Before After実施内容

・エンジニア採用全般に課
・エンジニア採用に強い人
・採用プロセスを作りたい
・現場と人事との架け橋的な

・エージェントとのコミュニケーションに課題
・エージェントが動きやすいような連携不足
・必要な情報が網羅できていない
・採用プロセスの改善が必要
（応募率、選考スピードなど）

＜推薦数が30%増加＞
＜有効応募数（書類選考通過率）が30%増加＞
＜一次面接通過率30%向上＞
＜内定受諾率20%向上＞
・エージェントごとの説明会・個別面談の実施
・必要情報の取りまとめ、求人票などの情報提供
・訴求軸の明確化と採用資料の作成
・採用プロセスごとの改善業務
・注力エージェントマップの作成



支援実績

多くの企業で実施ができていないエージェントとの付き合い方、
エージェントとの連携の仕方を公開。
応募者を増やすためのノウハウ、

自社を優先して紹介していただくためのノウハウなどを紹介。

自身がカジュアル面談を受けさせていただき感じたことを元に、
どのようにカジュアル面談を行うべきかを分析。

チェックポイントも一覧化し、初めてカジュアル面談をされる企業様、
現在実施しているが見直しをしたい企業様など

多くのお客様よりお問い合わせをいただいております。

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

https://note.com/aa70459/n/n63baa3784782?magazine_key=m363f0f9aaf39
https://note.com/aa70459/n/n4392f6883121?magazine_key=m363f0f9aaf39


支援実績⑤採用ブランディング支援

・スカウト返信率を上げたい
・母集団形成を強化したい
・辞退率が高い
・面接参加率が低い
・競合負けするので、受諾率を上げたい

ご相談内容 課題・インタビュー記事等のコンテンツのリソース不足
・採用サイトに必要な情報が網羅されていない
・自社の魅力が伝わっていない

Before After実施内容

・エンジニア採用全般に課
・エンジニア採用に強い人
・採用プロセスを作りたい
・現場と人事との架け橋的な

・インタビュー記事等のコンテンツのリソース不足
・採用サイトに必要な情報が網羅されていない
・自社の魅力が伝わっていない

＜応募率20%増加（エージェント／ダイレクト）＞
＜採用サイト経由の応募率30%増加＞
＜辞退率30%削減＞
＜面接参加率50%増加＞
・採用サイトのリニューアル
・ブランディング戦略の設計～記事制作代行
（インタビュー記事、入社理由まとめ等）
・採用プロセスの課題ごとに記事作成
（辞退率低減、応募率アップ目的等）
・リファラル採用の設計・運用



支援実績

エンジニア採用ではどんな記事が興味を持ってもらえるのか？
実際にエンジニアへのインタビューや考察で分析。

求人広告やダイレクトリクルーティングなど様々なチャネルを使っていたが
全て不発だった設立間もない従業員5名のIT企業様がの採用支援で、実際に
やったこと、感じたことを共有。

実際にやってみて感じたこととして、「情報が少ない＝不安に繋がる→応募
しない」という構図の存在をいかに払拭するか？ということ。

効果的なコンテンツの分析なども行い、大手IT企業もこぞって採用したい
オープン系エンジニアポジションを20日間で1名採用。

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

＊画像をクリックいただくと詳細をご覧いただけます。

https://note.com/aa70459/n/na990a81fdb72
https://note.com/aa70459/n/ne8bc11144072


サービス開始までの流れについて

ご契約書締結

・お申込みメール

・基本契約書のご締結

・個別契約書のご締結

・全体方向性決定

・オペレーションフローの作成

・アカウントの発行・共有

・各種テンプレートの作成

・担当者のアサイン

・担当者のご紹介（WEB会議）

・担当稼働スケジュール作成

・サービス開始

・運用レポート

・定期MTG

   STEP1

方向性の決定

   STEP2

担当のご紹介

   STEP3

サービス開始

   STEP4

SALES
(CUSTOMER SUCCESS) OPERATION



サービス開始までの流れについて

貴社でご対応いただく範囲

応募 面接 合否 入社 教育母集団形成
媒体選定・運用

媒体選定～面接調整

当社支援領域

面接調整
カジュアル面談

人材要件定義
求人票化

営業担当/PL

定例MTG
業務改善

PDCA
採用戦略の見直し

【業務レポート】 
 月次レポートの提出
現場を交えたWEB会議

貴社オフィス

貴社専用プロジェクト運用サポートチーム

オペレーター（実務担当）

SV（運用側責任者）

採用実務サポートプロジェクト

採用に特化したプロが最適な運用に向けて伴走いたします。
必要なメンバーのアサインを含む業務最適化を行いながら、採用チームを立ち上げます。 

サービス開始後には、オペレーションの業務習得だけでなく、
貴社の業務理解を深めると共に細かい対応方法や貴社採用への考え方・KGI・KPIなどを吸収し実務に繋げます。



よくある質問

　ざっくりした内容のご相談でも可能ですか？
　はい、問題ございません。現状のヒアリングをもとに課題と改善すべき内容、費用についてすり合わせさせていただきます。

　人事メンバーの新人教育も実施可能でしょうか？
　はい、問題ありません。同様のご相談をいただくケースが多く、貴社で担当いただく部分とサポート体制についてすり合わせをさせていただきます。

　費用について教えてください。
　課題と改善すべき内容により変わりますが、おおよそ30万円～100万円ほどとなります。（月稼働時間30時間～80時間）

　支払いは一括ですか？
　基本的には一括でのお支払いをお願いしておりますが、毎月払いなどもご相談可能です。

　契約期間中の解約はできますか？
　可能です。利用料金のご返金はできかねますのであらかじめご了承くださいませ。

Q

A

Q

Q

Q

A

A

A

A

Q



連絡先

yusuke.hamada@yo-asobi.com 

080−1512−1018

合同会社yoasobi 濱田宛までご連絡くださいませ。

mailto:yusuke.hamada@yo-asobi.com


EOF


