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株式会社インターワークス 

東証 1 部 証券コード 6032 

 

新卒採用に苦戦されている企業の皆さまへ 
11月開催「日本の人事部 ＨＲカンファレンス 2016-秋-」セミナー満席につき 

 

『短期集中化の 2018年新卒採用で成功させるために 
取るべき手法と戦術とは』セミナーを追加開催します 

 

 株式会社インターワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：雨宮 玲於奈、東証 1 部：6032）の関連会社 

日本データビジョン株式会社は、日本の人事部「ＨＲカンファレンス 2016-秋-」にて満席となったセミナー 

『短期集中化の 2018 年新卒採用で成功させるために取るべき手法と戦術とは』を、追加で開催します。 

 

 2018 年新卒採用市場は売り手市場が続く一方、2018 年新卒学生のエントリー社数は減少し、2017 年と同様に

短期集中型が予想されております。 

2018 年新卒採用を成功させるためには、学生が早期に貴社を就職先として認知することが不可欠です。 

そこでこのセミナーでは、2017 年新卒採用の学生の傾向や他社の採用広報の事例を踏まえ、採用広報に不可欠と

なっている Web 戦略において、ターゲット学生の採用ホームページ閲覧数 300％を実現した手法をご紹介します。 

 

【2017 年新卒採用マーケット】 

●採用環境は 16 年卒以上に厳しい状況  

・企業の採用意欲は 16 年卒に続いて旺盛。大卒求人倍率も高水準をキープ  

・就職・採用活動スケジュールの変更により、採用広報期間が 5 ヶ月から 3 ヶ月に短縮され 

知名度に課題を持つ企業の認知拡大がますます困難に 

●さらなる“スタートダッシュ”で、学生の内定獲得は 16 年卒より早く進捗 

・大学生の就職内定率は、面接選考解禁日の 6 月 1 日時点で 50％超に到達  

・プレエントリー、会社説明会の解禁月集中が加速。その他のプロセスも 16 年卒より早めに進行 

●多くの学生が、視野を広げないまま活動を進行  

・圧縮スケジュール下、学生は「対象を限定」・「応募行動を優先」の傾向 

 

■セミナー内容・講師 

短期集中化の 2018 年新卒採用で成功させるために取るべき手法と戦術とは 

 

 

日本データビジョン株式会社 取締役 太田 和人（おおた かずひと） 

【プロフィール】 

大学卒業後、大手生命保険会社に入社。 

総合商社日商岩井（現双日）の社内ベンチャー企業を経て 

採用コンサルティング企業に入社、役員を経て代表取締役。 

その後、採用システム販売企業を創業、代表取締役。 

創業メンバー経営を委譲し、日本データビジョンに参加、現在取締役。 

採用支援 20 年の経験と新スキームの構築の実績を持つ。 
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■概要 

 日程  2016 年 11 月 14 日（月）、2016 年 11 月 24 日（木） 

時間  【受付】 15：30 【開始】 16：00 【終了】 18：00 

会場  〒105-0003 東京都港区西新橋 1-6-21 NBF 虎ノ門ビル 8 階 

  株式会社インターワークス セミナールーム A,B 

 

東京メトロ 銀座線 虎ノ門駅            徒歩 2 分 

東京メトロ 丸の内線、日比谷線、千代田線、霞ケ関駅 徒歩 2 分 

都営地下鉄三田線 内幸町駅             徒歩 4 分 

 

 

りそな銀行を正面にして

左側に入口がございます。

８階までお越し下さい。 

 

定員数  先着 20 名様 

参加料  無料 

お問い合わせ 日本データビジョン株式会社 東京営業本部 TEL03-4578-3100 

お申込みは、こちらから（http://www.jdv.co.jp/seminar/1422/） 

 

■日本データビジョン株式会社について 

 法人企業様を中心に、新卒・中途採用活動に関するノウハウや業務代行の提供を行う採用アウトソーシング、 

コンサルティング企業として、1,000 社以上の取引実績がございます。（実績紹介 http://www.jdv.co.jp/casestudy/） 

2018年新卒採用活動の各種業務から、2019年新卒採用を見越した戦略構築まで、幅広いアドバイスが可能です。 

ぜひお問合わせください。 

代表取締役社長 河村 直人 

所在地 東京都中央区築地 4 丁目 1 番 1 号 東劇ビル 15 階 

設立 1990（平成 2）年 5 月 

資本金 1 億 8,705 万円 

事業内容 企業に対する採用業務のアウトソーシング事業 

URL http://www.jdv.co.jp/ 

 

霞が関駅 

http://www.jdv.co.jp/seminar/1422/
http://www.jdv.co.jp/casestudy/
http://www.jdv.co.jp/
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■株式会社インターワークスについて 

URL https://interworks.jp/ 

代表取締役社長 雨宮 玲於奈 

証券コード 6032 東証 1部 

所在地 東京都港区西新橋 1-6-21 NBF 虎ノ門ビル 8 階 

設立 1991（平成 3）年 3月 

資本金 1 億 7,043万 4千円(2016 年 7 月現在) 

売上高 37 億 9,900万円(2016年 3 月期実績) 

事業内容 

 

1．メディア＆ソリューション事業 

製造業界で求人掲載件数 No.1 を誇る「工場 WORKS」を中心に業界・職種に特化し

た 8 つの求人サイトを展開 

（１）求人メディア 

 

製造業・工場の求人掲載件数 No.1 

「工場ワークス」 

https://04510.jp/ 

 

全国の製造業に特化した 

「製造×転職 Makers」 

https://makers.04510

.jp/ 

 

女性のための派遣求人サイト 

「派遣 Style」 

https://www.haken.or.

jp/ 

 業界特化型「アパレルワークス」 http://apworks.jp/ 

 業界特化型「販売・接客ワークス」 https://workstore.jp/ 

 

地元の求人はりがみを自由に投稿、掲載 

出来るアプリ！「ぽけじょぶ」 

https://pokejob.com/ 

 

全国の求人を一括検索で探せる 

「しごとま」 

https://jp.shigoto-ma

tome.com/ 

 

日本で働きたい在留外国人向け 

「Jaboon（じゃぶーん）」 

https://www.jaboon.c

om/ 

（２）ソリューションサービス 

   採用ホームページの制作や診断ソフトの販売 

2．人材紹介事業 

 コンサルタントによる転職支援・紹介 http://www.i-am.jp/ 

3．採用支援事業（企業の人事部代行） 

 企業の採用業務を請け負うアウトソー

シング（関連会社日本データビジョン株

式会社にて実施） 

http://www.jdv.co.jp/ 

■本件お問合せ先 

株式会社インターワークス  

リレーション推進室 担当： 野田 

〒105-0003 東京都港区西新橋 1-6-21 NBF 虎ノ門ビル 8 階 

TEL：03-6823-5404 FAX：03-3539-1680 URL : https://interworks.jp 
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