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はじめに

この冊子は、中小規模の人材サービス事業者（人材派遣、人材紹介、求人メ
ディア等）向けに、IT を活用した業務（社員の勤怠管理等の社内向け業務を含
みます）の効率化や生産性向上に向けた取り組み事例を紹介するものです。
未曽有の人手不足が続くなか、人材紹介事業においても、あるいは人材派遣
事業においても、お客様の求める人材をなかなかご紹介できずにいることはあ
りませんか。求人広告事業においても、便利なツールを使って生産性を高めた
いと思うことはありませんか。
よい人材を集め、満足度の高いマッチングを実現するには、社員が付加価値
の高い本来業務に注力できる環境を作ることが必要です。
本冊子は、最新の調査結果も踏まえ、人材サービス事業者が直面している経
営課題に対し、中・小規模の企業でも導入しやすい IT ツールを用いて取り組
んでいる事例をご紹介するものです。
同業他社の事例に触れて IT 活用等に取り組む事業者を増やし、人材サービ
ス産業の生産性向上を通じて、誰もが活躍できる社会が実現することを本事業
は目指しています。
----この事例集は厚生労働省委託 中小事業者に対する IT 活用等支援事業の一環として作成したものです。
作成にあたっては「中小人材サービス事業者の IT 活用等による生産性向上に向けた検討会」（座長：
岡田浩一明治大学教授）での議論と、人材サービス事業者への実態調査結果を参考にしています。詳し
くは、中小人材サービス事業者の「IT 活用による生産性向上」
応援サイト（https://www.murc.jp/jinzai_it/）
をご参照ください。
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本冊子の活用にあたって
該当ページへの検索ガイド
企業の IT 活用を取り巻く状況・背景はさまざまです。
本冊子の使い方として、企業の関心やお悩みの別、あるいは取り入れたい IT ツールのタイプ別
等で関連するページを参照することができます。
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１０ 

デジタルセールスツールを導入し、営業の効率とアポイント獲得率が高まった。
電話をかけてメールアドレスを教えてもらうということを営業のひとつの指標にす
ることで、新人の育成にもプラスになっている。
残業時間の削減にもつながり、従業員の採用や定着にも寄与している。
（アルバイトタイムス）
電子メールよりもカジュアルに使えるビジネスチャットを導入。社員間のコミュニ
ケーション密度を減らすことなく手間が減り、生産性の向上も実感。
さらに、業務の「気づき」を書き溜めることで、あらためてマニュアル等を作成す
ることなく、ノウハウの蓄積・共有が可能になっている。
（インターワークス）
Web サイトを訪れたユーザーに働きかける MA ツールの導入で、問い合わせが飛躍的
に増加。新たな顧客獲得につながっている。
（インディバル）
クラウド型電子契約サービスで、契約業務の大幅な効率化・時間短縮を実現。
IT ツールの活用で、全メンバーのリモートワークを可能に。
（キャスター）
ビジネスチャットを導入。社員同士の円滑な情報交換、情報共有が可能となり、社
内コミュニケ―ションが円滑になった。
これまでメール作成に費やしていた時間が短縮され、業務の効率化にもつながって
いる。
（クリエアナブキ）
低コストの Web 会議ツールを使って、求人企業と応募者との面接を遠隔で実施。
採用企業、応募者の双方にとってサービスの向上となっている。
RPA で定型的業務を効率化。空いた時間を「人でなければできない業務」へ。
（廣済堂ビジネスサポート）
顧客管理システム（CRM）を導入。顧客情報や商談履歴をリアルタイムで社員が共有
可能に。また、社内プロセスの自動化で煩雑な作業が減り、紹介の本業に注力でき、
時短も実現。
さらに、営業管理のシステム化で、最小限のマネージャー人数で営業管理ができて
いる。
（コトラ）
経営力向上計画の認定を受け、税制優遇（税効果を踏まえると実質 15％相当分の値
引き）を得て業務システムの入れ替えを実施。
全社業務全体の生産性が向上、総務部門の残業が従来比 4 割減となった。
（シグマスタッフ）
定型業務を自動化してくれる RPA ツールで事務業務の作業時間を大幅に削減。
SFA・CRM の導入で、属人化しがちだった顧客情報が会社の財産に。また営業と制作
間の業務の効率化も実現。
上記 2 つの取り組みで、残業時間が大幅に削減された。
（泉州広告）
人材スカウトから選考、売上・請求までの一連の業務をカバーする人材紹介業向け
基幹システムを導入。業務効率が大幅にアップした。
パッケージシステムで費用と社内 SE 不足の問題を軽減。パッケージにない機能は追
加開発。
（テクノブレーン）
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１９ 

場所を選ばず遠隔地でも対面に近い面接が簡単にできる Web 面接ツールを導入。物
理的に離れている求職者でも面接をすることができ、応募者数の増加を実感。
人事担当者側も社内共有、派遣先への共有など様々な事務処理があるが、それらを
効率的に行うことができ、生産性が上がっている。
（東商）
RPA を求人サイトに掲載する情報の収集や派遣部門の応募者対応等で活用。
2 時間かかっていた作業もボタン 1 つで瞬殺。大きな時短や残業削減効果をあげてい
る。
（ビースタイル）
顧客管理システムの導入で顧客情報の共有・管理がしやすくなった。営業戦略も立
てやすく、新人には難易度の低い顧客を任せて成功体験を積ませ、早期育成や定着
にもつなげている。
勤怠管理システムの導入は残業削減に効果。金額換算すると年 2,000 万円近いコス
トダウンに。
（ビジネスアシスト）
選考フローでの状況と実績を可視化するために業務システムを導入。
蓄積したデータから KPI を設定し、売上は前年比 197％、個人の生産性は 157％増に。
（ヒューマングローバルタレント）
新事業（人材紹介）の展開後、部門間の親和性担保と営業力向上を目的に、他部門
で導入済みの顧客管理システム（CRM）を利用開始。
部門をまたいだ顧客情報の共有や課題発見・分析の実現により、サービスや営業力
の向上につながる。
（プログリット）
自社開発から市販のシステム活用に切り替えることで、法令改正や税率・保険料率
変更のたびに必要となっていたシステム更改の負荷やリスクを軽減。
システム部門が売上げに貢献する仕事にいっそう注力できるように。現場での利便
性も向上。
（北海道アルバイト情報社）
対面での打合せが出来ない場合に活用するオンライン商談ツールを導入。物理的に
離れている社員、顧客との間でも会議を実施することができ、移動時間の削減等、
生産性向上を実感。
さらに、営業面では毎度地方へ出張することは難しかったが、オンライン商談ツー
ルによって必ずしも実地に足を運ばなくとも商談することができている。
（ＭｙＲｅｆｅｒ）
名刺管理システムの導入で顧客情報が社員の共有資産に。名刺を探す手間が省ける
上、営業をかける前に社内のつながりを探すことで「最短で会いに行く」ことが可
能に。
SMS 送信サービスで手入力の手間・リスクが解消。転職希望者の開拓にもつながって
いる。
（リージョンズ）
オンライン商談ツールを導入。顧客への移動時間の削減と商談数の増加につながっ
た。
併せて AI 搭載型クラウド IP 電話を導入し、若手の商談を録音でチェックすること
で、営業のノウハウの継承、若手の教育につながっている。
（ＬｉＢ）
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事例目次：抱えていた課題・取組のきっかけ
No.

課題・取組のきっかけ

・ 従業員の定着率や採用のためにも、特に労力がかかっていた新規顧客獲得のための営
業活動について、業務を見直そうと思った。
（アルバイトタイムス）
・ 社員より、
「電子メール（Gmail）よりもカジュアルな、チャットのような情報・ナレ
ッジ共有ツールを活用したい」という要望が上がった。
２
（インターワークス）
・ 新規の顧客開拓は、営業部隊によるテレアポと飛び込みが中心で、Web ページからの
問い合わせは少なかった。
３
（インディバル）
・ オンライン上に待機している専属アシスタントが会社のバックオフィス業務を行う
サービスを展開。サービス提供先企業との契約と業務を提供する人材との契約がとも
４
に紙ベースであり、煩雑に感じる。
（キャスター）
・ 社員同士がもっと自由闊達にコミュニケーションできる組織にしていきたいという
課題認識があった。
５ ・ ちょうど外勤担当者に支給している携帯電話をガラケーからスマホに切り替える時
期で、誰もが気軽に使えるツールを探していた。
（クリエアナブキ）
・ 遠隔地間での面接や会議を、低コストで実施できるようにしたかった。
６ ・ 請求書管理やバックオフィス業務を効率化したかった。
（廣済堂ビジネスサポート）
・ 社員が増え、顧客情報や商談履歴をリアルタイムに共有できないことに、不便を感じ
るようになった。
７
（コトラ）
・ 派遣スタッフの勤怠実績の集計処理等、総務・営業等において繁忙の変動が大きい業
務があり、負担感が大きかった。時代の流れが働き方改革に向かっていくなかで、改
善の必要性を感じていた。
８
・ 業務システムの入れ替え時期で、会社の実情にあった、かつ費用対効果の高いシステ
ムを探していた。
（シグマスタッフ）
・ 営業現場で作業を極力終わらせて、帰社後の業務をなくしたい。
・ 社員の作業をなくし企画などクリエイティブな仕事をさせたい。
９
・ 顧客情報を属人化せずに会社の財産にしたい。
（泉州広告）
・ 社内 SE が構築した業務システムが古くなり、メンテナンスが大変になっており、
また、事業規模拡大に対応しきれなくなっていた。
１０
（テクノブレーン）
１
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１２

１３
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１９

課題・取組のきっかけ
・ 限られた採用担当者で数多くの求職者と面談するのは課題であった。
・ また、最近の求職者は履歴書を作成するなど面倒なことが嫌いであり、エントリーの
ハードルを下げることも課題であった。
・ 取引先からよいツールがあると紹介されたのが導入のきっかけ。
（東商）
・ 誰でもできる作業だが、常時発生するわけではないので人を固定で置いておけず、発
生する都度時間をとられる作業があった。
（ビースタイル）
・ お客様や営業所が増えて、求人広告のための顧客管理が Excel では追いつかなくなっ
た。
・ 内訳が不透明なため、残業の多い社員の指導がしづらかった。
（ビジネスアシスト）
・ 人材紹介業は経験が個人に蓄積される業種だが、成功事例を組織で共有し、未経験者
でもノウハウを再現できる仕組みを作りたかった。
・ 業務フローに応じて様々なデータを取得し、KPI を作成したかった。
（ヒューマングローバルタレント）
・ 英語コーチング事業の顧客へのサービス拡充として、英語力を活かすキャリアアップ
支援（人材紹介）事業を開始。両部門の親和性を図りつつ、営業力を向上させたいと
考えた。
（プログリット）
・ 基幹システムのほか給与計算や会計ソフト等も自社開発してきたが、度重なる法令改
正や税率・保険料変更への対応が負担となっていた。
・ システム部門がメンテナンスや問い合わせに時間を取られていた。
（北海道アルバイト情報社）
・ 限られた営業マンが効率的に活動するため、オンライン商談ツールはいくつか使って
いた。会社として業務の標準化やデータ蓄積・育成という観点から使用ツールを統一
した
（ＭｙＲｅｆｅｒ）
・ 交換した名刺が探しにくく、また、営業情報として共有・活用されていなかった。
・ 100 名単位のセミナー参加者に SMS を送るのに、アドレス（電話番号）を手打ちして
いた。
（リージョンズ）
・ 営業担当者の顧客への移動時間を計算して驚き、効率化を図りたいと考えた。
・ 訪問営業中心の文化、スタイルを変えたいと考えた。
（ＬｉＢ）
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事例目次：
No.

IT 活用／ツールのタイプ別

ＩＴ活用／ツールのタイプ

ツールの例（該当ページ）
「スタッフエクスプレス」
（エスアイ・システム）
（シグマスタッフ p.48）

１

・業務システム（基幹システム）
・業務フローのシステム化

「HR-Business Cloud」（ポーターズ）
（ヒューマングローバルタレント p.72）

「MatchinGood（マッチングッド）」
（ブレイン・ラボ）
（テクノブレーン p.56）

２

・顧客管理システム（CRM）
「ＢＡ営業情報システム」(ビジネスアシスト)
・顧客情報・営業情報のリアルタイ
（ビジネスアシスト p.68）
※「FileMaker」利用
ムでの共有
「Salesforce」（セールスフォース・ドットコム）
・顧客管理システムの導入
（コトラ p.44、泉州広告 p.52、プログリット p.76）
・営業支援システムの導入

３

・MA（マーケティングオートメーシ 「Digima」（コンベックス）
（アルバイトタイムス p.20）
ョン）ツール（顧客開拓ツール）
「Sansan」（Sansan）
・デジタルセールスツール
（リージョンズ p.88）
・新規顧客開拓への IT 導入
「SATORI」（SATORI）
・名刺管理ツール
（インディバル p.28）

４

・電子契約サービス
「クラウドサイン」
（弁護士ドットコム）
・契約業務の電子化、ペーパーレス
（キャスターp.32）
化

５

・Web 会議システム（商談ツール）
・オンライン商談
・営業職のリモート勤務支援

６

・Web 会議システム（面接ツール）
・オンライン面談
・U・I ターン希望者との面談

「ベルフェイス」(ベルフェイス)
（MyRefer p.84、Lib p.92）

「BioGraph」（マージナル）
（東商 p.60）

「Zoom Meetings」（Zoom Video Communications）
（廣済堂ビジネスサポート p.40）

「ＢＡ勤怠管理システム」(ビジネスアシスト)
７

・勤怠管理システム

（ビジネスアシスト p.68）

※「FileMaker」利用

「スタッフエクスプレス」
（エスアイ・システム）
（シグマスタッフ p.48）

８

・給与計算システム

戦略給与情報システム「PX2」（TKC)
（北海道アルバイト情報社 p.80）

6

No.

ＩＴ活用／ツールのタイプ

ツールの例（該当ページ）
「esa」（esa）

９

・コミュニケーションツール
（情報共有ツール）
（チャット）
・社員間のコミュニケーションの活
性化・円滑化

（インターワークス p.24）

「LINE WORKS」（ワークスモバイルジャパン）
（クリエアナブキ p.36）

「Slack」（Slack Japan）
（インターワークス p.24）

１０

・RPA ツール（業務自動化ロボット）
「BizteX cobit」（BizteX）
・求人広告や求人サイトの定型的な
（廣済堂ビジネスサポート p.40）
作業の効率化
「WinActor（ウィンアクター）
」（NTT データ）
・応募者対応等の自動化
（泉州広告 p.52、ビースタイル p.64）
・契約書発行業務の自動化

１１

「Accrete（アクリート）
」
（アクリート）
・その他の業務効率化ツール
（リージョンズ p.88）
・SMS 送信サービス
「G Suite（ジー・スイート）
」（Google）
・グループウェア（共有予定表等）
（北海道アルバイト情報社 p.80）
・AI 搭載型クラウド IP 電話
「MiiTel」（RevComm）
（商談電話の録音･自動起こし）
（Lib p.92）
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事例目次：

本社所在地・業種・規模

本社
所在地

紹介

１ アルバイトタイムス

東京都

○

２ インターワークス

東京都

○

３ インディバル

東京都

４ キャスター

宮崎県

５ クリエアナブキ

香川県

６ 廣済堂ビジネスサポート

事業者名

業種
派遣

規模

ページ

○

101～300 人

20

○

101～300 人

24

○

101～300 人

28

○

101～300 人

32

○

○

101～300 人

36

東京都

○

○

51～100 人

40

７ コトラ

東京都

○

○

31～50 人

44

８ シグマスタッフ

東京都

○

○

51～100 人

48

９ 泉州広告

大阪府

31～50 人

52

101～300 人

56

30 人以下

60

○

301 人以上

64

○

101～300 人

68

No.

広告

○

１０ テクノブレーン

東京都

○

１１ 東商

東京都

○

１２ ビースタイル

東京都

１３ ビジネスアシスト

山口県

１４ ヒューマングローバルタレント

東京都

○

51～100 人

72

１５ プログリット

東京都

○

101～300 人

76

１６ 北海道アルバイト情報社

北海道

○

101～300 人

80

１７ ＭｙＲｅｆｅｒ

東京都

○

30 人以下

84

１８ リージョンズ

北海道

○

30 人以下

88

１９ ＬｉＢ

東京都

○

51～100 人

92

8

○
○

○

○

○

Ⅰ IT 活⽤に向けた取り組みが求められる背景
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Ⅰ IT 活⽤に向けた取り組みが求められる背景
ここでは IT 活⽤に向けた取り組みが求められる背景について､データ等も⽰しながら簡単に⾒ていきます。
■本業界において、中小企業の IT 活用による生産性向上は、業界が抱える課題の 1 つと位
置づけられています。
○経営力向上に向け、IT 活用等により生産性向上を図ることが求められています。
〇職業紹介事業､労働者派遣事業については、経営力向上に関する「事業分野別指針」※の中で、
IT 活用が十分でない状況が見られることから活用を進める必要があるという指摘がなされて
います。（図 1）
※詳しくは「経営力向上に関する事業分野別指針（職業紹介事業・労働者派遣事業）」参照。
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html (最終閲覧 2019/12/20）
）
※求人広告業も、「広告業」として中小企業経営強化税制の指定事業となっています。
（事業分野別指針はありませんが、「基本方針」に則り経営力向上を図ることが求められています。）

図 1 職業紹介事業・労働者派遣事業における現状認識・課題・⽬標とする指標
（「経営⼒向上に関する事業分野別指針（職業紹介事業・労働者派遣事業）」の概要より

(出所)中小企業庁「事業分野別指針の概要について」（2019 年 9 月）より抜粋 （赤い枠は MURC にて追記）
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/191216shishingaiyou.pdf）

〇職業紹介・労働者派遣事業、広告業とも、中小企業経営強化税制の指定事業となっています。
（ソフトウェア購入や IT 投資に税制優遇等が受けられる可能性があります。
）※
※詳細は「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」でご確認ください。
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/191203zeiseikinyu.pdf） (最終閲覧 2019/12/20）
）
※本事例集に、経営力向上計画の認定を受けて IT 投資に税制優遇を受けた事例を収録しています。

〇このほかにも、中小企業等の IT 化の取り組みに対する公的支援があります。
※本事例集の巻末で、公的支援を探せる Web サイト等をご紹介しています。
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■本業界では、IT 化により「業務上のコミュニケーションを活発・円滑にしたい」「ユー
ザー企業の情報管理を簡単にしたい」
「営業活動を効率的に行いたい」との声があります。
〇本事業で、業界初の IT 化に関する簡易 web 調査を行いました。
〇抱えている業務上の課題（人材サービスに係る IT 化、社内業務の IT 化等）としては、
「業務上のコミュニケーションを活発・円滑にしたい」が最も多くの事業者によって挙げられ、
「ユーザー企業の情報管理を簡単にしたい」
「営業活動を効率的に行いたい」が次いでいます。
※本事例集の巻末に、調査結果を収録しています。

図 2 業務上の課題（⼈材サービスに係る IT 化、社内業務の IT 化等）

(出所)「本業界における IT 活用の取組状況

～簡易 Web 調査結果」

※本事例集巻末参照

〇制度改正に伴うコストアップへの対策としても待ったなしの状況です。
・制度改正に伴い、今後、経費処理や伝票のチェック作業が膨大に発生することが予想されます。
例えば人材派遣業では、派遣スタッフの業務上交通費について実費支給化が進む可能性があります。
・こうした定型作業は IT により効率的に処理することができます。IT 利活用企業とそうでない企業で
は、生産性に大きな差がつくことが予想されます。
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■勝ち残りのためには、生産性の向上が必要です。
○中小企業の生産性が伸び悩んでいます。大企業との差は拡大傾向にあります。（図 3、4）
図 3 規模別売上⾼の推移

図 4 規模別労働⽣産性の推移

（出所）中小企業庁（2017.9）「最近の中小企業・小規模事業者政策について」
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/160804seisaku.pdf

○中小企業の中にも、生産性の高い稼げる企業があります。
○生産性の高い中小企業は、設備投資や IT 投資等に積極的であり、一人あたり賃金が高い傾向
があります。（図 5、6）
図 5 労働⽣産性の累積分布

図 6 労働⽣産性の⾼い中⼩企業の特徴（例︓⼩売業）

(出所)図 3、4 に同じ
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○IT 投資を積極的に行う中小企業のほうが、売上高、売上高経常利益率の水準が高い傾向があり
ます。（図 7）
○IT 投資開始企業は、投資開始前に比べ売上高経常利益率を大きく伸ばしているという分析もあ
ります。（図 8）
図 7 業種別にみたＩＴ投資と業務実績の関係

(出所)図 3、4 に同じ

図 8 IT 投資開始企業と⾮開始企業の売上⾼経常利益率

（出所）2016 年版中小企業白書

○技術革新により、安価で高機能で利用しやすい情報技術（IT）が普及してきています。
政府の成長戦略でも、IT を活用して経営革新を行うことが、中小企業に期待されています。
○しかしながら、中小企業全体でみれば IT を活用した効率化が遅れている状況です。
（図 9、10）
図 9 規模にみた従業員⼀⼈あたりの情報処理関係⽀出

(出所)図 3、4 に同じ
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図 10 中⼩企業が IT 投資を⾏わない理由

■企業の経営課題に、IT の利活用が効く可能性があります。
○企業が直面する経営課題の緩和・解決に、IT の利活用が効く可能性があります。
○中小企業が考える今後取り組みたい IT の利活用としては、
「業務システムの導入による効率化
（51.1％）」
「場所を選ばず仕事ができる環境整備（40.8％）」
「販路開拓・取引拡大のための取
り組み（28.3％）」を挙げる割合が高くなっています。（図 11）
図 11 ⽣産性向上に向けた IT の利活⽤＜今後取り組みたい内容＞

(出所)東京商工会議所（2019）「中小企業の経営課題に関するアンケート結果」

図 12 IT 活⽤⽅法と具体例
（◎：IT 導入の効果大・積極的に IT 活用を検討すべき、○：IT 導入効果あるものの IT のみでは効果限定的、
△：IT の使い方・効果を要検討、×：IT を意思決定の補助とすることは必要であるが最終的には人間が判断すべき）
IT 活用方法
具体例
■各種データの収集
売上データ、出荷・在庫データ、原価データ、利益データ等
定
量
■各種データの加工
商品別・顧客別・月別・担当者別 販売データレポートやグラフ等 ルーチン的業務
■各種データの分析
各種データに対する分析や判断、非ルーチン的業務
■ｾｷｭﾘﾃｨ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ対応
情報セキュリティ対策や各種コンプライアンス対応
定
■情報共有化
社内ポータル、掲示板、ファイル共有、電子メール、ワークフロー、e ラーニング等
性
■定性情報の収集
顧客ニーズの把握、従業員の意見集約、新規顧客開拓等
■意思決定
経営目標の設定、価格決定、新規事業進出判断などの経営判断

IT 導入効果
◎
◎
○
○
○
△
×

(出所)春日丈実（2011）「経営課題と IT サービス活用方法」,ITmedia エンタープライズ
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1107/01/news010.html

○IT 利活用における成功のポイントは、経営者自らが IT 化の必要性について理解を深め、
経営改革と IT 化の同時進行を図り、IT コーディネーター等の外部人材を活用することにある
と考えられています。（図 13）
図 13 IT 利活⽤における成功のポイント


経営者が必要性を理解し、自ら積極的に関与すること



経営課題を解決する手段としての“IT 利活用”を図ること



IT 化における推進担当者の育成と従業員の意識改革



先端技術と経験・技・匠の組み合わせによる実現



外部専門家（IT コーディネーター等）の活用

(出所)中小企業庁（2004）「中小企業 IT 化推進計画Ⅱ
IT 利活用』へ～」

～『業務改善のための IT 化』から『経営革新のための
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

以上みてきたように、本業界においても、IT 化等により中小企業の生産性向
上を図ることは業界にとっての課題であり、また、IT 化に取り組むことには、
中小企業の経営課題への対応や経営力向上に効果があると期待できます。

一方、本業界の中小企業からは、同業他社がどのように IT 化に取り組んだ
か、どのような効果があったかを知りたいという声があります。

こうしたことから、Ⅱ章では、中小事業者でも取り入れやすい IT ツールの導
入事例を中心に、本業界における中小事業者等の取り組みを紹介します。
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Ⅱ 中⼩⼈材サービス事業者による IT 導⼊・活⽤事例
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Ⅱ 中⼩⼈材サービス事業者による IT 導⼊・活⽤事例
ここでは調査にご協⼒いただいた⼈材サービス事業者において、中・⼩規模の企業でも導⼊しやすい
IT ツール等を活⽤しながら経営課題に取り組んでいる事例を紹介します。

＜事例＞
（五十音順）
掲載ページ

１）アルバイトタイムス ....................................... 20
２）インターワークス ......................................... 24
３）インディバル ............................................. 28
４）キャスター ............................................... 32
５）クリエアナブキ ........................................... 36
６）廣済堂ビジネスサポート ................................... 40
７）コトラ ................................................... 44
８）シグマスタッフ ........................................... 48
９）泉州広告 ................................................. 52
１０）テクノブレーン ........................................... 56
１１）東商 ..................................................... 60
１２）ビースタイル ............................................. 64
１３）ビジネスアシスト ......................................... 68
１４）ヒューマングローバルタレント ............................. 72
１５）プログリット ............................................. 76
１６）北海道アルバイト情報社 ................................... 80
１７）ＭｙＲｅｆｅｒ ........................................... 84
１８）リージョンズ ............................................. 88
１９）ＬｉＢ ................................................... 92
※事業者名や従業員規模等は取材時点のもの。
※IT ツール等の料金は導入時点のもの。（現在は異なる場合があるので最新の情報はベンダーにお問い合わせください。）
※事例ページの見出しタブの種類は以下のとおり。
・業種・業態
…「派遣」「紹介」「求人広告」
・従業員規模
…「30 人以下」
「31～50 人」
「51～100 人」「101～300 人」「301 人以上」
・本社所在地
…「都道府県」
・IT 活用／ツールのタイプ
「情報共有」
情報をメンバーとリアルタイムで共有したい
「自動化」
業務を自動化したい／転記に際しての間違いをなくしたい
「営業強化」
顧客開拓や営業力を強化したい
「育成定着」
新人の早期戦力化や定着を図りたい
「その他効率化」その他の業務効率化

19

営業強化

定着育成

株式会社アルバイトタイムス


デジタルセールスツールを導入し、営業の効率とアポイント獲得率が高まった。



電話をかけてメールアドレスを教えてもらうということを営業のひとつの指標にすること
で、新人の育成にもプラスになっている。



残業時間の削減にもつながり、従業員の採用や定着にも寄与している。

導入した IT ツール
 MA ツール（デジタルセールスツール）
（「Digima」 株式会社コンベックス）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

•従業員の定着率や採用のためにも、特に労力がかかっていた新規顧客
獲得のための営業活動について、業務を見直そうと思った。

•メールを送信し問い合わせをいただいたり、メールに添付したコンテ
ンツに興味をもった企業様に営業をかけるデジタルセールスツールを
導入。

•新規顧客開拓の労力･時間の低減。働き方改革と営業効率向上が両立。
取り組み後
（効果）

コスト(費用)

メリット(効果)

•Webサイトの閲覧者からの問い合わせが増加。受注につながっている。

・導入初年度は、最小のアカウント数ではじめ、年間 100 万円ほど。
・2 年目以降は、アカウントを増やし、年間 220 万円ほど。
・営業のアポイント獲得率が高まった。
・新規顧客獲得の営業にかかっていた負荷が減り、働き方改革と営業効率向上
の両立が図れた。
・Web サイトの閲覧者からの問い合わせが増加。受注につながっている。
・Web サイト閲覧者に対し、関心にあった情報を提供できるようになり、サービ
ス向上にもつながっている。
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広告・紹介

101～300 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○新規顧客開拓のアポイント獲得率を高めることができました。
 従来の営業は、求人を出したいと検討されていると思われる企業様に、当社の求人情報誌「DOMO

（ドーモ）
」や求人情報サイト「DOMO NET（ドーモネット）
」への掲載を提案するために電話で
アポイントを取り、訪問して商談を行っていました。ただし、電話をかけても、断られること
は少なくありません。当社だけでなく何社もが営業をかけていて、正直、迷惑なところもある
かと思います。ようやくアポイントをいただいて訪問しても、
「いまは人は足りているので…」
「他誌に掲載しています」といったこともあり、受注につながるとは限りません。
 こうしたことから、特に新規顧客開拓の営業は、既存顧客への営業に比べて 7 倍近くの労力が

かかっていました。逆に言えば、成果は 7 分の 1 ということです。優先順位を決めず「どうで
すか……」と電話をするしかなかったこともありますが、営業効率を高めるには、受注に近い
お客様を見極めて提案をすることが効果的です。働き方改革に取り組むなか、時短を進めなが
ら営業力を高められる何かよい方法はないかと模索していました。
 そうしたときに、当社のセールスプロモーション部門がコンベックス社の「Digima」というデ

ジタルセールスツールを導入し、メール機能を使って優先順位を決めて営業を行うことで成果
をあげつつあるという話を聞き、求人提案でも導入してみようと思いました。
 ツールを入れたことで、営業のやり方が変わりました。以前は、ともかく電話をかけて、アポ

イントの約束を取り付け、会いに行く、というやり方でしたが、ツールを入れてからは、資料
を送るためのメールアドレスを教えてもらうということが、電話営業のひとつのやり方になり
ました。そして、いただいたメールアドレス宛てに資料をメールでお送り、開封やリンクのク
リックが確認できてから、再度電話をかけます。そうすると「資料にあった○○について、詳
しく聞かせてほしい」といって、アポイントが取れるようになりました。結果的に新規の商談
の件数を増やすことができています。

○残業削減や新人の育成にもつながっています。
 電話をかけてメールアドレスを教えてもらうということを営業のひとつの指標にすることで、

新人の育成にもプラスになっています。新規顧客開拓で電話をかけて説明し、アポイントを取
るということは、特に新人にはなかなか難しいところがあります。それが、アポイントを取る
前に、メールアドレスを教えてもらうという目標を設定することで、なかなかアポイントをと
れなかった新人にも、「今日は○個の新規のメールアドレスを教えてもらう」という目標で電
話営業をやらせることで、
「よくやった」と言えるようになりました。また、実際にアポイント
を取りやすくなったことで、新人に成功体験を積ませやすくもなりました。営業のやり方を変
えたことは、新人の育成や定着にもつながっていると思います。
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 もともと「Digima」のような営業を効率化する IT ツールを探すことになったきっかけは、時短

や働き方改革への取り組みでした。従来、求人業界は残業体質なところがありましたが、人材
の定着や採用のためにも、残業削減に取り組むことが必要でした。業務を見直すなかで、一番、
負荷がかかっていたのが新規顧客開拓のための営業でした。こうしたことから、率先してその
改善を検討したわけです。また、これに次いでコストがかかっていたのは、求人原稿の作成と、
求人広告に対して求職者を集めるための働きかけについてでした。こうした業務についても見
直しを行い、必要に応じて IT ツールを積極的に取り入れることで、いまでは 20 時前には社員
がみな帰るようになっています。業務の見直しを行うとともに、IT ツールを活用したことは、
残業削減や社員の働き方改革の推進に効果をあげていると言えます。

○Web サイトからの問い合わせが増えました。
 通常の求人の営業だけでなく、Web サイトを使ったマーケティングにも「Digima」を導入して

います。当社では 2 年ほど前に、求人広告のお客様である店長や企業の人事担当者向けに、当
社が持つ静岡・愛知の人材採用のノウハウなどのお役立ち情報を提供する Web サイト「ヒトク
ル ： 東 海 の 店 長 ・ 人 事 担 当 者 の た め の お 役 立 ち サ イ ト 【 ヒ ト ク ル 】」
（http://hitokuru.atimes.co.jp/nagoya）を立ち上げました。顧客と営業という関係性だけで
ない別の接点を持ちたかったことと、これからは求人広告だけではない新たな付加価値の提供
を行っていく必要があると考えたことが理由です。そして、Web サイトを見た人事担当者から、
求人広告のお問い合わせがあることも当然ながら期待していました。
 しかしながら、
このような活動を 2 年ほど続けてみたものの鳴かず飛ばずの状況が続きました。

そのような折、「ヒトクル」掲載記事のリンクを記載したメールを一斉送信してみてはという
コンベックス社からの提案を受け、時期に合わせたコンテンツをツールのメール機能を使って
送るというメールコミュニケーションを始めました。
 その結果、ひと月あたり 250 件ほどのお問い合わせをいただき、見込み客として営業につなげ

るようになりました。そのうち 120～130 件ほどが受注につながっています。ツールの機能を
使って、メールを開封し、記載したリンクに飛んだというお客様に対し、当社の電話営業部隊
が一斉架電しています。ただ、120～130 件のうちの 100 件ほどは、お客様のほうから、電話や
問い合わせフォームでお問い合わせをいただいたものとなっています。
 こうしたことから、こちらから電話をかけていくプッシュ型のコミュニケーションよりも、情

報提供をしながらお客様側に問い合わせていただくプル型の営業のほうが、お客様のニーズに
合い、営業としても効率がよいのではないかということが見えてきた取り組みとなっています。
 「Digima」を使うと、メールの開封・再開封のほか、メール記載のリンクをクリックしたか、

その後どのページを見たかなど、お客様のアクションごとに通知を受け取ることができます。
これらを集計することで、メールのパフォーマンスやお客様の関心を分析できます。こうした
分析を踏まえて提案するなど、Web サイトと営業で効果的な連携ができるようになりました。
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コストと効果について
○コスト
 費用はライセンス料だけです。初年度は必要最小限のアカウント数で契約し、年間 100 万円く

らいでした。2 年目以降はアカウントを増やし、年間 220 万円ほどです。
 メール機能を使うのに、IT リテラシーが高い必要はありません。特に研修などを受ける必要も

なく使えます。メールの開封・再開封や Web 閲覧履歴などの集計・分析結果を見るのも、Excel
の集計結果を見るのと変わりがありません。
○効果
 新規顧客開拓のアポイントの獲得率が高まっています。
 メール機能を使って Web サイトの閲覧が高まりました。
Web サイトからのお問い合わせが増え、

その分だけで月 600 万円ほどの売上につながっています。
 メールの開封や Web サイトの閲覧履歴などから、お客様が関心のある情報を提供できるように

なり、サービス向上にもつながっています。

Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 当時の営業部門長が旗振り役になっていました。取締役が IT 活用の必要性を認識し、試行錯

誤に対して寛容であったことで取り組みを進めることができました。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
 社内に詳しい人はいません。普通の社員が手探りで練習しながら始めました。自己申告で外部
の研修に参加した人もいます。隔週でミーティングを続けて取り組んできました。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 IT ツールを導入するかは、長い期間で有効かどうかで判断しています。この先、デジタル要素
を入れなければ取り残されてしまうようなものについては、研究開発に近いものとして継続的
に取り組んでいく方針です。
株式会社アルバイトタイムス
http://www.atimes.co.jp/
〒101-0043 東京都千代田区神田富山町 5-1 神田ビジネスキューブ 7F・8F
主な事業：求人メディア事業（無料求人情報誌『DOMO(ドーモ)』の編集・発行(静岡東部版･中
部版･西部版､愛知･岐阜版)、求人情報サイト『DOMO NET(ドーモネット)』の運営、
求人情報サイト『JOB(ジョブ)』の運営、採用管理システム「ワガシャ de DOMO!」
の企画・開発・販売、有料職業紹介事業等におけるコンサルティング）
設立
：1973 年 10 月
資本金 ：4 億 5,599 万円
従業員数：132 名（正社員のみ。連結 181 名）
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情報共有

株式会社インターワークス


電子メールよりもカジュアルに使えるビジネスチャットを導入。社員間のコミュニケーショ
ン密度を減らすことなく手間が減り、生産性の向上も実感。



さらに、業務の「気づき」を書き溜めることで、あらためてマニュアル等を作成することなく、
ノウハウの蓄積・共有が可能になっている。

導入した IT ツール
 コミュニケーションツール（チャット）
（「Slack」 Slack Japan 株式会社）
 コミュニケーションツール（情報共有）
（「esa」 合同会社 esa）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

取り組み後
（効果）

コスト(費用)

メリット(効果)

•社員より、「電子メール（Gmail）よりもカジュアルな、チャットの
ような情報・ナレッジ共有ツールを活用したい」という要望が上がっ
た。

•ビジネスチャットアプリ（Slack）とナレッジ共有アプリ（esa）を導
入。従来の電子メール（Gmail）との棲み分けの具合を確認した。

•電子メールより気軽に社内コミュニケーションがとれるようになった。
•電子メールより受発信に伴う定型作業が減り、生産性が向上。
•マニュアルを作らずに、社内ナレッジの即時共有が可能に。

【Slack】・直接経費：1 ライセンス年間 10,200 円×200 人＝204 万円
・エンジニアの人件費（自主的活動範囲内）
【esa】 ・直接経費：1 ライセンス年間 6,000 円×200 人＝120 万円
・エンジニアの人件費（自主的活動範囲内）
・メール受発信に伴う定型作業削減（発信側：月作業時間 10～20 時間程度／人、
受信側：月作業時間 30～60 分程度／人）
・社内でのナレッジやノウハウの共有が進展
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広告・紹介

101～300 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○社員間での電子メールに代わるコミュニケーション・情報共有ツールとして活用しています。
 電子メールと比較して、チャットでは「お世話になっております」
「どうぞ宜しくお願いいたし

ます」などの定型文、接頭辞・接尾辞がいりません。先輩・後輩や上下関係があっても、書式
に気を回すことなく業務上必要なやりとりができます。若い人たちには、電子メールよりもチ
ャットのほうがなじみがあり、導入によりコミュニケーション・情報共有が進んだと感じます。
 書式に悩む時間や、入力文字数が減ることで、
「塵も積もれば山となる」ではないですが、組織

として時間短縮につながっていると思います。
 電子メールだと過去のやりとりを探すのは大変ですが、ビジネスチャットは、グループやプロ

ジェクト単位、テーマ別にチャンネルを振り分けることができます。これにより、過去にやり
とりした情報を探す時間も短縮できています。

○社内メールの送信数は減っても、情報発信総量（コミュニケーション量）は変わりません。
 ビジネスチャットアプリ「Slack」の活用により、社内メールの送信数は低下する一方で、情報

の共有範囲が拡大しました。
 左側のグラフは、情報発信件数を表しています。一方、右側のグラフは、情報発信量を表して

います。
 ここから「情報発信の件数は減っても量は減っていない」ということが分かります。社内の情

報発信総量（宛先数平均×文字数平均×通数）は、活用前と同水準を維持しています。
（メール
通数は減っても、コミュニケーションの総量は変わっていません。
）
図表

情報送信通数と情報発信総量の変化※注 1

（出所）(株)インターワークス提供資料

（注 1：上記データは、IT 戦略本部長 1 人のデータを検証したもの）
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○社内のナレッジなど、ストックの情報を共有するツールとして活用しています。
 ビジネスチャットアプリは、主に、社員間のフローの情報を共有するツールとして活用してい

ます。これに対し、情報をストックし共有するツールとしてナレッジ共有アプリ「esa」を活用
しています。
 業務における気付きや、社内システムの操作方法などを、気づいたそのときにメモ書きをする

ようにナレッジ共有アプリに書き込みます。ナレッジ共有アプリを活用することで、すぐに皆
と共有したいアイデアやナレッジ、ノウハウを、気軽に組織や社内で共有することができます。
 既存の社内マニュアルを修正したり、新たにマニュアルを作ろうとなると、社内規定に則って

申請・公開しないといけないなど、結構、時間や手間がかかります。すぐに皆と共有したいも
の、意見がほしいものについては、とりあえずナレッジ共有アプリを活用するのが便利です。
 さらにナレッジ共有アプリの API（外部連携）を活用することで、社内コミュニケーションが

活発に行われているかどうかについての分析を定量的に行うことができます。

コストと効果について
○導入・運用費用（1 年目）
 クラウド利用のアプリを利用するだけなら導入コストはほとんどかかりません。当社はエンジ

ニアが社内にいたのでスカンクワーク（社員の業務外の自主的活動）で対応することができま
した。
 導入したビジネスチャットアプリはクラウドシステムなので、オプションによって費用は変わ

ってきますが、1 人当たり月額 850 円（年払いの場合）から利用できます。ナレッジ共有アプ
リもクラウドシステムとなり、1 人当たり月額 500 円となっています。2 つのツール共にアク
ティブユーザー課金となっており、使わない人がいれば費用は発生しません。現在 200 人位で
使っています。
 ビジネスチャットアプリもナレッジ共有アプリも、特にマニュアルを見ずともすぐ利用できる

簡単なアプリなので、全社的な導入にあたって、特に教育、研修といったコストは生じていま
せん。
 ビジネスチャットアプリ導入の効果として様々な業務を自動化することができました。勤怠管

理、名刺管理などは自分たちで構築することができましたので結果的にはコストダウンになっ
ています。
○定着・拡張費用（2 年目以降）
 独自開発部分は自社のエンジニアで対応できているので、外部への支払い費用はほとんどかか

りません。（厳密には人件費は発生していますが、あくまで社員の自主的な活動がベースにな
っており費用という意識は余りありません）
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Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 IT 戦略本部が中心となって、様々な IT ツールを導入しています。

－社内に IT に詳しい人はいますか？
 IT 戦略本部をはじめ、技術者が多く在籍する部門があります。全社的には、IT 化に関して比

較的理解のある会社だと思います。ただし、技術者のいない部門もあり、新しい IT ツールや
アプリの導入に積極的な部門ばかりでないことも事実です。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 費用は、基本的にツールの月額利用料のみです。効果は、定量的には測りにくいのですが、定

性的には、社内のコミュニケーション活性化、社員の情報感度を高めることに役立っていると
思います。
 効果をより高めるためには多くの社員が使ってもらう必要があると思っています。

－導入にあたって工夫したことはありますか？
 いきなり全社的に導入するのではなく、まずは、言い出しっぺであり、また、新しいツールや

アプリを試すことが好きなエンジニアが多い IT 戦略部門で導入し、試しに使ってみました。
そこで、取り扱う情報の種類や粒度などに応じて、従来の電子メール（Gmail）と、ビジネスチ
ャットアプリ、ナレッジ共有アプリの棲み分けの具合を確認しました。
 その後、全社への普及を図りました。IT 戦略本部とやりとりの多い人事部門は、比較的早く利

用が進んだように思います。
 全社への普及の足がかりとなったのは、各部門の新人社員でした。新人研修でビジネスチャッ

トアプリやナレッジ共有アプリの使い方を説明し、強制的にナレッジ共有アプリを使って日報
を書かせました。各部門に配属された彼・彼女らがツールを利用し、他の部員に使い方を教え
ることで、普及が図られました。
 また、皆に使ってもらう工夫として、会社周辺のランチマップをナレッジ共有アプリで共有す

るといったこともしています。
株式会社インターワークス
https://interworks.jp/
〒105-0003 東京都港区西新橋 1-6-21 NBF 虎ノ門ビル 8 階
主な事業：メディア＆ソリューション事業、人材紹介事業、採用支援事業
設立
：1991 年 3 月
資本金 ：1 億 7 千万円
従業員数：単体：176 名（連結：237 名）
（2019 年 3 月時点）
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情報共有

営業強化

株式会社インディバル


Web サイトを訪れたユーザーに働きかける MA ツールの導入で、問い合わせが飛躍的に増加。
新たな顧客獲得につながっている。

導入した IT ツール
 MA ツール（顧客開拓ツール）
（「SATORI」 SATORI 株式会社）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

取り組み後
（効果）

•新規の顧客開拓は、営業部隊によるテレアポと飛び込みが中心で、
Webサイトからの問い合わせは少なかった。

•Webサイトの訪問者に働きかけるMAツールを導入。

•Webサイトからの問い合わせが急増。顧客開拓につながっている。

コスト(費用)

・無料トライアルで試したあと、基本プランより 1 つ上のプランで導入。
・導入は 1 か月から可能。導入初年度の費用は、基本プランで年間 130 万円
：初期費用（アカウント発行等）10 万円＋基本プラン月額費用 10 万円/月。

メリット(効果)

・Web サイトからの問い合わせが、月に数件から一日数件に（10～20 倍）。
売上げ増につながった。
・人手をかけず、見込み顧客の取りこぼしを減らし、より多くの顧客を開拓す
ることにつながっている。
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求人広告

101～300 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○ Web サイトからの問い合わせが飛躍的に増えました。
 当社は、Web 上で求人サービスを提供している会社です。自分の“都合のよい日”で“仕事を

探せて”
、簡単に“応募できる”サービスである「ショットワークス」や、自分の働きたい曜日
と時間でアルバイトを探せる「シフトワークス」等の求人メディアの企画運営、およびインタ
ーネット広告等による集客サービスを手がけています。
 求人メディアの新規のお客様の開拓は、営業部隊によるテレアポ（電話営業）と飛び込み営業

がほとんどで、自社 Web サイトからの問い合わせはわずかでした。社内に立ち上げた Web プロ
モーションの強化をミッションとする部署が、比較的安価に導入できる MA ツールとして、
SATORI（株）が提供する MA ツール「SATORI」を探してきました。
 「SATORI」を導入したところ、Web サイトからの問い合わせの電話が、以前は月に数件であっ

たものが、一日に数件へと飛躍的に増加しました。
○ 埋もれていた潜在的なお客様にアプローチできるようになりました。
 「SATORI」という MA ツールを使うことで、自社サイトを閲覧している潜在的なお客様に対し、

ポップアップを表示し、お問合せや登録画面への遷移を促進することができます。
図

「SATORI」によるポップアップ表示の例（赤枠の部分）

問い合わせ、
登録画面へ
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 通常の MA ツールは、名前やメールアドレスが分かっている見込み顧客（リード）に対する働

きかけを支援するものですが、
「SATORI」は、そうした情報を取得する以前――Web サイトを訪
れてはいるものの、まだ資料を請求したり問い合わせをするといった具体的なアクションを起
こしておらず、名前やメールアドレスは分からない見込み顧客（アンノウンリード）に働きか
けるものです。
「SATORI」のブログによれば、そうした見込み顧客は、Web サイトの全訪問者中
98％を占めるとも言われているそうです。

○ 新たな顧客開拓につながっています。
 Web サイトからのお問い合わせが増えたことからも、MA ツールの導入でこれまで取りこぼして

いたであろう潜在的な見込み顧客に対してアプローチできるようになったことが分かります。
 Web サイトからのお問い合わせが成約したケースも出てきており、MA ツールの導入・活用は、

確実に新規の顧客開拓につながっています。

○ 新たに人手をかけたり、業務フローを変更したりはしていません。
 Web サイトからの問い合わせが急増したので、スピーディーに対応できるように社内の連携を

よくするといった対応はしましたが、新たに人手をかけたり、いままでの業務フローを変える
といったことはしていません。新たに人手をかけることなく新規顧客開拓を強化することがで
きました。

○今後も、便利な IT ツールを取り入れていきたいと思います。
 MA ツールに限らず、他にもいくつか便利な IT ツールを利用しています。RPA ツールで、定型

的な求人広告の作成作業の一部を自動化したり、担当者が入力した成約情報を顧客管理ツール
に自動的に連携させたりしています。グループの派遣会社では、朝の弱い派遣スタッフを起こ
すのに、RPA ツールで自動的に電話をかけ、起きなければ担当に連絡が行くといったプログラ
ムを作っています。
 10 年前に実施したペーパーレス化も、事業企画部門の間接業務の削減に効果をあげています。

以前は週に一度の経営会議のたびに資料を作成し、当日は事業企画の会議事務局担当者 2 名が
朝 7 時に出社し 1 時間かけてコピーをとっていましたが、幹部全員にタブレット端末を配って
ペーパーレス化したことで、そうした作業は不要になりました。自分とスタッフの時短と人件
費だけでも相当な節約ができていると思います（いまはタブレットは廃止し、ノート PC とク
ラウド型の「Office 365」に移行しています）
。
 今後も便利な IT ツールがあれば取り入れていきたいと思っており、例えば求人広告作成の自

動化をさらに進めたり、Web 商談システムを活用することなどを検討しています。
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コストと効果について
○導入・運用費用
 導入にかかる費用は、アカウント発行等にかかる初期費用 10 万円と、月額費用が基本プラン

で 10 万円です。
「SATORI」は 1 か月から契約することができますが、当社は最初から 1 年契約
で導入しました。初年度の導入・運用費用は、基本プランで年間 130 万円です。
 導入にあたっては、無料トライアルを 1 か月ほどお試しした後に、3～6 か月ほど試験運用の期

間を設けて費用対効果を検証したり、社内の体制を整えたりしました。また、導入までの流れ
や活用例などについて紹介する無料セミナーに参加しました。
○効果
 Web サイトからの問い合わせが、以前は月に数件だったものが、MA ツール導入後は一日に数件

と、10～20 倍になりました。売上げにもつながっています。
 人手をかけずに、見込み顧客の取りこぼしを減らし、顧客開拓することにつながっています。

Q＆A
－IT 化に取り組んだ経緯は？
 「SATORI」については、Web プロモーションの強化をミッションとして社内で立ち上げた Web

マーケティング部門の社員が、比較的安価に導入できる MA ツールとして探してきました。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
 Web マーケティング部門は、当社だけでなくグループ全体の Web マーケティング強化をミッシ

ョンとしています。全員が中途採用で、IT エンジニアではありませんが、Web マーケティング
に強い人材を集めています。RPA ツールを使ってグループ全体の自動化を進めている部門には、
設計のできる IT エンジニアが 1 名います。
 ただ、
「SATORI」の導入自体は、社内に IT に詳しい人材がいなくても問題はないと思います。

導入までの流れや活用例などを紹介する無料セミナーや、オンラインサポートもあります。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 新たな人手をかけずに、Web サイトからの問い合わせが飛躍的に増え、新規顧客獲得につなが

っていることから、費用対効果は十分高いと感じています。
株式会社インディバル
https://www.indival.co.jp/
〒105-0014 東京都港区芝 2-7-17 住友芝公園ビル
主な事業：求人メディアの企画運営、インターネット広告等による集客サービス、人材紹介
設立
：2004 年 3 月
資本金 ：5,000 万円
従業員数：126 名（2019 年 7 月 1 日時点）
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その他の効率化

株式会社キャスター


クラウド型電子契約サービスで、契約業務の大幅な効率化・時間短縮を実現。



IT ツールの活用で、全メンバーのリモートワークを可能に。

導入した IT ツール
 クラウド型電子契約サービス
（「クラウドサイン」 弁護士ドットコム株式会社）
 その他、全メンバーがリモート勤務を行うため 40 以上の IT ツールを活用

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

•オンライン上に待機している専属アシスタントが会社のバックオフィ
ス業務を行うサービスを展開。サービス提供先企業との契約と業務を
提供する人材との契約がともに紙ベースであり、煩雑に感じる。

•クラウド型電子契約サービスを導入。
取り組んだ
こと

•契約締結作業に要していた時間が大幅に短縮された。
取り組み後
（効果）

コスト(費用)

•契約締結業務のスピード化により、事業に集中できる環境づくりが
できている。

【電子契約サービス】ランニングコストが、生産性向上等の効果と見合うか
を意識。
【その他】リモートワークを基本としている会社であるため、IT ツールの導入
には積極的。

メリット(効果)

【電子契約サービス】作業時間の大幅な短縮、契約締結のスピードアップ。
【その他】・IT をフル活用することで、全メンバーリモートワークが可能に。
・日常的に使うからこそ、IT に使い慣れることができ、スムーズに
導入および浸透することが可能なこともメリット。
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派遣

101～300 人

宮崎県

活用の状況（どんなことができているか）
○作業時間が大幅に削減されました。
 当社では、オンライン上に待機している専属アシスタントが会社のバックオフィス業務を行う

「CASTER BIZ」や、リモートで派遣スタッフに作業依頼できる「在宅派遣」を展開しています。
サービス提供先企業と当社との契約、および業務を提供する人材と当社との契約は、いずれも
従来は紙ベースで行っていました。しかし、製本・押印などの業務に時間がかかり煩雑でした。
 そのようなとき、当社代表が「弁護士ドットコム」が提供するクラウド型電子契約サービスの

存在を知人の SNS で知りました。当時はまだ 50 人程度の組織でしたが、業務が効率化できる
なら使ってみたいと興味を持ちました。
 実際に導入してみたところ、オンライン上で契約業務が完結し、契約書類の作成や郵送でのや

りとりにかかっていた作業が不要となりました。従来と比較し、作業時間の短縮を実感してお
ります。

○事業に集中できるようになりました。
 契約締結作業に要していた時間を大幅に短縮できたことで、事業に集中できる環境が整いまし

た。
 事業に集中できる環境が整ったことは、お客様に提供するサービスの付加価値アップにもつな

がっています。

○ メンバー全員のリモートワークが可能になっています。
 クラウド型電子契約サービスのほかにも、当社は多くの IT ツールを活用しています。特に、

社員のリモートワークを可能にするツールの導入は積極的に行ってきました。
 当社では、リモートワークや新しい働き方を切り口として、オンラインアシスタントサービス

である「CASTER BIZ」を中心に多様な人材サービスを展開しています。サービスをオンライン
上で行っているだけではなく、全メンバーがリモートワークを行っています。
 全メンバーのリモートワークを実現するにあたり、現在では 40 以上の IT ツールを導入してい

ます。業務上で生じるコミュニケーションには、メールではなくチャットツール（
「Chatwork」
）
を用いており、音声会話を必要とするような場合には Web 会議ツール（「Whereby」、
「ZOOM」
）を
利用しています。
 当社のメンバーは全国 41 都道府県に居住している一方、リモートワークという見えない働き

方に対する不安やオンライン上で解決する非現実感を解消するため、実際に足を運ぶことので

33

きる場として「キャスタースクエア」というワークスペースを設置しています。

図表

ワークスペース（キャスタースクエア）所在地とメンバー居住地比率

コストと効果について
○コスト
 全メンバーがリモートワークを行うことを前提としているため、IT ツールは必要があれば積極

的に導入をするというスタンスです。
 クラウド系のサービスの場合、導入費用というよりもランニングコストが中心となります。ラ

ンニングコストについては、どの程度社内の生産性向上等に効果があるか試算を行い、確認し
たうえで導入を行っています。

○効果
 IT をフル活用することで、全メンバーのリモートワークを可能にしています。
 日常的に使うからこそ、IT に使い慣れることができ、スムーズに導入および浸透することが可

能です。

Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 管理部門が全社導入を図る IT ツールもあれば、各部門で導入した IT ツールを他部門に広げて

いくこともあります。なお、全社に影響を与える IT ツールについては、まず管理部門等で対
象を絞って試したうえで、全社に広げています。
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 日常的に IT ツールを利用していることから、ユーザーとして IT リテラシーが高く、自社のビ

ジネスにおいてどのようなツールが最適であるかがわかるメンバーが多数おります。よって、
マネージャー層から業務課題解決のために IT ツールの導入の提案がされるだけでなく、様々
な部門やポジションのメンバーからの発信で、IT ツールを検討することがあります。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
• セキュリティ・開発担当者が数名在籍しており、社内での IT ツール導入の相談先にもなって

います。
• チャットの利用でコミュニケーションの敷居が低いため、IT ツールの使い方などの情報共有を

メンバー同士で随時行っております。
－費用対効果についてどうお考えですか？
• クラウド型電子契約サービスは、費用に見合った効果が得られていると思います。
• 多くの IT ツールを導入しているためランニングコストはかさみます。しかし、その一方で、

全メンバーがリモートワークを行っていることから物理的にオフィスを構える必要がなく、賃
料や採用コストなどの支出を抑えることができています。当社では現在 700 人近くが様々な形
態で働いていますが、全員が利用するオフィスやデスクを用意することを考えると、非常にコ
ストを抑えられていると感じています。さらに、オフィスを設置した地域での採用しかできな
いことと比べると、全国で採用できることは強みになっています。
－今後について
• リモートワークや電子契約などを進めているからこそ、一部のお取引でどうしても紙での契約

や印鑑が必要な場合は個別に対応せざるを得ません。よりクラウドが前提となる社会に進めば
よいと考えておりますし、弊社でもリモートワークの普及を推進して参ります。

株式会社キャスター
https://caster.co.jp/
〒881-0104 宮崎県西都市鹿野田 11365－1
主な事業：オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ」をはじめとした人材事業運営
（人材派遣業を含む）
設立
：2014 年 9 月
資本金 ：1 億 7,978 万 3,000 円（2019 年 11 月 1 日時点）
従業員数：約 300 名（業務委託者を含むメンバー全体で約 700 名）

35

情報共有

株式会社クリエアナブキ


ビジネスチャットを導入。社員同士の円滑な情報交換、情報共有が可能となり、社内コミュニ
ケ―ションが円滑になった。



これまでメール作成に費やしていた時間が短縮され、業務の効率化にもつながっている。

導入した IT ツール
 コミュニケーションツール（チャット）
（「LINE WORKS」 ワークスモバイルジャパン株式会社）

導入のきっかけ・取り組み・効果
•社員同士がもっと自由闊達にコミュニケーションできる組織にしてい
きたいという課題認識があった。
•ちょうど外勤担当者に支給している携帯電話をガラケーからスマホに
取り組み
（課題・きっ 切り替える時期で、誰もが気軽に使えるツールを探していた。
かけ）

•ビジネスチャットを導入した。
取り組んだ
こと

•社内のコミュニケーションが円滑になり、社員同士の情報発信・情報
交換が増えた。
取り組み後
（効果）

コスト(費用)

メリット(効果)

•業務時間の短縮、情報セキュリティの強化にもつながった。

初期費用
拡充費用
保守運用

・1 つの拠点（15～20 人）で、30 日間の無料トライアルを活用。
・正式に全社に導入した時から費用発生。
・1 アカウント 300 円。プランによって料金が異なるが､一番低額の
プランを利用している。

（当初）
・社内のコミュニケーションが活発化した。形式的でないちょっとした
ことが伝えやすくなった。
（現在）
・社内の情報交換に費やす時間が、社員 1 人につき 1 日 10 分程度削減。
時給 1,600 円、社員数 80 人で換算しても、年間 500 万円、2 年で 1,000
万円程度の人件費削減につながっている。
・業務時間短縮につながった。情報セキュリティ強化にも寄与している。
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派遣・紹介

101～300 人

香川県

活用の状況（どんなことができているか）
○社員同士のコミュニケーションが活発になりました。
 現在使っているビジネスチャットは、社員の多くがプライベートで使い慣れているメッセージ

アプリの機能に近く、身近なところが魅力でした。
 ちょっとした伝言、指示、相談など、これまで電話やメールで連絡していたことにビジネスチ

ャットを用いるようになりました。外勤担当者は社用のスマホで、内勤担当者はパソコンで使
用しています。
 例えば、外勤担当者あてに電話がかかってきた時に、伝言を連絡したりしています。また、近

くにいる内勤の担当者同士でも、話しかけたい相手が電話中で、後回しにしたら結局忘れてし
まうといったことがなくなりました。
 部下から上司に対して「今日相談したいことがあるのでお時間いただけませんか」などの頼み

事も、これまでより気軽にできるようになりました。メールの場合、件名やあいさつ文を考え
るところから始めなければなりませんが、ビジネスチャットは 1～2 行でよいので、心理的な
ハードルが低くなりました。
 現在は、比較的オフィシャルな伝達事項はメール、社員同士の簡単なコミュニケーションには

ビジネスチャットと、個人の判断で使い分けていますが、今後徐々に使い方のルールを整理し
ていきたいと考えています。

○業務時間の短縮にもつながりました。
 ビジネスチャットは、メールより短い文章やスタンプで用件を伝えることができるので、効率

的だと思います。メール作成等、社内の情報交換に費やす時間が、社員 1 人につき 1 日 10 分
程度は削減されています。
 主にメールを使っていた時は、相手が読んでくれたかどうか分からずに、やきもきすることも

ありました。ビジネスチャットでは「既読」の印がつくため、相手から返事がなくても読んで
いることは分かるので安心です。おかげで、自分のペースを乱されずに仕事ができるようにな
りました。

○情報セキュリティも強化されました。
 以前は、社用の携帯電話とプライベートの携帯電話を併用する例がみられました。誰もが気軽

に使えるビジネスチャットを全社的に導入することで、社用の携帯電話に情報を一元化し、情
報セキュリティを強化することができました。
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○社内の掲示板や打ち合わせでも活用しています。
 ビジネスチャットの掲示板機能（お知らせ機能）も活用しています。管理者が「情報共有」
、
「ス

タッフ募集のためのツールやノウハウの共有」
、
「社長の部屋」、
「社員の自己紹介」などのカテ
ゴリーを分け、社員がカテゴリーを選んで発信・閲覧をしています。
 ビデオ通話機能や画面共有機能を用いて、打ち合わせをすることもあります。同じ画面を見な

がら打ち合わせをすることで、議論が円滑に進むようになりました。また、自分の支店にいな
がら打ち合わせをすることが可能となり、打ち合わせのための移動時間も削減されました。

コストと効果について
○導入・運用費用（1 年目）
 全社の業務企画・推進を担当する部署（社長直轄）で、導入するツールを探しました。元々、

別のビジネスチャットツールを使っており、複数の企業が同じようなサービスを提供している
のを知っていました。その中で、プライベートでも利用率が高いメッセージアプリと同じイン
ターフェースのサービスについて改めて詳しく調べ、導入を検討しました。
 社内に IT の専門家がいなくても導入しやすいもの、かつ導入後に社員の誰もが使いやすいも

のを探しました。画面が見づらい、使いづらい、格好が悪いなどの理由で、採用に至らなかっ
たものもあります。
 最初の無料トライアル期間（30 日）は、1 つの拠点（15～20 人）で試験的に導入しました。特

に問題は起こらず、「ちょっとしたことを伝えやすくなった」など好意的な意見が多かったの
で、全社に広げました。
 アカウント代を節約するため、内勤の部署については、1 つのアカウントで運用できないかも

検討しましたが、使いやすさを優先し、1 人 1 アカウントで導入することにしました。
 導入を発表した時には、ツールが増えることによる手間を懸念する少数意見もみられましたが、

実際に使ってみると、そのような心配はなくなりました。現在では、不満の声はほとんどあり
ません。
○定着・拡張費用（2 年目）
 プランによって 1 つのアカウントの金額が異なり、アカウント数に応じて費用が決まる仕組み

です。現在のところ、一番低額のプランを導入しています（1 アカウント 300 円程度）
。
○効果
 社内の情報交換に費やす時間が、社員 1 人につき 1 日 10 分程度削減できました。時給 1,600

円、社員数 80 人と換算しても、年間 500 万円、2 年で 1,000 万円程度の人件費削減につながっ
ています。もしかしたら、多く見積もっているかもしれませんが、やはりメリットは大きいで
す。
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Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 全社の業務企画・推進を担当する部署が、業務改善の観点から提案し、情報システム担当部署

と連携しながら進めてきました。
 経営層に提案した時もすぐに賛同が得られ、円滑に導入が進みました。

－社内に IT に詳しい人はいますか？
 情報システム担当部署に 2 名の社員がいますが、プログラムを書ける人はいません。

－費用対効果についてどうお考えですか？
 導入当初から、支払う費用以上の効果（メリット）があると感じていました。1 日 1 分でも減

っていれば十分に費用対効果はあると考えています。

株式会社クリエアナブキ
https://www.crie.co.jp/about/data.html
〒760-0026 香川県高松市磨屋町 2 番地 8 あなぶきセントラルビル
主な事業：人材派遣業、人材紹介業、アウトソーシング、研修・組織人事コンサルティング等
設立
：1986 年 4 月
資本金 ：2 億 4,340 万円
従業員数：103 名（うち人材サービス事業部門 80 名）（2019 年 4 月時点）
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その他の効率化

自動化

株式会社廣済堂ビジネスサポート


低コストの Web 会議ツールを使って、求人企業と応募者との面接を遠隔で実施。
採用企業、応募者の双方にとってサービスの向上となっている。



RPA で定型的業務を効率化。空いた時間を「人でなければできない業務」へ。

導入した IT ツール
 Web 会議システム（面接ツール）
（「Zoom Meetings」 Zoom Video Communications, Inc.）
 RPA ツール（業務自動化ロボット）
（「BizteX cobit」 BizteX 株式会社）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

•遠隔地間での面接や会議を、低コストで実施できるようにしたかった。
•請求書管理やバックオフィス業務を効率化したかった。

•無料アカウントで利用できるWeb会議システムを導入。
•クラウドRPAのツールを導入し、社内の複数の部門で活用。

•【Web会議ツール】面接設定の柔軟性が向上。採用企業、応募者の双方
に喜ばれている。
取り組み後
（効果）

•【RPA】大量の案件を正確にスピーディーに処理できるようになり、
サービス品質の向上に貢献。

コスト(費用)

【Web 会議】
・導入費用：なし
・保守運用費用：年間 20,100 円［年払いの場合］
（100 名まで参加可。同時に開催できる会議は 1 つのみ。
）
【RPA】
・導入費用：30 万円
・保守運用費用：年間 120 万円 ・担当者数名の人件費
メリット(効果) 【Web 会議】
・全社会議での利用の場合、1 回あたりの移動交通費約 60 万円（総
額）削減。
【RPA】
・採用アウトソーシング部門での利用で、アルバイト人件費に換算して仮
に時給 1,250 円とした場合、月間 200 時間程度＝約 25 万円相当の業務
量削減。
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派遣・紹介

51～100 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○Web 会議ツールを使って、応募者との面接を柔軟にセッティング。
 「Zoom Meetings」
、SNS、Web コミュニケーションツールなどを使って、求人企業と応募者との

面接を遠隔で行っています。応募者が地方在住だったり、主婦のように時間に制約がある場合
には、わざわざ出向く必要がなく、時間の融通も利くきくために好評です。求人企業にとって
は採用の幅が広がるほか、面接のための日程調整が容易になるのでスピーディーに採用を進め
られます。
 外国人を雇用する際の面談にも、Web 会議ツールを活用しています。
 求人企業に対しては、当社の担当者が、Web 面接という選択肢もあることをご提案しています。

Web 面接のメリットについてお客様の理解が進んできており、利用は増えてきています。さす
がに最終面接では直接お会いしたいという企業様が多いですが、一次面接の段階では Web 経由
での実施も多くなっています。
 Web 会議ツールは複数導入しており、相手の環境や使用時の条件（アカウントの有無、資料共

有の必要性など）に応じて使い分けています。例えば「Zoom Meetings」はパソコンやスマート
フォン、タブレットさえあれば、招待メールで送られてくる URL をクリックするだけで利用で
き、資料の共有もしやすいという特徴があります。

○社内会議も遠隔で実施。
 当社は東京のほか仙台、富山に事業所があり、また、ベトナムにも拠点を持っています。これ

らの拠点間での社内会議にも Web 会議ツールを活用しています。
 全社規模で行うキックオフも「Zoom Meetings」上で実施し、50 名ほどの社員全員が参加しま

した。「Zoom Meetings」ですと画面上に全員の映像が映し出されるので、全員が全員の顔を見
ることができます。それまで全社員が集まって顔を合わせる機会がなかったのですが、こうし
て Web を介してキックオフを行うことでベクトル合わせができ、良い効果が得られたと思いま
す。

○RPA で定型業務を自動化。
 請求書管理やバックオフィス業務の効率化を目的として、クラウド RPA の「BizteX cobit」を

導入しました。採用アウトソーシング部門や、人材紹介部門、人材派遣部門といった複数の部
門で利用しています。
 例えば採用アウトソーシングでは、企業の採用活動における応募受付やメール送信に RPA を活
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用しています。応募者は複数社に同時にエントリーするのが当たり前で、その中でもレスポン
スの早い企業を優先する傾向があります。大量の案件を正確にスピーディーに処理する RPA の
おかげで、応募者へのクイックレスポンスが実現できています。
 業務への RPA の適用については、
各部門にて日々の業務の中で導入できるものはないかを考え、

RPA の担当者に要望を上げています。導入するかどうかの判断は、担当者と社長とで行ってい
ます。
 「BizteX cobit」は、Web を使う業務を代行するにはかなり強力であるという印象をもってい

ますが、まだまだ使いこなせていないので、今後も引き続き取り組みを進めていきたいです。

コストと効果について
○導入・運用費用
 「Zoom Meetings」は月額 2,000 円（月払いの場合）のプランで導入しました。無料で利用でき

るプランもありますが、3 名以上のグループミーティングの時間が 40 分までに制限されていま
す。
 「BizteX cobit」は、初期費用が 30 万円で、ロボット稼働ステップの数に応じて月額 10 万～

30 万円がかかります。当社でのスタート時の月額は、最小の 10 万円でした。
○定着・拡張費用
 専門のエンジニアは置いていません。RPA は担当者数名が運用にあたっています。
 担当者を今以上に増やす考えはありません。キーになっている人が、全業務のバックオフィス

を把握しているほうがよいと考えるからです。
○効果（導入当初・現在）
 「Zoom Meetings」導入の直接的な効果としては、社内での利用については、会議や打合せのた

めの社員の移動にかかる交通費や時間コストを節約できるということがあげられます。当社の
場合、富山や仙台から東京まで往復する交通費と、移動中の人件費とをそっくり削減すること
ができました。
 加えて、お客様に対するサービス向上という効果もあります。
 「BizteX cobit」は、採用アウトソーシング部門での利用だけで、仮に時給 1,250 円のアルバ

イトに換算すると月間 200 時間程度、約 25 万円相当の業務量を削減しています。
 また、導入前は、繁閑の差が大きく業務量が流動的であるために、作業時間の見通しが立た

ず、業務量が多くなるとその対応に追われてしまうことが多くありました。自動化によって
作業時間が短縮するとともに、1 日の処理件数を予想しやすくなり、計画的に業務を行えるよ
うになりました。そして、その結果生じた余裕を別の業務に活かすことができるようになっ
ています。
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Q＆A
－IT 導入の進め方、ツール選択のコツはどのようなものですか？
 IT を導入したい業務があるときには、自社開発するか、既製のツールを利用するかという選択

肢があると思いますが、当社ではまずは既製のツールで対応できないかと考えます。クラウド
上に存在しているサービスがあれば、それを利用する方向で進めます。自社開発は、どうして
も必要な場合に限って検討します。
 IT ツールの選択は、全社で統一するというよりは、現場の都合に合わせるほうがよいと感じて

います。例えば、当社では人材派遣部門と人材紹介部門とで異なるマッチングシステムを採用
していますが、これはそれぞれの部門での使い勝手の良さを優先した結果です。社内で違うシ
ステムが併存していても、特に困ることはありません。コアの部分については API を使って、
システム同士を連携できるようにしています。
 Web 会議ツールについても、
「Zoom Meetings」のほかに SNS や他 Web コミュニケーションツー

ルも使う事があり、ユーザーの環境や向き不向きに応じて使い分けています。
 コストも重要な要素です。導入規模に応じた従量課金体系のサービスは、まずは小さく導入し

てみて、段階的に適用範囲を拡大していくのに適しており、取り組みやすいと思います。
 ベンダーのサポート体制もカギとなります。社内に専門家がいないので、特に規模の大きい重

要なシステムでは、IT 導入が軌道に乗るまで伴走支援してくれるベンダーを選びます。
 IT ツールや製品に関する情報収集は、社長自ら行っています。周囲の IT に詳しい人から話を

聞いたりしています。
－他に活用している IT ツールはありますか？
 利用頻度がもっとも高いのはコミュニケーションツールの「Chatwork」
（チャットワーク株式会

社）でしょう。電子メールに代わるものとして導入し、社内でも、社外のパートナーとの間で
も使っています。ベトナムの拠点とのコミュニケーションも「Chatwork」経由です。外出先か
らや、社外とのコミュニケーションの際には、電子メールよりも使い勝手がよいと思います。
 基幹システムとしては、人材派遣部門では「HR ビジネスクラウド」
（ポーターズ株式会社）
、人

材紹介部門では「マッチングッド」
（株式会社ブレイン・ラボ）を使用しています。
株式会社廣済堂ビジネスサポート
https://www.kosaido-biz.co.jp
〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号 シーバンス S 館 13 階
主な事業 ： 労働者派遣事業、有料職業紹介事業、採用アウトソーシング事業、
フリーペーパー取次事業、エコファミリー新聞事業等
設立
： 1986 年 4 月
資本金
： 1 億円
従業員数 ： 51 名（単体、うち人材紹介部門 10 名）
（2019 年 10 月時点）
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情報共有

営業強化

株式会社コトラ


顧客管理システム（CRM）を導入。顧客情報や商談履歴をリアルタイムで社員が共有可能に。
また、社内プロセスの自動化で煩雑な作業が減り、紹介の本業に注力でき、時短も実現。



さらに、営業管理のシステム化で、最小限のマネージャー人数で営業管理ができている。

導入した IT ツール
 顧客管理システム（CRM）
（「Salesforce」 株式会社セールスフォース・ドットコム）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

•社員が増え、顧客情報や商談履歴をリアルタイムに共有できないこと
に、不便を感じるようになった。

•従来の顧客データベースに代えて、顧客管理システム（CRM) を導入
した。

•顧客情報や商談履歴をリアルタイムに共有できるようになった。
•社内プロセスの自動化で業務が簡素化。本業への注力が可能に。
取り組み後
（効果）

•営業管理のシステム化で、最小限の営業管理マネージャーで運営
できている。

コスト(費用)

初期費用

保守運用

・導入費用：50～100 万円
・派遣スタッフの人件費×20 日
・8 年目に、営業オートマ機能（マーケティングオートメーション）
を追加：数十万円
・担当者の人件費 600 万円／年

（当初）
（現在）

・時短：（10 時間×10 人／週）＋顧客サービス向上
・営業マネージャー（年収約 800 万円☓4 人相当）の人件費の節約

拡充費用

メリット(効果)

44

派遣・紹介

31～50 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○最初は便利なデータベースとしての活用でした。
 最初のうちは便利な顧客データベースとしての活用でした。案件レコードに、転職希望者のデ

ータベースと求人企業のデータベースを紐付け。顧客情報や商談の履歴等を含めて情報を一元
的に管理できるようになりました。

○属人化しがちな顧客情報や商談の状況を、リアルタイムで共有できるようになりました。
 CRM を使うと、属人化しがちな顧客情報や商談の状況を組織のものとして、時系列で蓄積し、

一元的に管理することができます。蓄積した情報は、メンバー間でリアルタイムに更新し共有
することができます。二重入力をしたり、データが最新かどうかを気にする必要はありません。
 人数が少ないうちは「Excel」や「Access」でもよかったのですが、人数が増えたなかでリアル

タイムで最新の情報を共有しようと思うと、パワー不足を感じることがありました。

○本業に付随する煩雑な作業が減りました。
 CRM では、個別の求人案件の発生、転職希望の方の登録から入社決定までの業務フローに沿っ

て、プロセスをシステム化・自動化することができます。煩雑で細かな作業（例えば契約のた
めの社内承認・申請、プロセスのステータス管理等）の多くが自動化されているため、以前に
比べ、メールで何度もやりとりする等の作業が格段に減っています。その分、コンサルタント
が本業に注力することが可能になっています。
 「Salesforce」のよいところは、業務フローが固定的ではなく、自社の業務フローに合わせて

カスタマイズできる点です。業務フローこそがノウハウであり、自社の強みと考えることから、
CRM の中からカスタマイズできるこのツールを選びました。

○サービスの質の向上にも寄与しています。
 業務の進捗が見える化され、遅延があると自動的にアラートメールが送られます。例えば、転

職希望の方に関する書類を求人企業様に送って 2 週間以上が経つと、コンサルタントにはアラ
ートメールが送信されます。また、契約に期限があるものについては、1 か月前に、各担当者
あてにアラートメールが送られます。こうしたことは、サービスの質の向上に寄与していると
考えます。

45

○専任マネージャーを置くことなく、顧客サービスに注力できています。
 業務の進捗を管理しメンバーに指示を出す、データを抽出し分析するといった営業管理の仕事

の多くがシステム化されたことで、マネジメント（に付随する業務）に割く時間を削減できて
います。例えば、案件が成約したら、それを報告するというチェックボックスをシステム上で
チェックすることでバックオフィスに通知が行きます。コンサルタントごとの目標数値に対す
る達成率やチームの達成率が瞬時に表示され、過去に遡って推移を確認することができます。
 営業管理のシステム化により専任者を置く必要がなく、1 人のマネージャーで、40 人のコンサ

ルタント部隊のマネジメントができています。また、マネージャーの仕事は、
「人間がやるべき
こと」（例えば紹介の最終判断、アドバイス、戦略立案等）にシフトしています。

コストと効果について
○導入・運用費用（1 年目）
 導入コストは、データの持たせ方にもよりますが、ライトに始めるなら 50 万～100 万円くらい

と思います。
 「Salesforce」の価格は契約するエディションによります。最も安価なものは、カスタム開発

機能なしで費用を抑えたもので、ユーザー数最大 5 名まで。1 ユーザーあたり月額 3,000 円（税
抜）で、クラウド型の営業支援システム（SFA）を利用できます。
 当社が当初入れたのは、それより 1 つ上のエディションで、ユーザー数無制限かつカスタム機

能の追加開発が可能というものです。15,000 円（税抜）です。
 導入に際しては、
「Salesforce」の導入支援パートナー会社（開発ベンダー）に依頼しました。

それ以外には特に専門人材を派遣してもらったり、雇い入れるということはしませんでした。
導入当時は、社長自ら導入を検討しました。社長はエンジニアではありませんが、
「Access」
（デ
ータベースソフト）で顧客データベースを作れる程度の知識はありました。
 セールスフォース社が、各種サポート（実践的ノウハウや最新機能の学べるウェブセミナー、

オンサイトイベント等）や、ヘルプデスクや他のユーザーに相談できる機能を提供しています。
○定着・拡張費用（5 年目）
 当初は派遣スタッフが設定等を行っていましたが、十分工数が割けないことと、専門知識の蓄

積が必要なため、マーケティングとの兼務で 1 名を採用しました。さらに 5 年程して作業が追
いつかなくなり、プログラミングのできるエンジニア 1 名とアドミニストレーター2 名をさら
に増員し、いまに至ります。また、機能的にも追加費用を払って（月数十万円）、
「Salesforce」
と一体型の営業自動化ツール「Pardot（パードット）」を導入しました。
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Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 社長です。
「システム化は決断できる人がいないと一向に進まない。決断できるのは経営者」と

も。「人がやらなくてもよい業務のデジタル化」こそが人間の生産性を上げることだとの考え
です。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
 当初は社長が自分で「Access」で顧客データベースを作っていました。
 「Salesforce」も、10 年前の導入当初は社長も設定を確認していましたが、活用するには十分

工数が割けないため、マーケティング兼務で 1 名を雇いました。5 年程して作業が追いつかな
くなり、プログラミングのできるエンジニア 1 名とアドミニストレーター2 名をさらに増員し
ました。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 IT 化していない同業他社に比べると生産性は倍近く、コンサルタント一人あたりの売上げも高

いと思います。その実現にシステム化は不可欠であり、費用対効果は十分だと思います。
 大量の求人情報を集めて大量の情報を提供することが得意な大手事業者に対し、我々ブティッ

ク型の事業者は、転職希望者を勇気づけ、よりよい仕事への転職を支援する「人によるマッチ
ング」が強みだと思っています。コンサルタントを煩雑な事務作業から解放し、本業に注力で
きるようにすることは重要です。

株式会社コトラ（KOTORA）
https://www.kotora.jp/
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-7-19 キャピタル赤坂ビル 2 階
主な事業：人材紹介業、人材派遣業、コンサルティング事業、アセスメント事業等
設立
：2002 年 10 月
資本金 ：1 億円
従業員数：法人全体で 50 名（うち人材紹介部門 45 名）（2019 年 11 月時点）
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自動化

株式会社シグマスタッフ


経営力向上計画の認定を受け、税制優遇（税効果を踏まえると実質 15％相当分の値引き）を
得て業務システムの入れ替えを実施。



全社業務全体の生産性が向上、総務部門の残業が従来比 4 割減となった。

導入した IT ツール
 人材サービス事業者向け業務システム
（「スタッフエクスプレス」 株式会社エスアイ・システム）

導入のきっかけ・取り組み・効果
•派遣スタッフの勤怠実績の集計処理等、総務・営業等において繁忙の
変動が大きい業務があり、負担感が大きかった。時代の流れが働き方
改革に向かっていくなかで、改善の必要性を感じていた。
取り組み
•業務システムの入れ替え時期で、会社の実情にあった、かつ費用対効
（課題・きっ 果の高いシステムを探していた。
かけ）

取り組んだ
こと

取り組み後
（効果）

•税制優遇を利用し、業務システムを刷新。
•業務システム導入に合わせて、電子化・自動化を可能な限り検討し、
業務内容・手順を見直し改善した。

•派遣スタッフの勤怠実績の集計処理作業が6割減(従来比4割)で実現。
•社会保険の電子申請化により同業務が従来比6割減見込み。
•売掛金管理の業務効率化により同業務が従来比5割減見込み。
•総務の残業が約4割減、営業の残業が約2割減。

コスト(費用)

メリット(効果)

・導入システム一式＋オプション 3 点（ソフトウェアオプション追加購入）
初年度約 3,700 万円 ＋ 2 年度目 40 万円 ※2 年度目からは利用料のみ
初期費用：ソフトウェア購入 2,800 万円、サーバ機器等購入 900 万円
利用料 ：月額 3 万 4,000 円×12 か月＝年間約 40 万円
※購入に際しては、税制優遇を受けた（実質 15％相当分の値引き）
・派遣スタッフの勤怠報告の処理作業が 6 割減り、総務の残業が約 4 割減。
・その他の業務効率化の効果（給与計算、営業職が帰社してから行う事務処理
の簡易等）と合わせると、正社員全体での残業削減効果は年間約 10,000 時間
となる計算。
・上記の結果、トータルコストは導入前より抑えられており、コストをメリッ
トが上回っていると判断。
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派遣･紹介

51～100 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○スタッフの勤怠報告の処理作業が激減しました。
 働き方改革や業務効率化に取り組むなかで、総務の仕事として負担が大きかったのが、稼働し

ている派遣スタッフから上がってくる勤怠報告の処理作業でした。派遣スタッフが紙に手書き
した勤怠シートが毎月 2,000～2,500 枚、総務に上がってきます。担当者はその内容を確認し
ながらシステムに入力し、給与を計算します。月末月初に集中することもあって、どうしても
残業が発生し、給与計算の時期には土日出勤も見られました。
 「スタッフエクスプレス」という業務システムを導入したことで、その作業が激減しました。

派遣スタッフがスマートフォンやタブレットで出退勤や時間を打刻すると、その情報が自動的
にシステムに取り込まれます。また、勤怠実績のエビデンスとして、派遣先企業のサイン入り
の勤怠シートが写メで画像として申請されてきます。総務の担当者は、以前のようにデータを
手入力する必要がほとんどなくなり、エビデンスと申請された時間をチェックすればよくなり
ました。以前よりも作業量が約 6 割減っています。これだけでも大きな業務効率化ですが、そ
れ以外にデータを転記する際に打ち間違うリスクが激減し、給与計算の自動化も進みました。

○業務全般を標準化し業務効率化することができます。
 人材派遣業向けの業務システムとしてはメジャーなものだけで 10 ほどあります。それらは、

自社の業務の流れに合わせてシステムをカスタマイズできるカスタマイズ系と、そうではない
ノンカスタマイズ系に大きく分けられ、
「スタッフエクスプレス」は後者にあたります。従前使
っていたシステムは前者で、しかも、かなりヘビーにカスタマイズしていました。
 今回のシステム更改は、カスタマイズ系からノンカスタマイズ系への移行となります。なぜそ

うしたかといえば、人材派遣の業界で 300～400 社という多くの企業が導入している業務シス
テムにすることで、これまでカスタマイズに次ぐカスタマイズで重くなっていたシステムを身
軽にし、また、業務自体を標準化することで効率化しようというねらいがあったからです。
 これまでとは業務のやり方が変わり、現場からはとまどいの声もありますが、こうしたねらい

から、
「システムを業務に合わせてカスタマイズはしません」
「業務のやり方をシステムに合わ
せてください」と言っています。
「スタッフエクスプレス」は、派遣を含む人材サービスの業務
全般をカバーしており、当社の人材サービスの業務全般の見直しが図れると思っています。
 システムの選定にあたっては、50 項目のチェックリストをつくり、製品を比較しました。

○社員の負荷を減らし、働き方改革や生産性向上が図れます。
 今後はシステムの機能をさらに活用することで、より多くの業務について、人がやらなくても
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よい作業の軽減を図っていくつもりです。例えば、派遣スタッフの出入りに伴って生じる社会
保険の手続きや雇用契約に電子申請を入れたり、毎月の売掛金の管理と入金確認をシステム化
するなどです。これにより社員が抱えている業務が楽になります。残業を減らし、働き方改革
を進めるとともに、より付加価値の高い仕事に注力してもらうことが可能となります。

○サービスをよくしていくことができます。
 業務システムを入れることで、クライアントや派遣スタッフとの契約を電子化し、スピーディ

に行えます。これまでのように、書面を送って確認してもらい、ハンコを押して返送してもら
い、押印してまた戻すなど、何度もやりとりを繰り返していたことが、メールで承認記録を残
しつつ、Web で簡単に済ませられます。派遣スタッフとのやりとりも、スマートフォンやタブ
レットを使って、いまよりも手軽にかつ緊密に行えます。こうしたことにより、クライアント
や派遣スタッフの情報をいち早く入手して、サービスの向上につなげることができます。

コストと効果について
○導入・運用費用
 「スタッフエクスプレス」の導入には、月額で使用できるサブスクリプションとパッケージ（ソ

フトウェア購入）の 2 種類のプランがありますが、当社は後者のプランで導入しました。サブ
スクリプションに比べ、初期導入にソフトウェア購入という大きな費用がかかりますが、購入
後は保守料金のみで、2～3 年程度でこちらのほうが総費用が安くなります。また、会計上、サ
ブスクリプションは経費計上となりますが、ソフトウェア購入は資産扱いとなります。
 初年度の導入費用は、
「スタッフエクスプレス」1 台分＋オプション 3 点をパッケージプランで

導入しソフトウェア購入費が 2,800 万円、月額利用料が 3 万 4,000 円で 12 か月分では約 40 万
円。
これにサーバ機器等ハードウェアの購入費 900 万円を合わせて約 3,700 万円となりました。
 なお、
「スタッフエクスプレス」の導入は、条件を満たせば中小企業投資促進税制の上乗せ処置

（即時償却や税額控除）が適用され、税制優遇を受けることができます。
「スタッフエクスプレ
ス」の Web サイトの説明によれば、ケースにもよりますが税効果を踏まえると 15％相当分の値
引きになるといいます※）。
 適用を受けるには、中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受ける必要がありま

すが、他の助成金等と比べて申請は比較的容易で、負担は少なかったと記憶しています（お勧
めです）
。当社の場合、業務システムの更新を検討しているときにこの優遇策を知り、計画の申
請を行いました。平成 28 年 7 月の制度開始当初より、本産業（職業紹介事業・労働者派遣事
業分野）の IT 化に利用することは可能だったそうですが、平成 31 年 3 月に出た事業分野別の
指針に明示されたことで、使えることを始めて知りました。
※）スタッフエクスプレス HP「中小企業経営強化税制」
https://www.staffexpress.jp/contents/feature/p003.html（2019/12/16 閲覧）
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○効果
 業務システムの刷新は小さくない投資でしたが、トータルコストは従前より抑えられています。

定量的な効果が現れてくるのはこれからですが、総務の残業代だけでも半分くらいになりそう
です。
 その他の業務効率化（給与計算、営業職が帰社してから行う事務処理の簡易化等）の効果と合

わせると、一人当たり平均して月 10 時間程度の残業が削減できると見込めます。正社員 85 名
全体では、残業削減効果だけでも年間約 10,000 時間となる計算です。
 定性的効果として、何よりも社員が実際に抱えている仕事が楽になります。残業が減らせ、働

き方改革につながります。また、これまで数十年も自己流でやってきた業務の流れをいったん
システムに合わせて標準化することで、業務全般にわたり効率化が図れると見込んでいます。
クライアントや派遣スタッフの情報をより早く共有することで、サービスの向上が図れます。

Q＆A
－IT 化に取り組んだ経緯は？
 IT 活用によって他社との差別化を図っていくなかで、業務の効率化の必要や課題があり、それ

に対応しようということで取り組む中での一環として行いました。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
 もともとはいませんでした。10 年ほど前までは、業界の急拡大に対応するための投資が優先さ

れて、管理系は後回しとなっていました。それが、法律が変わってシステムを見直さなくては
ならなくなり、また、プライバシーマーク等に対応したセキュリティ対策も必要となりました。
そこで当社の代表者が専門性のある人材の必要性を感じ、いくつかの会社で SE を経験してき
た人材を採用しました。併せて社内業務の改善に取り組んできた人材も採用しました。
 一般社員向けに IT 研修を行っています。新しいシステムを入れるときは、マニュアルを作り、

関係者を集めて定期的に説明会を実施、その他テーマに応じた臨時研修や個別のフォローアッ
プ研修をしています。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 費用対効果を見ながら投資していますが、この業界で生き残っていくには、新しい技術を取り

入れることが必要です。電子化、自動化など考えられることはこれからも行っていきます。
株式会社シグマスタッフ
https://www.sigma-staff.co.jp/
〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-25-2 新目黒東急ビル 6 階
主な事業：人材派遣事業、人材紹介事業、アウトソーシング事業、再就職支援事業、
教育・研修事業
設立
：1983 年 2 月
資本金 ：1,000 万円
従業員数：85 名（2019 年 12 月 1 日時点）
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情報共有

自動化

営業強化

泉州広告株式会社


定型業務を自動化してくれる RPA ツールで事務業務の作業時間を大幅に削減。



SFA・CRM の導入で、属人化しがちだった顧客情報が会社の財産に。また営業と制作間の業務
の効率化も実現。



上記 2 つの取り組みで、残業時間が大幅に削減された。

導入した IT ツール
 RPA ツール（業務自動化ロボット）
（「WinActor（ウィンアクター）
」 株式会社 NTT データ）
 顧客管理システム（CRM）
（「Salesforce」 株式会社セールスフォース・ドットコム）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

•営業現場で作業を極力終わらせて、帰社後の業務をなくしたい。
•社員の「作業」をなくし、企画などクリエイティブな仕事をさせたい。
•顧客情報を属人化せずに会社の財産にしたい。

•ITリテラシーが高くなくても使えるRPAツールを導入した。
•顧客管理システム（CRM）を導入した。

•【RPA】定型業務が自動化され、求人制作業務で月100時間以上、経理
で月20時間の作業時間を短縮できた。その分、残業が削減。
取り組み後
（効果）

•【CRM】顧客情報の共有財産化＋大幅な業務効率化。全社的に業務時間
が削減。

コスト(費用)

【RPA】PC1 台への導入で 90 万 8,000 円/年＋シナリオ作成費（外注の場合）
（2 年目：PC2 台目用を追加し、+24 万 8,000 円/年）
【CRM】導入時：
（イニシャル費用）+（ランニング費用）≒約 410 万円
4 年目 ：
「Pardot」を追加して機能を拡張し、310 万円

メリット(効果)

【RPA】
・作業時間の短縮：
（求人広告 月 100 時間以上）+（経理 月 20 時間）
・短縮分は、企画などクリエイティブな仕事をする時間に。
【CRM】
・属人化しがちな顧客情報を会社の財産にできた。
・営業担当の業務効率化：部門全体では、残業が約 50％削減。
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求人広告

31～50 人

大阪府

活用の状況（どんなことができているか）
○PC を使った定型的な作業を RPA で自動化しています。
 当社は、求人情報のフリーペーパー『E しごとぱど』や、求人情報サイト『E しごとぱど』をは

じめ、いくつかの地域情報紙（フリーペーパー）や地域情報サイトの編集・発行を手がけてい
ますが、そこには、例えば A 誌に掲載した求人情報を B 誌にも掲載するといった定型的な作業
が発生します。1 年弱ほど前に RPA を導入し、その作業の自動化を図りました。
 まずは求人情報誌を含む地域情報誌事業で、作業の自動化を進め、いくつもの RPA シナリオを

作成しました。その後、経理の作業についても、RPA で自動化を進めています。例えば、入出
金処理や経理の仕分け作業などです。営業管理クラウドサービス（Salesforce）との連携（情報
の転記）も、RPA で自動化しています。

○作業時間が圧倒的に減りました。
 RPA を導入したことで、作業にかかっていた時間が圧倒的に削減できています。いままでは手

入力で情報を転記していたのが、PC のキーを 1 つ叩くだけで、RPA シナリオが走り、処理でき
るようになりました。

○作業時間が減った分、別の仕事を進めることができています。
 作業時間が減った分は、別の仕事を進めることができています。
 ただ、今後は、効率化は引き続き極力進めていくものの、逆に「無駄なこと」を増やしていき

たいと思っています。ヒトがやってもロボットがやっても同じ作業については、極力、ヒトが
しなくて済むようにし、その代わり、ヒトは面白いことをするようにしたいと思っています。
 前社長は「仕事と遊ぶ」ということをテーマに掲げていました。また、
「正しくても、面白くな

くては勝てへん」ということもよく言っていました。効率化でき、時間に余裕ができた分、
「仕
事と遊ぶ」ことができるようになるとよいと思っています。

○CRM で、顧客情報を会社の財産にすることができています。
 CRM 導入のきっかけは、営業担当者個人に帰属しやすい顧客情報を、たとえその人がやめても

会社に残るような、会社の財産にしたいと考えたためです。
 以前は顧客管理をアナログな名刺ファイルで行っていました。それもある意味悪くはないので

すが、CRM で行うことになって、引き継ぎの際に、情報が正確に引き継げているか分からない
といった不安もなくなりました。
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○SFA・CRM の導入は、副次的な効果も生んでいます。
 加えて SFA を導入しました。これにより、営業管理に必要な情報が自動的に数値化され、グラ

フ化されるようになって、営業部長のマネジメントの事前の情報収集等が効率的になったとい
う効果も生じています。
 また、CRM のチャット機能を使うことで、メンバー間のコミュニケーションのコストが大きく

低減したという効果も生じています。以前は、情報共有を図るのに、会議を設定したり、そ
のための日程調整をしたり、ひとりひとりに声をかけるといったことをしていました。それ
が、チャット機能を使うことで、そうしたことは必要最小限となりました。シームレスな情
報共有が可能となり、また、時間も大きく節約することができています。

コストと効果について
○導入・運用費用（RPA）
 RPA は、最初は PC1 台への導入から始め、現在は 2 台に導入しています。PC1 台に導入するた

めの初年度の費用は 138 万円でした。RPA シナリオを実行するだけでなく、RPA シナリオを作
成できる「フル機能版」のライセンス料が 90 万 8,000 円／年。この中には、シナリオの作り
方を数十時間教えてくれる等の導入支援も含まれていますが、別途、RPA シナリオを作成して
もらう等の費用が 48 万円ほどかかりました。2 年目からはライセンス料のみとなっています。
 RPA シナリオは、PC1 台で同時には 1 つしか動かせず、シナリオを動かしている間は、RPA シナ

リオを作成したり、その PC を使って作業することはできません。2 年目の 2 台目への導入費用
は、
「実行版」（RPA シナリオの実行のみ可能）のライセンス料 24 万 8,000 円となっています。
○効果（RPA）
 PC での定型的な作業を自動化することで、作業時間が圧倒的に減りました。RPA を最初に導入

した地域情報誌関連の作業では、月 100 時間ほど削減できています。次に手がけた経理の作業
では、まだこれからのところがありますが、週 4 時間、月あたりでは 20 時間は作業時間を削
減できていると思います。

Q＆A
－IT 化に取り組んだ経緯は？
 同業他社の成功談を聞いたことです。業界の会合で、同業他社の社長が、自社で社内の CRM や

SFA のようなシステムを構築して大きな成果をあげているという話を聞いて興味を持ちました。
実際に見にも行き、すごいなと感じました。エンジニアがいない弊社では自社での開発が無理
であることと、今後のバージョンアップ等も考えて、既存のシステムで同じようなことができ
ないかを検討し、比較的同じようなことができそうなので現在のツールの導入を決めました。
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－IT 化の旗振り役は？
 当時営業部長だった現社長です。一般的には営業のトップは IT 化にあまり積極的ではないこ

とがほとんどですが、弊社では、営業支援システム（CRM）を導入することでマネジメントを効
率化しようと、営業のトップが積極的に IT 化の旗を振り、トップダウンで進めたことが、導
入が進む上では大きかったのではないかと思います。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
 IT のエンジニアや専門家はいません。ウェブの LP（ランニングページ）を作ったりする人は

います。また、最近、ウェブ解析士の資格を社員が取得しました。ただ、いずれもエンジニア
というわけではなく、システムを組めるような専門家はいません。
 自分が入社した 2000 年頃は、社員は誰も PC を使えず、紙と鉛筆の世界でした。そこを前社長

が、
「これからは IT の時代だから、地域ポータルサイトを会社で立ち上げよう」という方針を
打ち出し、そのためにもまずは営業に「一人一台 PC を入れよう」
「ゲームをやってもいいから
PC を触れ」と言って PC を入れました。そのおかげで、ベテランも含めた社員全員が PC を触る
ことくらいはできています。
 ただ、RPA も CRM も、IT リテラシーが低くても十分導入できると思います。また、当社の場合

は、IT リテラシーが低くても導入でき、使い続けられそうだということが、IT ツール選定の
際のチェックポイントの 1 つでした。
 今後は、これまで業者にお願いしていたウェブサイトの構築について、自社でできるようにな

りたいと思っています。ただし、エンジニアを採用することまでは考えていません。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 RPA、CRM・SFA とも、費用対効果は極めて高いと感じます。売上げとの関連性はよく分からな

いところがありますが、RPA については作業時間の削減（効率化）
、CRM・SFA については、それ
に加えてメンバー間での情報共有に大きな効果があると感じます。
 2 つの取り組みを合わせて、以前は全社で 80 時間程度あった深夜残業が今はほぼ 0 になりまし

た。また、普通残業も約 1,000 時間から 500 時間程度に削減できています。
 導入検討時、当時の社長の反応は「費用対効果がよくわからない」
「コストがかかるのでしょ

う？」というものでした。これを 1 年くらいかけて説得しました。説得の決め手は、熱意とし
つこさ（ねばり勝ち）だったと思います。
泉州広告株式会社
https://sensyuad.jp/
〒596-0825 大阪府岸和田市土生町 4165
主な事業：地域情報誌事業、インターネット関連事業、人材サービス事業（派遣、紹介）
設立
：1979 年 3 月（1974 年 12 月創業）
資本金 ：2,400 万円
従業員数：45 名（2019 年 11 月時点）
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自動化

テクノブレーン株式会社


人材スカウトから選考、売上・請求までの一連の業務をカバーする人材紹介業向け基幹システ
ムを導入。業務効率が大幅にアップした。



パッケージシステムで費用と社内 SE 不足の問題を軽減。パッケージにない機能は追加開発。

導入した IT ツール
 業務システム
（「MatchinGood（マッチングッド）」 株式会社ブレイン・ラボ）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

•社内SEが構築した業務システムが古くなり、メンテナンスが大変にな
っており、また、事業規模拡大に対応しきれなくなっていた。

•人材紹介業向けのクラウド型パッケージシステムをカスタマイズ。
取り組んだ
こと

•大規模DBへの対応、データのインポートなど新機能で業務効率アップ。
取り組み後
（効果）

コスト(費用)

メリット(効果)

•社外からのシステムへのアクセスが可能になり働き方改革にも役立つ。
•パッケージシステムなので社内SEが不要。

（初年度）導入時
・直接経費：500 万円（導入、カスタマイズ）
・運用経費：60 万円/月（システム利用料）
20 万円/年（導入後の細かいカスタマイズ）
（2 年目以降）
・運用経費：60 万円/月（システム利用料）
・人材データ入力の作業時間短縮（エクセルでの一括インポート入力等）
1 時間×20 人/週
・人材情報の一元管理と可視化（人材が入社するまでの情報がひとまとめに
なっており、誰でも確認できる）
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紹介

101～300 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○これまでは、社内 SE が構築したシステムを活用していました。
 テクノブレーン社は技術系のヘッドハンティング会社であり、クライアント企業から専門的分

野の人材に関する相談を受けて、スカウトの手法で人材紹介を行っています。
 これまで当社の業務に即したカスタムメイドのシステムを利用していましたが、構築から年数

が経ち、OS のバージョンアップへの対応などシステムメンテナンスが負担になってきたこと、
また、事業規模が拡大するにつれてクライアント企業の求人数が多くなったことから業務効率
化へのニーズが高まり、新規システムを導入することにしました。

○ 人材スカウトから選考、売上・請求まで一連の業務をシステムが担っています。
 導入したシステムは、人材紹介業向けのクラウド型業務システムです。当社の特徴であるヘッ

ドハンティング型の人材紹介の業務を担うもので、企業等から紹介を求められた人材のサーチ
から、マッチング、紹介するまでの業務をカバーしています。
図表

テクノブレーン社業務システム機能フロー図

○人材紹介業向けのパッケージシステムを導入しました。
 システム担当者が社内にいないこと、また、システム開発費を抑えるために、パッケージシス

テムを採用しました。
 ただし、人材紹介業向けのパッケージシステムには、ヘッドハンティング特有の人材スカウト

に対応した機能が用意されていなかったので、ベンダーに追加で開発してもらいました。この
ため、パッケージの利用でありながら、仕様検討から開発、導入まで 1 年半かかりました。
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○業務効率化だけでなく、働き方改革にも役立てていきたいです。
 採用したパッケージシステムには様々な機能が付与されています。特定の条件にマッチする人

材をシステム内から検索してリスト化し、求人情報等をメールで一括配信する、データの修正
についてもエクセル上で修正してから流し込むといった機能が利用できることで、業務負担の
軽減につながっています。
 従来のシステムは外部からのアクセスができませんでした。個人情報を扱っていることもあり、

セキュリティには十分注意していくことは変わりませんが、クラウドベースの本システムは出
張先等から利用することができます。働き方改革にも役立てていこうと考えています。

○法制度の改正等に合わせた労務管理などにも IT ツールを役立てています。
 大企業のグループ会社になったことから、人事労務管理など親会社の基準が求められるように

なりました。例えば、フレックスタイムを導入し、残業を含め時間管理を徹底することにしま
した。そこで IT ツールを活用しています。
勤怠管理システムの
「ジョブカン」
（株式会社 Donuts）
を導入しました。モバイルの GPS 機能を用いた打刻ができ、
外出先でも勤怠管理ができるなど、
正確な時間管理と負担軽減を図ることができました。
 経費事務では「楽楽精算」
（株式会社ラクス）を導入しました。従来は管理部でエクセルを利用

して集計を行っていましたが、SUICA に記録された情報をカードリーダーで取り込むことによ
り、移動経路や運賃を自動で入力することができ、出張精算も自分でできるので、管理部での
工数削減につながっています。

コストと効果について
○導入・運用費用（1 年目）
 パッケージのシステムをそのまま利用するだけなら導入コストはほとんどかかりません。ただ

し、当社の場合は独自機能を追加したため、導入に 500 万円程度かかっています。
 導入した業務システムはクラウド型のシステムなので、システム利用料（サーバ利用料及び利

用人数に応じたアカウント代）で月 60 万円ほどかかっています。
 導入に際して、専門人材を雇い入れることや外部の支援機関を活用するといったことはしてい

ません。導入時にはサポートのためベンダーの技術者が半年間常駐しました。
 チャットや電子メールによる無料サポートや、導入説明会もベンダーが提供しています。

○定着・拡張費用（2 年目以降）
 システムが変わった当初は、従来のシステムとインタフェースが変わって戸惑いもありました

が、慣れもあって今では問題ありません。
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 独自開発部分は機能向上やセキュリティのアップデートに追加経費が必要ですので、パッケー

ジシステムのカスタマイズといえども相応の負担はかかります。

Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 システムの更新はトップダウンでした。ただ、全般的に、当社は技術畑出身のコンサルタント

も多いこともあって、社員全員、IT 化推進に関して理解があるように思います。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
 従来のシステムは 1 人の社内 SE が構築・運用していました。ただし、当社はシステム部門が

ありませんので、今回のシステム更新にあたっては、そのまま利用できるパッケージシステム
を利用することで対応することとしました。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 面会前の候補者が 52 万人、過去に面会した登録者が 8 万人いるなど、当然業務システムなし

ではクライアントが満足するサービスは提供できませんので、必要な機能をもったシステムに
投資することは当然です。ただ、経費管理は必要ですので、パッケージシステムを利用しなが
らも、ヘッドハンティング型人材紹介という当社独自の業務に合わせたシステムを構築しまし
た。
 今後は、人材紹介業のコアであるマッチングに AI をはじめとする新技術を適用することも考

えていきたいです。
テクノブレーン株式会社
https://www.techno-brain.co.jp/
〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-13-12 いちご五反田ビル 5 階
主な事業：人材紹介業、採用アウトソーシング 等
設立
：1992 年 7 月
資本金 ：4,000 万円
従業員数：法人全体で 144 名（うち人材紹介部門 40 名）
（2019 年 10 月時点）
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営業強化

定着育成

東商株式会社


場所を選ばず遠隔地でも対面に近い面接が簡単にできる Web 面接ツールを導入。物理的に離
れている求職者でも面接をすることができ、応募者数の増加を実感。



人事担当者側も社内共有、派遣先への共有など様々な事務処理があるが、それらを効率的に行
うことができ、生産性が上がっている。

導入した IT ツール
 Web 会議システム（面接ツール）
（「BioGraph」 株式会社マージナル）

導入のきっかけ・取り組み・効果
•限られた採用担当者で数多くの求職者と面談するのは課題であった。
•また、最近の求職者は履歴書を作成するなど面倒なことが嫌いであり、
エントリーのハードルを下げることも課題であった。
取り組み
（課題・きっ •取引先からよいツールがあると紹介されたのが導入のきっかけ。
かけ）

取り組んだ
こと

取り組み後
（効果）

•Web面接ツールを使うことで採用プロセスを効率化することができる
ように。今までの採用手順についてやり方を変えるなど皆で検討した。

•遠隔地の求職者と面接できるだけではなく、近くの人であっても来社
する必要がないので実際に会うことができる確率はアップした。
•また、ツールを活用することで採用担当者側も楽になった。

コスト(費用)

・初期費用は 1 万円（プランによって違うが当社は「ミニマム」プラン）。
・月額費用は 1 万円（面接予約回数制限なし）
。
・維持管理費用は上記利用料のみ。
メリット(効果)

・遠隔の求職者へのアプローチが可能になった（来社してもらう必要がなく、交
通費削減にもなっている）
。
・採用担当者側の事務処理が効率的にできるようになった（面談記録の社内共
有や派遣先への情報提供等）。
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派遣・紹介

30 人以下

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○遠隔の求職者にアプローチすることができています。
 面談は実際に会わなくても出来るということで、Web 面接ツールを選択しました。
 遠隔地の求職者のみならず、近くにお住まいでもご来社いただく必要がないため、とても便利

だと思います。最近の求職者の方は、履歴書を作成する、電話をする、足を運ぶ等面倒なこと
を嫌う傾向があるため、Web 面接ツールの活用は今の時代に合っていると思います。
 Web 面接ツールを使わずとも、無料のツール（
「Skype」等）もあるのですが、個人のアカウン

ト情報を企業側に知らせるのは抵抗感がある人もいると思います。また、スマホではなくパソ
コンでないと使えないといったツールだと求職者側から敬遠されてしまうこともあると聞き
ました。

○採用担当者の事務作業を効率的に行えるようになりました。
 採用担当者も限られた時間に数多くの求職者と面接することができるようになりました。
 録画機能があるので、面接しているところを社内で共有することができるのは助かっています。

どんな人というのは書類では言い表しにくく、声や顔の表情、面接時のしゃべり方などから大
体どういう人か把握することができます。
 また、当社では販売スタッフの派遣が多いため、採用する企業側としてもどういう人かという

のは気になるところです。面接時の記録をビデオで見ることができますから、どんな人か事前
に把握することができて、喜ばれています。
 今後は面接時に録画できる機能があるので、採用担当者側の面接スキルアップ（良い面接のや

り方、質問の仕方等の教育）にも使えないかと思っております。
図

Web 面接ツール利用イメージ

採用担当者は面談に係る

求職者は遠隔地であって

事務処理を効率化する

も面談することができる

ことが可能

（出所）東商(株)提供資料
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○IT を活用することで生産性をあげることはこれからも必要になってくると思っています。
 Web 面接ツールはとても効果があったと思いますが、他にもいくつか IT ツールがあります。こ

れらは生産性を上げることができていると思っており、他にもよいツールがあれば使ってみた
いと思っています。
 ひとつは、適正検査ソフト「ASK」というものです。これは求職者の特性をみるツールで、
「大

勢の売り場に向いている」、
「人を支えることが得意である」など個人の特性について、7 分位
で 144 の質問に答えるだけで検査ができます。今まで人のカンに頼っていた部分を IT ツール
が担ってくれるので助かっています。
（検査結果はベテラン社員と同じくらいの精度です）
 名刺管理ツール「Sansan」も使っています。最初は本当に効果があるかな？と思ったのは事実

ですが、導入してみるととても使い勝手がよく、今ではこのツールがないと仕事ができないと
いう状態になっています。
 営業管理ツールや新入社員の育成を助けるようなツールがあれば検討したいと思っています。

コストと効果について
○導入・運用費用（1 年目）
 Web 面接ツールの導入費用は、初回に 1 万円払っただけです。運用費用としても月 1 万円です

ので費用対効果は大きいと思います。
 今までは対面で実施していたことが Web 面接ツールを活用することで、求職者と採用担当者双

方にメリットがあると思っています。また、面接記録は社内で共有したり、派遣先に送付した
りするなどして、採用する前にどんな人かを関係者が共有できることは導入効果としては大き
かったと思います。
○定着・拡張費用（2 年目以降）
 Web 面接ツールに関して追加費用等はほとんどありません。料金プランが複数準備されていて、

ニーズに応じて選択できます。
 社内の他システム（例えばスケジューラー）と同期させたり、エントリーフォームを準備して

履歴書を PDF 生成したりする機能もあるので、社内業務をみながら採用を考えていけばよいと
思います。
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Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 今回の Web 面接ツール導入に関しては取引先からの紹介でした。他にもいくつか IT ツールは

ありますが、誰か特定の人が決めるのではなく従業員が情報をキャッチしたら社内で相談する
ようにしています。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
 社内に IT に詳しい人間はいません。取引先の人などから色々なツールを紹介されて試してみ

るという形で進めています。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 費用は、基本的にツールの月額利用料のみです。実際に使ってみて効果は大きいと実感してい

ます。今まで遠隔地の求職者と面接するのは自分たちが行くか、来社してもらうしか方法がな
かったのですが、Web 面接ツールを入れることで多くの求職者にアプローチできていると思い
ます。
－導入にあたって工夫したことはありますか？
 どういうツールがあるのか自分たちでも探すことは重要だと思います。今回導入したツールは

たまたま知り合いからの紹介で知ることができました。他にも便利なツールがあると思うので
探す努力は続けたいと思います。
 最近のツールは基本的にクラウドサービスが多いので、初期投資がそれほどかかりません。と

りあえず良さそうと思ったら使ってみるというスタンスでよいと思います。

東商株式会社
https://www.ginza-tosho.co.jp/
〒104-0031 東京都中央区京橋 2-5-21
主な事業：一般労働者派遣事業 有料職業紹介事業
設立
：1954 年
資本金 ：1,000 万円
従業員数：14 名（2019 年 3 月時点）
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自動化

株式会社ビースタイル


RPA を求人サイトに掲載する情報の収集や派遣部門の応募者対応等で活用。



2 時間かかっていた作業もボタン 1 つで瞬殺。大きな時短や残業削減効果をあげている。

導入した IT ツール
 RPA ツール（業務自動化ロボット）
（「WinActor（ウィンアクター）
」 NTT データ株式会社）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

•誰でもできる作業だが、常時発生するわけではないので人を固定で置
いておけず、発生する都度時間をとられる作業があった。

•RPAを用いて自動化した。
•RPAが調べた情報を登録するためのExcelフォーマットとデータを保存
するフォルダを作り、エンジニアにやりたいことを伝えた。

•2時間かかっていた作業が、ボタン1つ押すだけになった。
取り組み後
（効果）

コスト(費用)

•「社員は考える仕事をするもの」と社員の意識が変わった。

・ライセンス料：フル機能版 90 万 8,000 円/年×2 台
＋実行用 24 万 8,000 円/年×11 台
・導入にかかった人件費（求人サイトのコンテンツ作成業務の場合）
・導入部門の社員：資料作成 10 分＋エンジニアとの打合せ 1 回
・社内エンジニアの工数：1 シナリオあたり 10～20 時間×3,500 円
※賃率は社外向け工賃を記載

メリット(効果)

・求人サイトのコンテンツ制作で稼働している RPA では、2 時間かかっていた作
業がボタン 1 つで瞬時に終了するようになった。
・派遣先企業、派遣スタッフの契約書発行業務では、1 日 30 分×4 人の残業削
減。
・社内では上記を含め 14 個の RPA が稼働（2019 年 8 月時点）
。時短分だけで十
分元が取れている。
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派遣・広告

301 人以上

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○ 2 時間かかっていた作業が、ボタン 1 つで瞬時に終わっています。
 当社の求人サイト「しゅふＪＯＢパート」のコンテンツ制作において、求人情報に記載する勤

務地をネットで検索し、最寄り駅や駅からの所要時間といったデータを所定の Excel のフォー
マットに登録する作業を RPA で行っています。
 作業自体は、1 件 30 秒もあれば終わる簡単なものですが、突発的に 100 件単位で求人を頂いた

ときなどは、結構な作業量になります。ただし、常時発生する作業ではないので、固定的に人
を置くわけにはいかず、業務が発生する都度、対応できる人を探して依頼しなくてはなりませ
ん。頼める人がいないと、社員が自分自身でひたすら単純作業に従事することになります。
 200 件くらいの求人を処理するのに、2 時間くらいかかっていました。それが RPA で自動化し

たことで、ボタン 1 つ押すだけで作業が一瞬で終わるようになりました。

○ RPA の導入に専門知識はいりません。
 専門的なスキルや知識はなくても、RPA は利用できます。RPA のシナリオ（プログラム）は、社

員が自分で作るのではなく、RPA のエンジニアに書いてもらいました。当社は事業として RPA
の導入支援サービスもしているため社内に RPA のエンジニアがいますが、いない場合も外部の
サービスを利用すれば同様かと思います。
 求人サイトの社員が自分でした作業は、RPA に調べさせた情報（最寄り駅や駅からの所要時間）

を登録するためのフォーマットを Excel で作り、データを保存するためのフォルダを作ったこ
とくらいで、あとは、どのようなことをやりたいかをエンジニアに口頭で説明し、シナリオを
作ってもらいました。
 RPA 化にあたって必要な情報は、エンジニアが丁寧にヒアリングをして拾い上げてくれます。

求人をいただいてから掲載するまでのスケジュールや、その中で RPA を動かすタイミングを説
明したほか、
「しゅふＪＯＢパート」のシステムに入っている駅名マスターと RPA が拾ってく
る駅名が完全一致しないとエラーになるといったシステムの癖などをヒアリングの際に伝え
ました。

○求人への応募者対応や、契約書発行業務などでも RPA が稼働中。
 当社では、このほかにも、スタッフィング事業部での求人への応募者対応、間接部門での契約

書発行業務など、社内のさまざまな部門・業務で RPA が稼働しています。
 スタッフィング事業部では、求人媒体に掲載した求人への応募に対し、応募者が当社登録者か
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未登録者かを調べ、未登録者であれば当社登録案内のメールを自動で送信し、登録者であれば
どの求人媒体から応募があったかを基幹システムに登録する作業を RPA で自動化しています。
 事業サポート部門では、2 チーム 4 名で対応していた派遣先企業、派遣スタッフの契約書発行

業務に RPA を導入することで、1 人あたり 1 日 30 分の残業削減に成功しました。ヒューマンエ
ラーもゼロになり、以前は行っていた確認作業も不要になっています。

○生産性向上の効果は抜群です。
 求人サイト「しゅふＪＯＢパート」では、コンテンツ制作のため、200 件を処理するのに 2 時

間くらいかかっていた作業が、ボタンを押すだけで済むようになりました。発生の都度、作業
してくれる人を探したり、人を探せずに社員が自分で単調な作業に従事していたような効率の
悪い状況を解消できました。空いた時間は、営業活動など別の業務に割り当てられています。
 スタッフィング事業部では、RPA 導入で、事業部全体で 1 日 8 時間くらいの工数を削減できま

した。また、オペレーション作業のためのスケジューリングの手間もなくなりました。
 事業サポート部門では、RPA を導入した作業について、1 日あたり計 2 時間（一人あたり 30

分×2 チーム 4 名）の残業削減ができています。

○社員の意識も変わりました。
 RPA を導入し、効果を実感することを通じて、
「誰にでもできる仕事、ルーティン作業はやらな

い」という意識が社員に生まれています。「データ集計のようなオペレーションの仕事は社員
がやらなくてもよいもので、そこに時間をかけるのは会社のためにならない」と思うようにな
ったという社員もいます。
 単純なオペレーション業務を自動化することで、
「人がパワーを割くべきこと」に社員が集中

できるようになりました。また、ある社員は、RPA を導入することで「“考える仕事”だけが残
っていくんだな」と実感したといいます。社員がそうした意識を持ちながら仕事をしていくこ
とで、生産性が向上し、付加価値の高いサービスが生み出せると感じています。

コストと効果について
○導入・運用費用
 「WinActor」のライセンス料は RPA の開発もできる「フル機能版」が PC1 台あたり年間 90 万

8,000 円、RPA を動かすのみの「実行版」が PC1 台あたり年間 24 万 8,000 円です。初年度はフ
ル機能版を 2 台、実行版を 11 台導入し、450 万円強かかりました。実行版のライセンスを入れ
た PC を各部署に配置し、初年度は 27 個のシナリオを稼働させました。PC1 台で稼働させられ
るシナリオは同時には 1 つですが、時間をずらせば複数走らせることができます。
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 導入準備のための工数は、例に挙げた求人サイトのコンテンツ制作業務の場合、打ち合わせ 1

回と、10 分くらいで資料を 1 つ作っただけと聞きます。ただし、シナリオの難易度や RPA 化す
る業務の理解度によって、かかる時間、工数には変動があります。例えば、洗い出したはずの
業務フローに抜け漏れがあればエラーの原因になりますし、その他にも稼働前のテスト、調整
や、稼働し始めた後の業務フロー変更への対応が発生することがあります。
 27 個作られたシナリオの内、稼働しているものは一部です。例えば 2019 年 8 月時点では 14 個

のシナリオが稼働しており、月間 52 人日以上の工数が削減できています。1 人日＝1 万円のコ
ストと仮定しても、月間 50 万円以上、年間で 600 万円以上の効果が得られる計算です。
○効果
 求人サイトのコンテンツ制作では、以前は 2 時間かかっていた作業でもボタン 1 つで終わるよ

うになりました。この作業だけで年間計 150 時間程度の時間節約となっています。
 派遣先企業、派遣スタッフの契約書発行業務では、4 人合わせて 1 日あたり計 2 時間の残業削

減です。
 これらを含め社内では 14 個の RPA が稼働しています。時間節約の効果だけでも十分に元が取

れていると思います。

Q＆A
－社内に専門家がいなくても、RPA の導入はできるでしょうか？
 当社の場合、社内の RPA エンジニアがシナリオを作成していることもあり、利用する社員には

RPA の知識も不要です。少し馴れは必要ですが、エンジニアでなくとも自分でシナリオは作れ
ます。RPA のシナリオを作るための無料研修やサポートサービスもあります。
 ただし、処理が複雑なものやセキュリティに関する特別な対応が必要なものは、専門的な知識

が加わってくるので、RPA の専門家がいたほうがスムーズに導入できると思います。
－RPA 導入時に注意することはありますか？
 RPA は「言われたこと」しかできません。
「ルール化できていると思っていたけれど、実は暗黙

のルールとして何となくやっていた」ことがあると上手く動きません。導入にあたっては業務
フローを整理し、必要な作業を網羅的に RPA に登録できるようにすることが肝要です。
株式会社ビースタイル
https://www.bstylegroup.co.jp
〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 5F・7F
主な事業：人材派遣業、有料職業紹介業、業務分析事業、業務請負事業、人材採用支援事業
設立
：2002 年 7 月
資本金 ：8,640 万 5,000 円
従業員数：358 名（パート含め 556 名）
（2020 年 1 月 1 日時点）

67

営業強化

定着育成

株式会社ビジネスアシスト


顧客管理システムの導入で顧客情報の共有・管理がしやすくなった。営業戦略も立てやすく、
新人には難易度の低い顧客を任せて成功体験を積ませ、早期育成や定着にもつなげている。



勤怠管理システムの導入は残業削減に効果。金額換算すると年 2,000 万円近いコストダウン
に。

導入した IT ツール
 顧客管理システム（CRM）
（「BA 営業情報システム」株式会社ビジネスアシスト）
 勤怠管理システム
（「BA 勤怠管理システム」株式会社ビジネスアシスト）※いずれも「FileMaker」を使った自社開発ｼｽﾃﾑ

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

取り組み後
（効果）

•お客様や営業所が増えて、求人広告のための顧客管理がExcelでは追い
つかなくなった。
•内訳が不透明なため、残業の多い社員の指導がしづらかった。

•「FileMaker」というプログラミング不要のデータベースソフトを使っ
て、顧客管理システムや勤怠管理システムを作成した。

•【顧客管理システム】顧客情報の共有・管理がしやすくなった。新人
に成功体験を作り、早期育成や定着にもつながっている。
•【勤怠管理システム】煩わしい事務作業を改善。大きな残業削減効果。
「残業を減らすと評価が上がり給料が上がる」という意識改革も。

コスト(費用)

メリット(効果)

・初期コスト：両システム合わせて、初年度約 340 万円。
・サーバー購入費：約 30 万円（クラウド利用なら 3 万円/月×12 か月）。
・システム開発費：営業情報 約 100 万円、勤怠管理 約 200 万円。
・運用費用
：「FileMaker」のライセンス費用：9 万 6,000 円/年。
（買い切りではなく 1 年更新型のミニマムプラン(1 サーバー・5 ユーザー)）
【顧客管理システム】顧客情報の共有・管理がしやすくなった。営業戦略も立
てやすい。新人に成功体験を積ませ、早期育成や定着にもつながっている。
【勤怠管理システム】残業削減に大きな効果。2011 年は月 40 時間超だった平均
時間外労働時間が 2012 年には月 30 時間以下に。金額換算すると、年間 1,920
万円のコスト削減：（10 時間×＠2,000 円×80 人）×12 か月＝1,920 万円
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求人広告

101～300 人

山口県

活用の状況（どんなことができているか）
○拠点やお客様が増え、Excel での顧客管理が間に合わなくなりました。
 当社は、山口県下で地域密着の情報フリーマガジン「もってけ！」を発行している企業です。

1989 年に求人情報誌からスタートし、その後、グルメや美容などのお店のクーポン誌、賃貸向
けの不動産誌、情報検索サイトの企画・運営へと展開してきました。
 これまでの当社における IT 化のなかで最も効果の高かったもののひとつは、顧客管理システ

ムの導入です。求人広告のお客様情報は、創業後 6、7 年は営業担当者がそれぞれ顧客カード
を作って、名刺入れのようなケースであいうえお順に並べて管理していました。その後、Excel
に移行し、6、7 年くらいはその形で運用していました。しかし、営業所が 5 カ所になり、お客
様の数も増えたことに伴い、データの関連づけや検索の機能が弱いと感じるようになりました。
また、営業所ごとに微妙に違うやり方を平準化し、一括把握しやすくしたいとも考えました。
 導入したのは、クラリス社の「FileMaker」というデータベース管理ソフトです。Excel と同じ

マイクロソフト社の「Access」にすることも考えましたが、当時、当社では Windows だけでな
く、制作部隊などを中心に Mac の PC も混在していたため、OS を選ばない「FileMaker」にしま
した。また、
「FileMaker」を使うと、例えるなら「PowerPoint」のような感覚で、組み込みの
フォームや機能を使って視覚的にカスタムアプリを作ることができます。当社はこれで営業管
理システム（CRM）を作成しました。
 市販の CRM も検討しましたが、今でこそ手軽な料金プランができ、
「Salesforce（セールスフォ

ース）」なども導入コストが下がっていますが、当時は高額な印象でした。そして、自分でカス
タマイズするのは難しく、外注すれば費用がかかり、当社のような体力のない地方の小さな企
業にはハードルが高いと感じました。こうしたことから、
「FileMaker」で CRM を自作すること
にしたのです。カスタマイズが自分で比較的簡単にできるのも魅力でした。自社開発した CRM
は、
「BA（ビジネスアシスト）営業情報システム」と呼んでいます。
図

「BA 営業情報システム」のトップ画面
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○経験の浅い営業員が活動しやすく、フォローしやすい仕組みです。
 システムを導入したことで、データの関連づけがしやすくなり、検索機能も向上しました。ま

た、営業日報や顧客情報の入力のフォームを工夫することで、経験の浅い営業員でも活動しや
すく、また、上司がフォローしやすい仕組みとしています。
 例えば、営業員が日々の営業活動の中で一番悩むことのひとつが「今日はどこに営業をしよう

か」ということです。しかしながら当社のシステムは、営業日報を提出する際に必ず次回営業
日を記載しないといけない作りにしており、営業員に計画的な営業を習慣づけています。
 各自入力した次回営業日は、
「次回営業日リスト」というファイルで、営業所別や営業員別に一

覧できます。これを見ると、明日は誰がどこに行くのかや、予定日を過ぎたのに訪問できてい
ないものがすぐ分かります。画面を見ながら上司と営業員がコミュニケーションをとり、適切
な活動をするためのツールとしても役立てています。

○マネジメントの戦略が立てやすく、新人の育成や定着につながっています。
 システムは営業管理にも役立っています。ボタンひとつで、営業状況や契約件数、有料掲載状

況などの各種統計がとれ、自動的に表やグラフで示されるため、営業管理がしやすくなりまし
た。様々な分析が楽にでき、マネジメントの戦略を立てるうえでも効果を上げています。
 効果があがったことのひとつが、新人の早期育成や定着です。分析を行うなかで、誰にどのよ

うなお客様を担当させるとよいかが分かりました。それをもとに、新人には、きちんと定期的
に訪問していれば契約が取れるお客様、一方、提案営業や駆け引きを要するような難易度の高
いお客様はベテランに担当させています。
こうすることで、
新卒は入社後 3 か月は研修ですが、
4 か月目から給料の倍近い売上げを稼げるようになりました。新人は営業の経験やノウハウは
少ないものの、きちんと仕事に取り組むことで当社のお客様をしっかり守ることができます。
そうした成果を評価し、成功体験を作ることが、新人の早期育成や定着に功を奏しています。

○勤怠管理システムで、残業が大きく削減できました。
 顧客情報システムに続き、
「FileMaker」を使って「BA 勤怠管理システム」を作りました。従前

は、タイムカードに打刻された開始・終了時刻を Excel シートに転記し総務に提出する仕組み
で、有給や遅刻の申請は手書きであり、事務作業が繁雑でした。また、残業削減に取り組む中、
一部残業が多い社員がいるものの、内訳が不透明で指導がしづらいという問題がありました。
 システムの導入で、勤怠管理がシステム操作で完結し、煩わしい事務作業が大幅に減りました。

結果、総務の残業も減り、ペーパーレス化も実現しました。一方、システムにおいて、残業の
際は、開始時と終了時の合わせて 2 回、上司に申請しなければ承認されない仕組みとすること
で、必要な残業かどうかを本人、上司ともこれまで以上に意識するようになりました。また、
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トップ画面で前日までの各自の時間外合計時間がすぐ見える仕組みとしたことで、月の途中で
スケジュール調整が必要かを皆が意識するようになりました。さらに運用面において、「成長
シート」の期待成果項目に「残業時間」を新設することで、
「残業を減らすと給料が減る」とい
う考えから「残業を減らすと評価が上がり給料が上がる」という考えへの変換を図りました。
 こうしたことが功を奏し、2011 年は月 40 時間超だった平均時間外労働時間が、2012 年には月

30 時間以下に削減でき、
2016 年には月 25 時間となるなど、
大幅な残業削減を実現しています。

コストと効果について
○導入・運用費用
 「FileMaker」のライセンス費用とサーバーの購入費、そしてシステムの開発費がかかります。

「FileMaker」には幾つか料金プランがありますが、買い切りでない、1 年更新型のミニマムプ
ラン（1 サーバー・5 ユーザー）で年 9 万 6,000 円です。別途、サーバーの購入費として 20～
30 万円がかかります。システムの開発費は、どのくらい作り込むかにもよりますが、営業情報
システムは 100 万円くらい、勤怠管理システムは 200 万円くらいと思います。合わせると、初
年度の導入・運用コストは約 340 万円。2 年目からはライセンス料のみとなります。
○効果
 両システムともコスト以上の効果があったと思います。営業情報システムは、戦略的な営業を

可能にすることに加え、新人の早期戦力化や定着に功を奏しています。勤怠管理システムは、
繁雑な事務作業の軽減、大幅な残業削減に加え、社員の意識改革にもつながっています。

Q＆A
－IT ツールの利用に専門家は必要ですか？
 システムの利用に専門家はいりません。当社のように「FileMaker」でアプリを作るには多少の

知識は必要ですが、当社でも文系の社員が 3 か月の研修で習得しています。
 現在は「FileMaker」の開発パートナーとなり、他社向けにアプリ開発支援も行っています。

－IT ツール導入時の苦労や工夫は？
 導入当初は、システムを使ったことのない社員が多く、
「データ保存ボタンがない」
「○○後に

ファイルを閉じていいのか」など問い合わせの内線が殺到しましたが、一時的なものでした。
株式会社ビジネスアシスト
https://b-assist.co.jp/
〒751-0818 山口県下関市卸新町 8-5
主な事業：メディア事業、採用支援事業、クリエイティブ事業(各種媒体広告代理等)、IT 事業
設立
：1989 年 6 月
資本金 ：3,000 万円
従業員数：正社員 117 名、契約社員 2 名（2018 年 4 月現在）
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情報共有

営業強化

定着育成

ヒューマングローバルタレント株式会社


選考フローでの状況と実績を可視化するために業務システムを導入。



蓄積したデータから KPI を設定し、売上は前年比 197％、個人の生産性は 157％増に。

導入した IT ツール
 業務システム
（「HR-Business Cloud」 ポーターズ株式会社）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

•人材紹介業は経験が個人に蓄積される業種だが、成功事例を組織で共
有し、未経験者でもノウハウを再現できる仕組みを作りたかった。
•業務フローに応じて様々なデータを取得し、KPIを作成したかった。

•業務システムを導入。
•売上達成のため必要な指標を作成。

•売上が前年比で197％、生産性は157％アップ。
取り組み後
（効果）

コスト(費用)

•未経験者の育成に向け、ファクトベースで成功事例を共有。

・アカウント数に応じてコストが決定。23 人のコンサルタントにマネージャー
やエンジニアを加えた 32 アカウントの契約で、月額 332,200 円。
※現在、価格改定されております。

メリット(効果)

・売上に至るまでのプロセスを可視化し、何に注力すべきかを明確にできた。
・これまで個人の経験に依っていたノウハウを、未経験者にも伝えられるよう
になり、ノウハウの共有も早くなった。
・求人票の自動化や個人情報を隠す作業など、1 人当たり月間 98 時間相当の労
働コストの削減ができた。
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紹介

51～100 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○候補者がどの状態にあるのか、管理が容易になりました。
 「HR-Business Cloud」という業務システムのアラート機能を活用し、人材紹介業務において、

求人への求職の応募から内定承諾日までの各段階について基準日数を設定し、日数を超えると
メールでコンサルタントへ通知するようにしています。例えば、応募承諾を頂いたら翌営業日
には推薦を行う、企業と面談後 5 営業日以内に必ず結果を回収するといった設定を行いました。
 これによって、候補者への対応漏れを防ぎつつ、合否連絡のない企業様に対する当社側の判断

材料としても活用しています。

○数値化したファクト（事実）を確認することで、売上増につながりました。
 業界の特徴として、コンサルタントや営業が業務を通じて獲得する知見やノウハウは、各個人

に蓄積されていきます。しかしながら、当社は人材紹介業としては 2013 年にスタートしたば
かりの企業であること、また、コンサルタントの多くが未経験者であることから、個人に依存
しない再現性のあるノウハウが必要でした。
 「HR-Business Cloud」は、選考フローに沿った候補者の管理ができ、各候補者の状況・結果が

分かります。情報をシステム内に集約することで、人材紹介業務における案件獲得から内定承
諾に至るまでの各段階について、実績を可視化することを狙いました。これにより、面談から
推薦へと移った率や内定の承諾率などを把握することができました。
 選考フローを数字によって確認することで、コンサルタントは、この候補者をいつまでにどの

段階まで選考フローを進めないといけないのかという、行動の目安となる予測指標を立てるこ
とができました。人材紹介業の場合、候補者との面談から内定までに日時がかかるため、すぐ
に売上を増加させることはできません。しかし、各段階で立てた目標値に沿って行動すること
で、自然と最終的な売上の増大につながります。導入後の売上は前年比で 197％、成約数×単
価で算出している個人の生産性は 157％へと増加しました。
 管理者層は各コンサルタントの実績を数値として可視化してみることで、コンサルタントが自

分では気づかないような課題の発見や、パフォーマンスの改善の把握といったことができてい
ます。逆にパフォーマンスがよいコンサルタントの把握もできます。ハイパフォーマーがどの
ように取り組んだのか確認していくことにより、成功事例の発掘や横展開へとつながっていま
す。
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○採用や育成にもつながっています。
 前述のノウハウの共有や実績の可視化などフレームワークを用意することによって、業界未経

験者であっても 1 日 8 時間という限られた時間のなかで、
活動の質を向上するための
「効率的」
かつ「効果的」な業務遂行を実現できています。成功経験を積むことで、未経験者の早期の育
成に役立っています。
 採用活動においては、
「仕事とプライベートの両立ができる会社」ということが好評です。採用

後の定着、また育児休暇後の復職率 100％にもつながっていると思います。
 データを収集していく取り組みにより、仮に高い経験値を持ったコンサルタントが退職してし

まったとしても、その経験やノウハウを会社に残すことができます。こうした情報は会社の資
産であり、強みになると考えています。

○業務効率によるコスト削減の効果も確認しました。
 2018 年にビジネスプロセス・リエンジニアリングという、業務内容や業務フローの見直しを行

い、その際に HR-Business Cloud によってどの程度のコストが削減できているかを確認しまし
た。その結果、トータルでは月間 138 時間の削減ができていました。
 例えば、各転職メディアからの応募者を登録する時間も API 連携や UI/UX の変更により、月間

1 人当たり 6 時間の削減効果を確認しました。
 その他、
新規顧客への接触に必要な時間も月間 1 人当たり約 4 時間の削減効果を確認しました。
 各 KPI が明確になると、1 日の中で何をどのくらいしなければならないのかが明らかになって

きます。売上に直結する顧客獲得に時間を使いたい一方、使える時間は 1 日 8 時間に限られて
います。そのような中で業務効率を改善できる部分を探っていくことが重要だと思います。

○その他のツールの活用について。
 業務効率を見直していく過程や、コンサルタントが独自で取り組んでみた事例として、新たな

ツールの導入もしています。
 面談時間の調整には「YouCanBookMe」というサービスを導入しました。無料ツールなのですが、

「Google カレンダー」と同期でき、空いている時間を自動で打ち出すことが可能です。例えば
候補者との面談の調整などでは、このツールで空いている時間を選択してもらっています。
 「Google Form」は無料のアンケートツールです。面談時には事前にこちらのアンケートに回

答してもらうことで面談時間を有効に活用できています。このツールは元々個人単位で行って
いましたが、現在は会社のアカウントで行っており、回答結果もまた自動で共有しつつ蓄積さ
れていきます。
 その他 RPA ソフトを導入して、コンサルタントがコア業務に専念できるようしております。

74

コストと効果について
○コスト
 「HR-Business Cloud」はアカウント数に応じて費用が発生し、23 人のコンサルタントにマネ

ージャーやエンジニアを加えた 32 アカウントを契約しています。1 アカウントあたり月額
15,000 円、11 アカウント以降は 7,500 円で、1 か月の総額は 332,200 円です。
※現在、価格改定されております。
○効果
 売上につながる KPI を目標とすることで、今何をすべきか、何が不足しているかが明確になり

ました。導入後の売上は前年比で 197％、個人の生産性は 157％へと増加しました。
 業務改善の効果もあがっています。
「HR-Business Cloud」によるコスト削減効果は、月間で 138

時間程度に相当することが分かりました。

Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 事業部長が推進し、優秀なコンサルタントの使い方を吸い上げて実施しています。
 ツールの利用が定着するように、管理層は各コンサルタントに入力漏れがないよう確認を徹底

しています。コンサルタント側でも、情報の蓄積が会社の資産となり、売上の向上につながっ
ているという事例を認識し、積極的に行動してくれています。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
 事業部全体が若く、社員の平均は 32 歳ほどです。IT ツールには使い慣れていると思います。
 エンジニアとして採用している社員もいますが、ツール等の開発ではなく、蓄積したデータを

基に業務改善の余地がないか分析を担当しています。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 業務の見直しを進め、効率化のためにツールを入れています。利用にあたって、コストがかか

るものは、どの程度の労働時間の削減につながっているか確認しています。
ヒューマングローバルタレント株式会社
https://corp.daijob.com/
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-7-1 赤坂榎坂ビル 5 階
主な事業：メディアの企画・運営事業、イベント事業、人材紹介業、業務委託事業等
設立
：2010 年 7 月
資本金 ：1,000 万円
従業員数：64 名（うち人材紹介業務 23 名）
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営業強化

株式会社プログリット


新事業（人材紹介）の展開後、部門間の親和性担保と営業力向上を目的に、他部門で導入済み
の顧客管理システム（CRM）を利用開始。



部門をまたいだ顧客情報の共有や課題発見・分析の実現により、サービスや営業力の向上につ
ながる。

導入した IT ツール
 顧客管理システム（CRM）
（「Salesforce」 株式会社セールスフォース・ドットコム）

導入のきっかけ・取り組み・効果

•英語コーチング事業の顧客へのサービス拡充として、英語力を活かす
キャリアアップ支援（人材紹介）事業を開始。
取り組み
（課題・きっ 両部門の親和性を図りつつ、営業力を向上させたいと考えた。
かけ）

取り組んだ
こと

•顧客データ共有のため、英語コーチング事業で利用している顧客管理
システム（CRM）を人材紹介事業にも導入した。

•部門をまたいでも、円滑に顧客情報を更新・共有できるようになった。
取り組み後
（効果）

コスト（費用）

•部門間での営業やサービスの課題を発見・分析できるようになった。

・イニシャルコスト：
0 円（他部門で既に導入済みであったため）
。
・導入に係るシステム構築費用：0 円。
※他部門にて同商品を導入済みかつシステム構築要員を社内で確保している
ため。
・ライセンスコスト：6 名分のユーザライセンス費用。

メリット(効果)

・入力・検索時間：75％/月削減（1 名あたり）
。
・効果的かつ効率的な顧客情報の更新・共有・分析を通じたサービスおよび営業
力の向上。
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紹介

101～300 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○導入のきっかけは、新事業部門で顧客情報を分析したいと思ったことでした。
 当社では、従来からある英語コーチング事業を通じてスキルアップした顧客へのサービス拡充

として、英語力を活かすキャリアデザイン事業（人材紹介事業）を 2018 年 10 月に開始しまし
た。
 お客さま一人ひとりにとっては、継続的・発展的なサービスとなることから、両部門をまたが

って、親和性を担保しつつ、効果的・効率的に顧客情報を管理し、分析したいと考えました。
 そこで、英語コーチング事業で導入している顧客管理システム（CRM）を、新事業部門にも導入

することにしました。

○ツール選択の決め手は、自由度の高さでした。
 CRM の選定に際して、英語コーチング事業で導入済みだった「Salesforce」は、有力候補では

ありましたが、はじめから決めていたわけではなく、複数の類似商品で相見積りをしました。
 その結果、英語コーチング事業で導入済みだったこともあり、追加分のライセンス料はかかる

ものの、導入コストが 0 円の「Salesforce」が最も安価であることが分かりました。
 ただし、安価であること以上の決め手は、同商品の自由度の高さでした。CRM ツールのなかに

は、業務フローを変更できないものもありますが、利用企業の作り込み（カスタマイズ）次第
で、
“何でもできる”ことに魅力を感じ、「Salesforce」を選定しました。

○顧客データ入力の手間が省力化できました。
 CRM の導入で、顧客（求人企業および転職希望者）情報の共有に関わる作業の多くがシステム

化され、業務を省力化できています。求人企業の開拓や転職希望者との面談を行うリクルーテ
ィングアドバイザーやキャリアアドバイザーの効果的かつ効率的な顧客管理・分析が可能とな
っています。
 また、同じ CRM を導入している英語コーチング事業と、顧客データの共有・更新が容易にでき

ています。英語コーチング事業において、既に顧客データが入力されていることから、新たな
手間をかけることなく、容易に新事業への展開を図ることができました。
 求人情報の開示や顧客へのメール配信など、定型業務が増加傾向にあるため、今後はさらに、

「Salesforce」の一部自動化機能などを活用した「メール自動配信」や「求人票の自動掲載」
などの導入も、検討したいと考えています。それにより、リクルーティングアドバイザーやキ
ャリアアドバイザーが、付加価値の高い業務に注力できるようにしていきたいです。
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○営業力の向上やサービスの魅力向上にもつながります。
 新事業の経過にともない、顧客情報が漸進的に増加しています。部門をまたいで CRM を導入・

活用することで、部門をまたいだ顧客情報の共有、課題発見・分析が可能となっています。
 今後、CRM 機能を活用した顧客データベースの分析を進め、本事業の戦略的な分析や、事業の

特色の抽出を行い、より魅力的なサービスにつなげていきたいと考えています。
 導入から 1 年未満のため、
利用と並行して社員の意見を確認し、使い勝手を改善する予定です。

また、顧客情報に変化が生じた際、円滑な情報共有やサービス提供のため、社員によるスピー
ディーな入力習慣をより重視しています。

コストと効果について
○導入・運用費用
 導入コスト（初期費用）は、他部門で「Salesforce」の「SalesCloud」を導入済みであったた

め、追加されるユーザーごとのライセンス費用のみ発生しました。なお、
「SalesCloud」の価格
は契約形態（エディション）により異なりますが、当社では「Professional」という有料プラ
ンを導入しています。
 導入に係るシステム構築費用は発生していません。同システムを既に英語コーチング事業で導

入済みであり、社内に構築要員を確保していたことから、外部人工は利用しませんでした。
 CRM 機能強化のため、アドオン（拡張機能）として、マーケティング自動化エディションを活

用しています。これも英語コーチング事業で既に導入していたため、追加費用は発生せずに導
入することができました。
○効果
 導入から 1 年未満ということもあり、精緻な費用対効果はまだ算出できていませんが、導入後

の社員の声を聞く限りでは反応も良く、一定の効果を生み出せているように実感しています。

Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 新事業を効率的に進めるため、システムの活用は必要不可欠でした。その中で営業企画の担当

者を中心にベンダー選定を進め、導入工数・費用・機能性など総合的に判断し、
「Salesforce」
を採用することにしました。
 また、新事業部門での CRM の活用を図るために、ツール活用の推進者を設定しています。顧

客情報などの入力が遅れている場合、同スタッフが声掛けして督促します。
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－社内に IT に詳しい人はいますか？
 社員の平均年齢が 20 代後半と若く、データ入力や画面遷移、数値分析など、一定水準の IT リ

テラシーを備えた者が多いです。また、社内で複数名のエンジニアも在籍しており設定の修正
や改善も迅速に対応できる体制となっています。
－社内で普及・活用するための工夫は？
 システムの定着・活用推進のため、部門全員を一同に集め、
「まずは使ってみる」ためのデモン

ストレーションを実施しました。
 ただし、顧客情報の入力の即時化・習慣化が課題であり、活用促進には、IT の旗振り役による

推進が不可欠です。推進者が、他のメンバーの顧客情報などの入力が遅れている場合、声掛け
して督促します。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 先述のとおり、精緻な投資効果率（Return On Investment：ROI）を算出していないため、定量

評価はできないものの、導入後の社員の反応も良く、費用対効果は十分だと思います。
 中小企業にとっては、1 件の IT 投資をするだけでも費用負担が大きく、支出が重なると企業競

争力の低下を招きかねません。IT 投資への助成が充実すると心強いです。
－バックオフィス業務の効率化にこれから取り組む中小企業へのアドバイスはありますか？
 バックオフィス業務では情報量が段階的に増加する傾向にあります。そのためシステム導入

による効率化は戦略上重要なポイントとなります。業務処理の工数削減だけでなくプロセス
単位での進捗管理や KPI 管理など管理面でも有効です。
 導入においては、あまり要件定義の完璧さを求めず、自社がおかれているビジネス環境に応

じて、アジャイルに設計・開発を進めることが重要と考えています。そのためには優先順位
をつけて対象領域を限定しスモールにスタートさせることがポイントだと考えています。

株式会社プログリット（プログリット キャリア）
https://www.progrit.co.jp/
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1
東京交通会館ビル 5 階
主な事業：英語コーチングサービス、英語関連
メディアの運営、人材紹介サービス
設立
：2016 年 9 月
資本金 ：9,891 万円（資本準備金を含む）
従業員数：法人全体で約 150 名（うち人材紹介
部門 6 名）
（2019 年 12 月 1 日時点）
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その他の効率化

情報共有

株式会社北海道アルバイト情報社


自社開発から市販のシステム活用に切り替えることで、法令改正や税率・保険料率変更のたび
に必要となっていたシステム更改の負荷やリスクを軽減。



システム部門が売上げに貢献する仕事にいっそう注力できるように。現場での利便性も向上。

導入した IT ツール
 給与計算システム
（戦略給与情報システム「PX2」 株式会社 TKC）
 グループウェア（共有予定表等）
（「G Suite（ジー・スイート）」 Google LLC（グーグル）
）

導入のきっかけ・取り組み・効果
•基幹システムのほか給与計算や会計ソフト等も自社開発してきたが、
度重なる法令改正や税率・保険料率変更への対応が負担となっていた。
取り組み
•システム部門がメンテナンスや問い合わせに時間を取られていた。
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

•完全自社開発・システム統合という旧来の方針を転換。基幹システム
との切り離しも辞さず、市販の給与計算ソフトやグループウェア等を
導入。

•法制度改正や税率・保険料率変更のたびに必要となっていたシステム
更改の負荷やリスクが軽減。売上に貢献する仕事に一層注力可能に。
取り組み後
（効果）

•現場でカスタマイズできる部分が増える等、現場での利便性が向上。

コスト(費用)

【給与計算システム】
・TKC 会員の会計事務所からのレンタルの形を取る会計ソ
フト（12,000 円/月程度）のオプションとして、3,500 円/月程度※。
※金額は会計事務所によって異なるため、おおよその値を示している。

メリット(効果)

【グループウェア】
・プランにより異なるが、
「Business」で 1 ユーザーあたり
月額 1,360 円（ミニマムプランの「Basic」では月額 680 円）
。無料トライア
ル 1 か月の後、当初は 7 名分で契約（現在は約 250 名分で契約）
。
・金額換算は難しいが、システム部門の社員が社内の問い合わせ対応に絶えず
追われていた。それがなくなるだけでも年間 500～600 万円相当の削減にな
る。
・削減できた分、売上げに貢献する仕事に一層注力できるように。コスト削減
以上に、システム部門の社員の心身の負担を軽減できることが最大の効果。
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広告･派遣･紹介

101～300 人

北海道

活用の状況（どんなことができているか）
○市販の給与計算ソフト等の導入で、法令改正等に対応したシステム更改の負荷がなくなりました。
 当社は、北海道で働きたい求職者を対象とした求人情報誌・Web サイトの運営、人材サービス・

就職支援事業などを行っている企業です。求人広告の業務は、営業、原稿制作、印刷という流
れから成りますが、そうした一連の業務の生産性向上を図るためのツールは、これまで原則全
て自社で開発し、自社開発の基幹システムとデータ等の紐付けを行い利便性を図ってきました。
 しかし、特に財務管理や労務管理に関わるシステムは、法令改正や税率・社会保険料率の変更

のたびに手直しや作り直しが必要ですが、昨今それが頻繁となり、対応するシステム部門にか
なり負荷がかかっていました。また、システム部門は、システムや IT 機器に関する社内の相
談窓口も担っていますが、業務の IT 化が進むに連れて問い合わせが増え、時間を取られる傾
向にありました。システム部門の負担感や閉塞感を軽減する必要があると考え、方針を見直し、
基幹システム以外は、必要に応じて市販のシステムやツールを取り入れることにしました。
 最も早期に取り入れた市販システムのひとつが、TKC 株式会社の会計ソフトと給与計算ソフト

（システム）です。これを導入したことで、システム部門の負荷を大幅に軽減できました。TKC
ソフトは、法制度の改正や税率・社会保険料率の変更があると新しいバージョンに切り替わり
ます。最近では、働き方改革関連法に対応し、従業員ごとに年次有給休暇の取得状況や残業時
間・手当の状況が見える化され、把握できる機能が追加されました。最新バージョンを使うこ
とで、正しい給与計算が行え、法令に準拠した労務管理が行えます。また、給与計算ソフトは
会計ソフトと連携しており、必要な労務管理のデータが会計ソフトに自動的に取り込まれます。
給与計算や源泉徴収、年末調整もシステムが自動でしてくれます。ただ、出退勤管理機能など、
当社の判断で使っていない機能もあります（自社開発ソフトを利用中）
。また、PX シリーズに
はクラウド型もありますが、当社は会計・勤怠はまだクラウド移行していない状況です。

○自社開発ツールから市販のグループウェアに切り替えることで、業務効率が向上しました。
 昨今の IT ツール導入のうち、生産性向上の点で最も効果があったのは、
「G Suite」というクラ

ウド型のグループウェアの採用です。グループウェアというのは、組織内のコンピューターネ
ットワークを使って、複数のメンバーで共同作業したり情報共有するための複合ツールのこと
です。導入してまだ 1 年足らずですが、早くも効果を実感しています。
 「G Suite」にはいろいろな機能がありますが、当社でよく使うのは、ビジネスメールの「Gmail」
、

「Hangouts Chat」というビジネスチャット、ＴＶ会議のできる「Hangouts Meet」
、「カレンダ
ー」という名の共有予定表、
「ドライブ」という名の容量無制限のクラウドストレージ、
「ドキ
ュメント」という名のワープロ、「スプレッドシート」という名の表計算ソフト、「フォーム」
という名のアンケート作成ツールの 8 つです。以前は、似たような機能をもつ自社開発ツール
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を使っていましたが、仕事を取り巻く環境の変化に伴い、使いづらい面が生じていました。
 その最たるものが共有予定表でした。自社開発の共有予定表は、同じ部署のメンバーであれば

予定表を並べて表示できますが、部署を越えて見比べることはあまり想定していない作りでし
た。例えば部署の違うＡさんとＢさんの予定を確認するには、まずはＡさんの予定表を開き、
いったん閉じてからＢさんの予定表を開き直さなくてはなりません。ＡさんとＢさんでグルー
プを作って登録すれば、同じ部署のように予定表を並べられるようになりますが、グループの
登録は、予定表が出勤簿などの管理ソフトに紐付いていたこともあって、システム部門に申請
して作業してもらうことが必要で、立て込むと直ぐにはしてもらえないこともありました。
 「G Suite」の共有予定表になってからは、システム部門に頼まなくても、社員がそれぞれ手元

で簡単にグループを設定できるようになりました（権限を与える社員の範囲は設定可能です）
。
ボタンひとつで、部署やチーム、あるいは任意のグループで予定表を並べられます。逆に、あ
まり使わなくなったグループを整理することも、システムを通さずにできます。さらに、外部
のライターやカメラマンなど共同作業者についても、Google のアカウントを取れば共有予定表
に「招待」できるようになりました。昨今、社外との協業も増えているため、この機能はとて
も便利です。もちろん見せたくない部分は制限をかけてクローズできます。また、予定が近づ
くと関係者にメールで自動的に通知できるリマインダー機能があるのも便利です。
 従来の自社開発ツールも、もともと自社の業務のやり方に合わせて開発したものなので、いま

だに市販ツールより便利で使いやすい面もあります。しかし、時間が経つに連れて合わなくな
ってきた部分もあり、特に部署を越えた協業の拡大に追いついていないところがありました。
共有予定表だけでなくワープロや表計算ソフトにおいても、
「G Suite」になって情報共有がし
やすくなったとか、操作性が向上したという声があがっています。

○ システム部門が、売上げに貢献できる開発に注力できるようになりました。
 市販のシステムやツールを利用し、システムの更改作業や問い合わせ対応の一部が外部化され

たことで、システム部門の作業負荷が大いに減る見込みです。その分の時間は、新規のシステ
ム開発やお客様への提案など売上げに貢献する活動に当てることができます。

コストと効果について
○導入・運用費用
［給与計算システム］
 「PX2」は、TKC 株式会社の戦略給与情報システム「PX シリーズ」の中でも、中小企業向けのも

のです。システムは直接購入するものではなく、TKC 会員の会計事務所からレンタルする形を
取ります。料金は会計事務所によって違うようですが、会計ソフト（12,000 円/月程度）のオ
プションとして、月に 3,500 円/月程度です※。
※金額は会計事務所によって異なるため、おおよその値を示しています。

82

［グループウェア］
 プランによりますが、
「Business」プランで 1 ユーザーあたり月額 1,360 円です（ミニマムプ

ランの「Basic」では月額 680 円/ユーザー）
。導入に際しては小さく始め、無料トライアルを 1
か月試した後、当初はトライアルチーム 7 名分で契約しました。現在では、全社 250 名のうち
160 名分を契約するまで普及が進んでいます。
○効果
 効果を数値で示すのは難しいところですが、削減される作業をコスト換算するならば、担当す

るシステム部員 2 名が、メンテナンスに月 2 日、問い合わせ対応に 1 日 3 時間程度を当ててい
たとすると、その分だけで年間 500～600 万円を削減できる計算です。
 コスト削減以上に、システム部門の社員の心身の負担を軽減できたことが最大の効果と考えま

す。お客様への提案や新たな開発に時間をかけられることは営業戦略にも合致し、実際に売上
げや利益に寄与していると思います。

Q＆A
－IT ツール導入時の苦労や工夫は？
 市販のシステムやツールは自社開発の基幹システムと切り離して使っていますが、そのため業

務フローを変えたところ、抵抗や不満の声が出ました。グループウェアと同時期に入れた顧客
管理ソフトは、計画より導入が 2 年遅れました。しかし、いまでは現場の利便性向上が歓迎さ
れています。例えば、従来は総務を通じていた請求書発行が、各部署でできるようになり、お
客様とのやりとりがシームレスになったと好評です。基幹システムに紐付けられなくても、従
来と業務フローを変えてでも、業務効率が上がり付加価値向上につながるのであれば導入しよ
う、捨てるものは捨てると割り切ろうと、覚悟を決めて取り組んでいます。
－IT 化の旗振り役は誰ですか？どのように進めましたか？
 グループウェア導入にあたっては、経営陣が特命の業務命令を下しメンバーを募りました。リ

ーダー格の営業部員 1 名のみ指名で、あとは自薦にしたところ結果的に若いチームとなりまし
た。
「社外の仕組みを使ってもっと便利に」をテーマに、グループウェアの有用性を検証。カタ
ログで選ぶのではなく、実際の業務に落としたときの使い勝手のよさや、業務との相性を確か
め、現場の生の声を集めてレポートを GM 会議に提出。それを元に導入を決定しました。
株式会社北海道アルバイト情報社
https://www.haj.co.jp/
〒060-8647 北海道札幌市中央区南 2 条西 6 丁目 13-1 南 2 西 6 ビル
主な事業：求人事業(求人媒体の編集･発行等)、人材サービス・就職支援事業(有料職業紹介事
業・一般労働者派遣事業等)、IT 事業、印刷事業
設立
：1971 年 4 月
資本金 ：7,000 万円
従業員数：185 名（グループ全体 256 名）（2019 年 4 月 12 日時点）
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営業強化

株式会社 MyRefer


対面での打合せが出来ない場合に活用するオンライン商談ツールを導入。物理的に離れてい
る社員、顧客との間でも会議を実施することができ、移動時間の削減等、生産性向上を実感。



さらに、営業面では毎度地方へ出張することは難しかったが、オンライン商談ツールによって
必ずしも実地に足を運ばなくとも商談することができている。

導入した IT ツール
 Web 会議システム（商談ツール）
（「ベルフェイス」 ベルフェイス株式会社）

導入のきっかけ・取り組み・効果

取り組み
（課題・きっ
かけ）

取り組んだ
こと

取り組み後
（効果）

コスト(費用)

メリット(効果)

•限られた営業マンが効率的に活動するため、オンライン商談ツールは
いくつか使っていた。会社として業務の標準化やデータ蓄積・育成と
いう観点から使用ツールを統一した。

•オンライン商談ツール（ベルフェイス）の存在は知っており、取引先
も使っていたことと、費用もそれほど高くないので会社での採用を決
定。訪問が難しい地方案件などで活用できるように取り組んだ。

•営業マンが足を運ばずに営業できるのは効果的。限られた営業マンで
は地方案件の対応が難しかったが、オンライン商談ツールを活用する
ことで効率的に商談することができ、営業戦略上効果は出ていると思
う。

・初期費用はかからない*1)。
・年間費用は営業マン 10 人で使って年間 54 万円*2)。
・維持管理費用は上記利用料のみ。
*1)
契約時の料金形態のため、現在（2020 年 1 月）は 20 万円かかります。
*2)
現在は 86 万 4 千円/年となります。
・遠隔の顧客へのアプローチが可能になった（移動時間がかからない）
。
・営業戦略で活用することが可能（顧客との接触頻度が高くなった、顧客が欲し
い情報を欲しいときにタイムリーに届けることができるようになった）
。
・録画機能を活用し、商談の内容を社内で共有することが可能になった。
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紹介

30 人以下

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○遠隔の顧客に効率よくアプローチすることができています。
 営業の合理化をするという観点でオンライン商談ツールを選択しました。
 遠隔地の顧客に対するアプローチは訪問しかできませんでしたが、オンライン商談ツールを導

入することで移動時間を削減でき、遠隔地の顧客に対しても効率的にアプローチすることがで
きるようになりました。
 オンライン商談ツールでは、画面を通して打合せをするだけではなく、ファイルの共有や画面

の共有、メモを書くことができるので、実際に対面で会って打合せをするのと同じようなこと
が実現できています。

○「農耕型」営業に活用できます。
 今の時代にあった営業手法である「農耕型」の営業戦略に活用できます。成熟化が進む社会の

中、多くの新規顧客にアプローチしてすぐに成約を目指す「狩猟型」ではなく、見込みのある
顧客に継続的にコミュニケーションを取って少しずつ関係性を構築していく「農耕型」の営業
戦略が増えてきています。
 農耕型営業では、SFA ツールやマーケティングツール・オンライン商談ツールを活用すること

で、顧客の欲しい情報をタイムリーに提供して顧客との距離感を縮めていくことができます。
 さらに、様々なツールの連携によってどのような商談シーンでどのようなことをしたかという

録音・録画データや資料送付履歴などが蓄積できるため、効果的に運用していくことができま
す。
 ビジネスモデルによりますが、顧客から興味をもってもらう仕組みができれば訪問することな

くオンライン商談ツールだけでクロージングすることも可能になります。ただし弊社では「リ
ファラル採用」という市場を啓蒙していかなければならないため、仕組みだけでは難しく、営
業戦略におけるオプションの一つとして活用しています。
写真

ベルフェイス利用

遠隔地の顧客に
アプローチできる
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○社内のシステムはクラウドが基本となっています。
 オンライン商談ツールはクラウドサービスですが、それ以外にも営業の効率化という観点で

SFA ツール（「Salesforce」）
、マーケティングに関しては MA ツール（
「Marketo」）
、契約締結に
は電子契約サービス（クラウドサイン）、自社顧客からの問い合わせ対応についてはリモート
コントロールツール（
「InterCom」
）を使って対応しています。
 リモートコントロールツールでは、どこの顧客からどういった問い合わせがどれくらいあるか

や、回答に対する時間等を測定して顧客満足度を上げる努力をしています。
 社内チャットツールとして「slack」も使っていますが、特に教育せずとも社員は電子メールと

使い分けているようです。

コストと効果について
○導入・運用費用（1 年目）
 クラウド利用のアプリを利用するだけなら導入コストはほとんどかかりません。運用費用とし

ても 10 人で年間 54 万円位なので、費用としてはそれほど高額ではないと思います。
 業務効率化の効果はあると思っているのですが、それ以外に、
「ベルフェイス」は顧客との会話

を録音することができ、営業活動の会話改善等に使うことができます。

○定着・拡張費用（2 年目以降）
 オンライン商談ツールに関して追加費用等はほとんどなく、ツール開発ベンダーとは比較的友

好的な関係ですので、こちらの要望をヒアリングして機能化の検討を進めてくれることもあり
ます。
 定着化についても営業マンは進んで使っています。
「ベルフェイス」はインターフェース等良

く出来ているので誰でも簡単に使いこなすことができるのではないでしょうか。
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Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 取締役 COO（最高経営責任者）がいろいろなツールを検討しています。
 また、マネージャークラスのメンバーが課題に応じて必要なツールを検討しており、まずは使

ってみようという雰囲気があります。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 費用は、基本的にツールの月額利用料のみです。効果は、定量的な数字は測っていないのです

が、営業活動では、顧客とのコミュニケーションは活性化しているし、営業戦略上のオプショ
ンが増えていると思っています。
 効果をより高めるためには多くの社員に使ってもらう必要があると思っています。

－導入にあたって工夫したことはありますか？
 会社設立時には現在ほどクラウドツールが入っていたわけではありません。経営戦略上必要な

ツールがあれば検討して徐々に増えてきました。
 いきなり全社的にクラウド導入するのではなく、まずは、新しいツールやアプリを試すことで

効果を検証しながら広げていくのがよいと思います。
 わが社はスタートアップ企業なので色々使ってみています。社員から要望があがってくれば社

長が判断してすぐ導入を決めています。

株式会社 MyRefer
https://myrefer.co.jp/
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 12-7 日本橋小網ビル 4F
主な事業：リファラル採用サービス「MyRefer」）、
人材の採用活動に関するコンサルティング等
設立
：2018 年 5 月
資本金 ：3 億 7,000 万円
従業員数：28 名（2019 年 12 月時点）
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営業強化

その他の効率化

リージョンズ株式会社


名刺管理システムの導入で顧客情報が社員の共有資産に。名刺を探す手間が省ける上、営業を
かける前に社内のつながりを探すことで「最短で会いに行く」ことが可能に。



SMS 送信サービスで手入力の手間・リスクが解消。転職希望者の開拓にもつながっている。

導入した IT ツール
 MA ツール（名刺管理ツール）
（「Sansan」 Sansan 株式会社）
 SMS 送信サービス
（「Accrete（アクリート）
」 株式会社アクリート）

導入のきっかけ・取り組み・効果
•交換した名刺が探しにくく、また、営業情報として共有・活用されてい
なかった。
•100名単位のセミナー参加者にSMSを送るのに、アドレス（電話番号）を
取り組み
（課題・き 手打ちしていた。
っかけ）

•名刺管理システムを導入。利用を呼びかけた。
取り組んだ
こと

•SMS送信サービスを使い、PCから携帯電話にSMSを送れるようにした。

•【名刺管理システム】名刺を探す手間が省け、入力の手間も軽減。また、
顧客とのつながりの共有で「最短で会いにいく」ことが可能に。
取り組み後
（効果）

•【SMS送信サービス】送信先を手打ちする手間・リスクが解消。転職希
望者開拓にもつながっている。

コスト(費用)

【名刺管理ﾂｰﾙ】初期導入コスト：0 円、ランニングコスト：年間 51 万円
＝月額 42,500 円（基本使用料 6,500 円/月×5 ｱｶｳﾝﾄ＋ｽｷｬﾅｰ費用 10,000 円/月）
×12 か月

メリット(効果)

【SMS 送信サービス】初期導入コスト：0 円、ランニングコスト：年間 4 万 6,800
円＝月額 3,900 円（月額基本使用料 1,300 円/ｱｶｳﾝﾄ×3 ｱｶｳﾝﾄ）×12 か月
※コストは一律価格ではなく企業ごとの見積もりとなり、またいずれも導入当時の
ものです。
【名刺管理ツール】手入力したらかかるであろうコスト（月 250 枚の入力･確
認で時給 1,000 円のアルバイト×2 日）が省けているだけで見合う。加えて
名刺を探す手間が省け、顧客情報の共有で最短で会いに行くことにつながっ
ている。
【SMS 送信サービス】手入力のコスト（200 人分で 40 分）と誤入力のリスクが
減り、加えて SMS の活用が転職希望者の開拓にもつながっている。
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紹介･広告

30 人以下

北海道

活用の状況（どんなことができているか）
○名刺を探す手間が省けました。
 当社は代表取締役の高岡が 2008 年に、
「人間、地方で暮らすほうがいいに決まってる！！」を

旗印に U ターン起業した、地方転職専門の人材ビジネス会社です。設立初年度は代表取締役 1
人で営業活動をしていましたが、交換した名刺は、あいうえお順に並べるだけで特に管理もせ
ず、前職時代のものとも混ざって分厚い束となっていました。そのため、中から目当ての名刺
を探すのは、なかなか時間がかかっていました。そのようなとき、Sansan 株式会社にいた知人
から名刺管理ツールを勧められ、すぐ導入を決めたと聞きます。
 契約すると、名刺をスキャンする装置が貸し出されます。その装置に名刺を通せば、Sansan 社

によって名刺情報がデータベース化されます。スマートフォンのカメラで名刺を撮影して送る
ことでもできます。データベース化したことで欲しい名刺情報がすぐ探せるようになりました。
しかも、社外からでもタブレットやスマートフォンで情報を確認できるのでとても便利です。

○データベースをつくり、更新する手間が省けています。
 当社は北海道・東北・北関東の各エリアにおいて、
「地元で仕事を探したい」という方に特化し

た転職支援サービスを行っています。事業の一環としてセミナーや相談会も開催しますが、そ
うした場で名刺交換すると、多いときにはひと月に 250 枚以上の名刺が集まることもあります。
もし、これを名刺管理ツールのサービスを使わずに手入力していたら、かなりの手間がかかり
ます。名刺 1 枚を入力するのに 1、2 分。誤入力がないかを見直せばもっとかかります。1 枚 2
分半として、ひと月に 250 枚でも 10 時間半。時給 1,000 円のアルバイトが作業したとすれば
1 万 5 千円ですが、そのためにアルバイトを雇うわけにはいきませんし、社員が自分でするの
は非効率です。その手間が省けたと考えるだけでも、費用に見合っていると思います。
 それに加えて、名刺情報を取り込むだけで、
「社内の〇〇さんが、あなたが名刺を持っている△

△さんと名刺交換しました」「係長だったのが課長になっていました」といった情報がメール
で送られてきます。単に名刺情報を Excel などに入力するだけの場合と違って、名刺管理ツー
ルを使うことで、こうした情報が社内で共有されるとともに、データベースが最新の状態に更
新されています。

○つながりのある人に、最短で会いに行くことにつながっています。
 名刺情報が共有されることについて、社内で特に抵抗感はなく、便利なことと受け止められて

います。会いたい人に、いかに最短で会いに行かれるかが大事だからです。ただ、このような
職場風土になったのは、名刺管理ツールを導入していることが大きいと言えるかもしれません。
誰かに会おうと思ったときは、まずデータベースで誰か名刺交換していないか確認し、つなが
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りのある社員がいれば、どういうつながりかを聞きに行くというのが習慣化しています。
 当社ではいくつかの IT ツールやアプリを導入していますが、
この名刺管理ツールについては、

一度も「やめようか」という話にならずに使い続けているもののひとつです。

○ SMS 送信サービスの導入も、手間とリスクの削減につながっています。
 もうひとつ業務効率化の効果が高くて使いやすい IT ツールをあげるとすれば、
「Accrete（ア

クリート）
」という SMS 送信サービスがあります。これは PC のウェブ画面から簡単な操作で複
数または個別の携帯電話番号に SMS（ショートメッセージ）を送ることができるサービスです。
 当社では、セミナー参加者や過去にサービスをご利用いただいた方々に一斉に E メールを送る

ことがありますが、そのようなときは並行して「E メールでお知らせを送りました」という SMS
を送っています。これは、E メールは毎日は見ないという人でも、スマートフォンや携帯電話
の SMS は見るという人が多いためです。また、迷惑メールが蔓延するなか、よく知らないアド
レスから送られてきた E メールは警戒されることがありますが、SMS は当社の代表番号から送
っているため、調べようと思えば当社が送ったものだと分かるということもあります。
 ただし、この通知を送るため、以前は携帯電話やスマートフォンで携帯電話番号を手打ちして、

SMS を 1 件ずつ送っていました。打ち間違っていないかの確認も含めて 1 件につき 10～15 秒か
かるとすれば、1 日あたり 10 件として、1 か月では 50 分もの時間を携帯電話番号の入力作業
に費やしていたことになります。それが、SMS 送信サービスを使うことで、宛先は手打ちでな
く、PC で送信先リストからコピー＆ペーストすればよく、ボタン 1 つで一括送信できるように
なりました。作業が楽に、短時間でできるようになり、宛先を打ち間違うリスクもなくなりま
した。

○ サービスの利用者増にもつながっていると考えます。
 このサービスを使うようになって、100 件単位の SMS が苦ではなくなりました。3､4 か月に 1

回程度、300 件、400 件の宛先に SMS を一括送信することがありますが、このサービスを使っ
ているからこそ、そうした手法をとれるようになったと言えます。
 SMS は字数制限があるためお知らせそのものは送れませんが、SMS を送った後に E メールに返

信をいただくことが多いことから、E メールの開封率を上げる効果を実感できます。そしてこ
のことは、ひいては当社のサービスの利用者を増やすことにつながっていると考えています。
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コストと効果について
○導入・運用費用
 Sansan 社の名刺管理ツールは、当社が導入したときとは料金設定が変わっているようですが、

当社は「Professional Edition」という形態（当時）で 5 アカウントを契約しました。基本使
用料が 1 アカウントあたり月 6,500 円、名刺を読み込むスキャナーのレンタル費が月 10,000
円で、年間費用は 51 万円です。この料金で、契約した枚数までの名刺（当社の場合月 250 枚）
を取り込むことができ、超過した場合は 1 枚当たり 30 円がかかります。当社の場合、大きな
セミナー等でたまに超過する月はあるものの、概ねこの中で収まっています。
 SMS 送信サービスの「Accrete」も、初期費用なしに、月額基本使用料とアカウント料のみで導

入できます。料金はプランによって異なるようですが、当社は月額基本使用料 1,300 円を 3 ア
カウントで契約しています（3 拠点にそれぞれ割り当てています）
。
○効果
 名刺管理ツールについては、名刺情報を自分たちで入力しデータベース化する手間の節約だけ

で費用に見合っていると思います。名刺 1 枚の入力・確認に 2 分半かかるとして、ひと月に 250
枚で 10 時間半、時給 1,000 円のアルバイトが作業した場合で 1 万 5 千円/月の費用が節約でき
ていることになります。加えて、名刺を探す手間がなくなり、また、名刺情報の共有が、会い
たい人に最短で会えることにつながっていることなどが効果としてあげられます。
 SMS 送信サービスについては、携帯電話番号を 1 件ずつ手打ちしていた場合の作業時間（1 日

あたり 10 件で 50 分/月）と費用の節約、誤入力リスクがなくなったという効果に加え、SMS の
効果的な利用が E メール開封率、ひいてはサービス利用者増につながっていると考えます。

Q＆A
－IT 化に取り組んだ経緯は？
 名刺管理ツールは知人からの紹介、SMS 送信サービスは作業を担当していた社員が「何か便利

なツールはないか」と探してきたものです。
－IT ツールの利用に専門家は必要ですか？
 どちらのツールも簡単に利用できます。PC で Word や Excel の基本操作ができれば十分です。

リージョンズ株式会社
http://www.regions.co.jp
〒060-0001 北海道札幌市中央区北 1 条西 4 丁目 1-2 武田りそなビル 3 階
主な事業：地域密着型転職・キャリア支援サービス、転職支援サイト「リージョナルキャリア」
の運営、
「暮らしたいところで思い切り働く」リージョナルスタイルの提唱
設立
：2008 年 5 月
資本金 ：1,100 万円
従業員数：27 名（2020 年 1 月現在）
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定着育成

営業強化

株式会社 LiB


オンライン商談ツールを導入。顧客への移動時間の削減と商談数の増加につながった。



併せて AI 搭載型クラウド IP 電話を導入し、若手の商談を録音でチェックすることで、
営業のノウハウの継承、若手の教育につながっている。

導入した IT ツール
 Web 会議システム（商談ツール）
（「ベルフェイス」 ベルフェイス株式会社）
 AI 搭載型クラウド IP 電話
（「MiiTel」 株式会社 RevComm）

導入のきっかけ・取り組み・効果
•営業担当者の顧客への移動時間を計算して驚き、効率化を図りたいと
考えた。
取り組み
•訪問営業中心の文化、スタイルを変えたいと考えた。
（課題・きっ
かけ）

•十分使われていなかった、オンライン商談ツールの活用を推進した。
取り組んだ
こと

•オンライン商談力向上のため、AI搭載型クラウドIP電話を導入した。

•顧客への移動時間が半分程度になり、商談数が増加した。
•上長が若手の商談に同席する機会も増え、受注率がアップした。
取り組み後
（効果）

•営業のノウハウの継承や若手の教育、柔軟な働き方の推進にも役立っ
ている。

コスト(費用)

メリット(効果)

【オンライン商談ツール】
（導入時）同時接続可能な 3 ルームで導入。
（現在） 6 ルームに拡充。約 120 万円/年。
※現在は利用人数（ID 数）ごとの課金モデル。約 150 万円/年～。
【オンライン商談ツール】
・顧客への移動時間が半減。商談数倍増。
・上長のフォローが行き届くようになり、受注率アップ
・若手への教育効果が現れ、新規顧客とのアポや契約につながる例が増加。
【AI 搭載型クラウド IP 電話】
・現状や改善点を明示することで、若手のモチベーションアップ。
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紹介

51～100 人

東京都

活用の状況（どんなことができているか）
○顧客への移動時間が半分程度になり、商談数が 2 倍に増えました。
 以前は訪問営業中心で、営業担当者 1 人につき、顧客への移動に 41 時間／月も費やしていま

したが、オンライン商談ツールの活用を開始してから約 3 か月後には、顧客への移動時間が半
分程度になりました。
 営業担当者には、
「初回は訪問してもよいが、2 回目以降はなるべくオンライン商談ツールを使

うように」と伝えました。また、契約受注後のフォローにも、オンライン商談ツールを活用し
ています。このようにして空いた時間を活用し、商談数を約 2 倍に増やすことが出来ましたの
で、かなり効率が上がったと思います。
 オンライン商談ツールでは、説明資料の画面を顧客と共有しながら話を進めます。顧客が関心

を持ったところ、疑問を感じたところで画面を止めて丁寧な説明を加えるなど、紙の資料で説
明する場合と比べて、顧客のペースに合わせた商談ができるようになりました。
 顧客には、
「移動に費やしていた時間を、提案内容の検討や、より充実した資料の作成に使わせ

てほしい」と依頼して、受け入れて頂きました。その結果、初回の訪問から受注までの訪問回
数が、顧客 1 社につき、平均 2.7 回から 1.6 回に減少しました。
 また、最終商談から契約までの日数も、以前は 2 週間程度かかっていたものが 3 分の 2 程度に

なり、迅速な対応ができるようになりました。

○上長が若手の商談に同席する機会が増え、提案の質が高まり、受注率がアップしました。
 オンライン商談ツールを活用して移動時間を削減した結果、若手の営業担当者に同行する上長

（事業部の責任者）にも時間的な余裕が生まれました。その分、上長がオンライン商談に同席
する機会を増やし、若手を上手くフォローして質の高い提案に努めた結果、10％ほど受注率が
アップしました。オンライン商談ツールの活用が、時間あたりの成果の最大化につながってい
ます。

○営業のノウハウ継承の場、若手の「学びのツール」にもなっています。
 若手にとって、上長が同席する商談が増えることは、営業のノウハウやスキルを直接学ぶ機会

が増えることでもあります。若手は上長の営業トークのコツなどを間近で学び、上長も若手の
様子を確認しながら指示出しやフィードバックをしています。
 オンライン商談ツールを活用し、こうした学びの機会を増やしたことで徐々に若手のスキルが

上がり、新規顧客とのアポがとれるようになる、契約を受注できるなどの成果が出てきました。
 若手のオンライン商談力の向上を図るため、
併せて AI 搭載型クラウド IP 電話を導入しました。
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これにより通話の録音や文字起こしを行い、顧客への電話の発信回数、通話時間、顧客と当社
の会話時間の比率、声の質やトーンなどの分析をしています。
 現状を数字で明示し、よく出来ている点や今後の課題について、上長がその都度具体的に伝え

ることで、若手の成長実感、やる気や目的意識が高まります。最近では、若手自ら目標を立て
て改善に取り組む様子が見られるようになりました。
 オンライン商談ツールと AI 搭載型クラウド IP 電話を併用することで、若手の教育について、

より高い効果を生んでいます。IT ツールを若手の「学びのツール」として活用しています。

○柔軟な働き方の推進や採用業務にも役立っています。
 当社は、正社員・契約社員の約 4 分の 1 を、子育て中の社員が占めています。オンライン商談

ツールがあることで、必要に応じて在宅勤務をするなどの柔軟な働き方ができています。
 台風の際も、オンライン商談ツールを利用すれば自宅からでも顧客に連絡がとれるため、これ

までより迅速に在宅勤務を認める決定を下し、社員の安全を守ることができました。
 採用面接でもオンライン商談ツールを活用しています。応募者が遠方に住んでいる場合は、1

次面接・2 次面接はオンライン商談ツールで行い、最終面接のみ本社（東京）に来てもらうな
どの使い分けをして、応募者の負担を軽減しています。

コストと効果について
○導入・運用費用（1 年目）
 オンライン商談ツールは、同時接続可能な「ルーム」の数によって費用が異なります。最初は

3 ルームの利用でしたが、数が足りなくなったため、現在は 6 ルームまで増やしています。費
用は、6 ルームの利用で、年間 120 万円程度を支払っています。
 当社が導入しているオンライン商談ツールは大変使いやすいため、導入にあたり、特に準備の

ための時間を要することはありませんでした。利用中に分からないことがある場合は、チャッ
トサポートを活用していますが、すぐに返信があります。

○効果
 オンライン商談ツールの活用により、営業担当者が顧客への移動に費やす時間が半分になり、

その分、商談件数が 2 倍になりました。初回の訪問から受注までの訪問回数も、顧客 1 社につ
き、平均 2.7 回から 1.6 回に削減されました。
 オンライン商談ツールと AI 搭載型クラウド IP 電話を組み合わせ、若手にアドバイスをするこ

とは教育的な効果が高く、導入のメリットは非常に大きいです。
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Q＆A
－IT 化の旗振り役は？
 ダイレクトリクルーティング事業部（株式会社 LiB）の責任者（2018 年 10 月入社）が中心と

なって取組みを進めました。前職でもオンライン商談ツールを活用しており、成果を出せるこ
とは理解していました。当社でも既にオンライン商談ツールは導入されていましたが、これま
では十分に活用されていませんでした。
 最初は、訪問営業での成功体験を持つベテランの営業担当者ほど、抵抗感が強かったです。そ

のため、
若手の中から 3 名の協力者を見つけ、
オンライン商談での成功体験を積み重ねました。
それを見た他の社員も徐々に関心を持つようになり、事業部全体に取組みが広がりました。
 その後、ダイレクトリクルーティング事業部の責任者が人材紹介事業部（株式会社

LiBzPARTNERS）に異動したため、現在では人材紹介事業部でもオンライン商談ツールの導入を
進めています。
－社内に IT に詳しい人はいますか？
 フルリモート勤務の IT 担当者がいますが、オンライン商談ツールの導入や運用については、

一般の社員でも十分対応可能です。
－費用対効果についてどうお考えですか？
 オンライン商談ツールには、同時接続可能な 6 ルームの利用で、年間 120 万円程度の費用を支

払っていますが、うまく活用すれば十二分な効果が得られ、費用対効果が高いと考えます。今
後、必要に応じて、ルーム数を増やすことも検討しています。

株式会社 LiB
https://www.libinc.co.jp/
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町 13-15
主な事業：ダイレクトリクルーティング、人材紹介
設立
：2014 年 4 月
資本金 ：3 億 6,411 万 5 千円
従業員数：81 名
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Ⅲ 付録

１．本業界における IT 活用の取組状況

２．お役立ちリンク集
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～簡易 Web 調査結果

１．本業界における IT 活⽤の取組状況

〜簡易 Web 調査結果

ここでは本業界の中小事業者等を対象に行った簡易 Web 調査の結果から、本業界における
取り組みの現状を紹介します。
（１）調査の概要
＜アンケート調査＞
調査名

：人材サービス事業者の IT 活用に関するアンケート（簡易 Web 調査）

調査対象 ：人材サービス産業（人材紹介、人材派遣、求人広告等）の事業者
調査方法 ：本事業専用サイトにおいて簡易 Web 調査を実施（業界団体を通じ協力呼びかけ）
調査時期 ：2019 年 7 月 16 日～8 月 31 日
回答数

：有効回答数 45

①回答企業の特徴
［業種・業態］（複数回答可）

［主な業種・業態］（単一回答）

※最も売上高が大きいもの
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［従業員規模］（単一回答）

※業種別内訳は、
「主な業種・業態（SA）」の回答に基づく

［所在地］
（単一回答）

回答数

回答数

回答数

北海道

⽯川県

岡⼭県

⻘森県

福井県

広島県

岩⼿県

⼭梨県

⼭⼝県

宮城県

⻑野県

1 徳島県

秋⽥県

岐⾩県

⾹川県

⼭形県

1 静岡県

愛媛県

福島県

愛知県

⾼知県

茨城県

1 三重県

1 福岡県

栃⽊県

滋賀県

佐賀県

群⾺県

京都府

⻑崎県

埼⽟県

⼤阪府

3 熊本県

千葉県

兵庫県

1 ⼤分県

東京都

29 奈良県

1 宮崎県

神奈川県

和歌⼭県

新潟県

1 ⿃取県

富⼭県

島根県

4

⿅児島県
沖縄県
1計

99

1
45

（２）調査結果の概要
①業務上の課題（複数回答可）
今、抱えている業務上の課題（人材サービスに係る IT 化、社内の管理業務の IT 化等）について尋ねたところ、「業務
上のコミュニケーションを活発・円滑にしたい（27 件）」を挙げる企業が最も多く、「ユーザー企業の情報管理を簡単に
したい（26 件）」、「顧客の新規開拓やリピーター増加のための営業活動を効率的に行いたい（24 件）」が次いでいる。
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②IT 導入による生産性向上に向けた取組の有無（単一回答）
便利な IT ツール・システムの導入による社員の働き方改革や、間接業務の負担軽減、業務効率化、人材ビジネスの高
度化について、取り組んでいることやご関心はあるか尋ねたところ、回答企業の大半は取組に前向きであることがうかが
われた。回答結果としては「すでに取り組んでいることがある（32 件）」が最も多く、「取り組む予定がある（2 件）」と
合わせると、既に取り組んでいるか、取り組む予定があるところが 45 件中 34 件を占めている。これに次いでは「具体的
な予定はまだないが、関心はある（8 件）」が多くなっている。

③課題解決のための IT 活用意向（単一回答）
①でお答えいただいたような課題を緩和・解決するような IT ツール・システムがあれば活用してみたいか尋ねたとこ
ろ、回答企業の大半は取組に前向きであることがうかがわれた。回答結果としては、「すでに活用を始めている（19 件）」
が最も多く、
「活用の計画・予定がある（7 件）」と合わせると、既に活用を始めているか、計画・予定があるところが 45
件中 26 件と過半数を占めている。これに次いでは「活用の計画・予定はないが、ぜひ活用してみたい（14 件）」が多く
なっている。
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④IT 活用に際しての課題（複数回答可）
IT ツール・システムの導入・活用に際し、障害に感じるものはあるか尋ねたところ、「IT 導入にかかるコストが高い」
を挙げる企業が 45 件中 34 件で最も多くなっている。

⑤IT 導入の際の相談相手（複数回答可）
IT 導入を検討する際、誰に相談するか尋ねたところ、「特に相談相手はいない」は 12 件で、何らかの相談先をもつ企
業が 45 社中 32 件を占めて多くなっている。
相談先としては、
「地元の IT メーカー・販売会社（15 件）」を挙げる企業が最も多く、
「その他（11 件）」が次いでいる。

※その他：関連会社、グループ会社、社内システム担当者、グループ会社の専門部署やアウトソーサー、自社社員、同
業他社、導入済の企業、派遣システム導入会社、グループ内情報企画部門、親会社の IT 推進部門、友人、求人媒
体企業の担当者
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２．お役立ちリンク集
ここでは IT 活用に取り組んでみようと思ったときの相談・問い合わせ先、補助金等の公的支援策
を探せる Web サイト等の参考情報（URL 等）を掲載しています。
（※URL の最終確認日：2020/1/6）

まずは最寄りの支援機関等に相談してみましょう


中⼩事業者等の IT 活⽤等による⽣産性向上の取り組みに対しては、補助⾦・助成⾦等だけでなく、無
料の専⾨家派遣など、さまざまな公的⽀援があります。



⾃社にはどのような IT 導⼊が考えられるのか、どんな⽀援が受けられるのか、まずは最寄りの⽀援機関等に
相談してみることが考えられます。相談は、IT 導⼊を決定してからでないとできないわけではありません。

最寄りの⽀援機関等に相談、またはインターネットでコンタクト

■中⼩企業基盤整備機構（以下、中⼩機構）の専⾨家派遣制度
（https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/index.html）
■よろず⽀援拠点（国が設置した無料の経営相談所）
（https://yorozu.smrj.go.jp/base/）
■IT コーディネータ協会（⽀援対象は、規模の⼤⼩、業種・業態を問いません）
（https://www.itc.or.jp/management/）
■各地の商⼯会議所、商⼯会連合会
（https://www5.cin.or.jp/ccilist）
（http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754）
■⽀援機関⼀覧（中⼩企業の IT 導⼊を⽀援する、中⼩機構「IT プラットフォーム」より）
（https://ittools.smrj.go.jp/info/organization/index.html）
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■ミラサポの専⾨家派遣制度 （https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html）

（出所）中小企業庁

ミラサポ Web サイト（https://www.mirasapo.jp/specialist/flow1.html）
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情報を収集してみましょう

■中⼩機構 「IT プラットフォーム」（https://ittools.smrj.go.jp/）


中⼩企業が⽣産性向上のための IT 導⼊をやりやすくするため、中⼩機構が開設した情報発信サイト「IT
プラットフォーム」です。



経営や業務効率化に役⽴つ情報が検索できる「ここからアプリ」の機能を拡充し、業種や「取引先を増やし
たい」「在庫管理をしたい」などユーザーの⽬的からも検索できるようにしたほか、中⼩企業・⼩規模事業者
の IT 導⼊事例や、IT 導⼊に役⽴つ⽀援情報も提供しています。



⽀援施策の⼀覧・概要もあります｡（https://ittools.smrj.go.jp/info/measures.html）

（出所）中小機構

「IT プラットフォーム」（https://ittools.smrj.go.jp/）

■J-Net21 「⽀援情報ヘッドライン」（https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/）


企業経営や創業に役⽴つ国・都道府県の⽀援情報（補助⾦・助成⾦、セミナー・イベントなど）がまとめ
て検索できます。（検索ツールの分野で、「⽣産性向上・IT 化」を選択）
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使える補助金・助成金等を探してみましょう



IT の導⼊、利活⽤には、補助⾦・助成⾦等を利⽤するのも⼿です。



これらの活⽤についても、本事例集 104 ページにある⽀援機関等で相談できます。

■⽀援情報ヘッドライン 補助⾦・助成⾦・融資 （https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/）
※検索ツールの分野で、「⽣産性向上・IT 化」を選択

■IT 導⼊補助⾦ （https://www.it-hojo.jp/）


IT ツールを導⼊する経費の⼀部を補助するものです。

■中⼩企業等経営強化法に基づく⽀援措置の活⽤
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html）
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kihonhoushin.html）


職業紹介・労働者派遣事業、広告業とも、中⼩企業経営強化税制の指定事業となっています。



経営⼒向上計画の認定を得ると、ソフトウェア購⼊や IT 投資に税制優遇等が受けられる可能性
があります。



職業紹介事業者および労働者派遣事業者は「事業分野別指針（職業紹介事業・労働者派遣事業分
野）」を、求⼈広告事業者は「基本⽅針」をご参照ください。

（計画の申請先は、職業紹介事業者および労働者派遣事業者は厚⽣労働省、求⼈広告事業者は各経
済産業局です。）
※2 つ⽬のリンク先では下記項⽬がご覧いただけます。
・「事業分野別指針」の概要
・「事業分野別指針（職業紹介事業・労働者派遣事業分野）」
・「基本⽅針」の概要

※広告業も対象

・「基本⽅針」
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中小企業向けの IT ツールを探してみましょう



具体的なツールを探すだけでなく、どんなものがあるのか、どんなことができるのかイメージを持ったり、具体的
な導⼊事例を知ることができます。



お悩み別（課題別、⽬的別）にも検索できます。



事例については、他業種の導⼊・活⽤例が参考になることがあります。

■業種別 お悩み解決 IT ツール機能（IT 導⼊補助⾦ Web サイト）※「全業種共通」等を参照
（https://www.it-hojo.jp/applicant/solution.html）
■中⼩企業向けアプリ検索（IT 導⼊補助⾦ Web サイト）※業種は「その他」
（https://ittools.smrj.go.jp/app/index.php）
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この事例集は、厚生労働省委託「中小事業者に対する IT 活用等支援事業」の一環として作成したもの
です。
作成にあたっては令和元年度「中小人材サービス事業者の IT 活用等による生産性向上に向けた検討会」
（座長：岡田浩一 明治大学教授）での議論と、民間人材サービス事業者等へのインタビュー調査を参考
にしています。
詳しくは、中小人材サービス事業者の「IT 活用による生産性向上」応援サイトをご参照ください。
（https://www.murc.jp/jinzai_it/）
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