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会社概要

ミッション

ビジョン

会 社 名

所 在 地

代 表 者

事業内容

あたりまえを疑い、よりよい社会を創る。

新たな価値を、次々と。

株式会社HOAP

東京都港区⾚坂4-8-19 ⾚坂フロントタウン3F

権守 泰純

・採⽤⽀援事業 ・採⽤広報⽀援事業 ・組織構築⽀援事業

©2022 HOAP Inc.
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HOAP設⽴経緯

⼈材が定着し、輝ける未来を創る
採⽤難に加え、離職率が⾼いことも⼈材不⾜の要因だと考えます。離職理由の多くは、
『職場での⼈間関係』『ライフステージの変化』『法⼈の理念・運営への不満』です。
せっかく採⽤できても定着し、職員が輝ける職場でないと意味がありません。
前提として、現代は転職が当たり前の時代であり、新型コロナ感染拡⼤により、
『リモートワーク』が定着し、より働き⽅が多様化しています。採⽤だけでなく
『安⼼して働ける、魅⼒的な職場創り』これを実現したいと考えております。

採⽤に困る世界観を無くす
⽇本では少⼦⾼齢化の時代に突⼊し、介護を必要とする⼈⼝が増える⼀⽅で労働者⼈⼝の
減少に⽐例し、介護業界では深刻な⼈材不⾜に陥っていると⾔えます。これからの時代、
介護業界からの⼈を集める⽅法に加え、他業種からも⼈材を集めていく必要があります。
採⽤の⽀援だけでなく、『⾃然と⼈が集まる動線創り』を実現したいと考えております。

©2022 HOAP Inc.



STEP1
STEP2

STEP3 STEP4

採⽤⼒強化 募集⼒強化 定着⼒強化 ⾃⾛

サービス概要

©2022 HOAP Inc.



改善ステップ

採⽤⼒強化

ヒアリング

課題抽出

要件定義決め

採⽤媒体共有

採⽤戦略⽴案

素材作成

写真撮影

採⽤媒体運⽤

採⽤媒体管理

求⼈票作成

スカウト作成

スカウト送付

⾯接⽇程調整

振り返りミーティング（⽉１回）

履歴書/職務経歴書受理

採⽤ツール作成

KPI検証

PDCA管理

採⽤ツール制作

募集条件⾒直し

SNS運⽤⽀援（Instagram）

リファラル採⽤導⼊⽀援

アルムナイ採⽤導⼊⽀援

採⽤動画製作

ブログでの発信（note）

採⽤サイト製作⽀援（別途費⽤）

その他クライアント様に合わせた施策

リーダー研修

企業理念の明確化

企業理念の浸透化

組織⼒強化施策

マネジメント研修

OKR実施⽀援

1 on 1実施⽀援

希望職種に対し適切な応募状況を
創れている状態になる

〜求⼈募集・戦略⽴案〜

キックオフ
ミーティング

課題を正確に把握し
役割を明確化する

初回 STEP1 STEP2 STEP3

主な施策例

募集⼒強化

リファラル採⽤等を導⼊・浸透させ
紹介会社以外の流⼊経路を構築する

〜ブランディング・採⽤広報〜

定着⼒強化

管理職が⾃覚を持ち組織運営を⾏える。
スタッフ個⼈が⽬標を持ち
⾃ら考え⾏動できる状態になる

〜組織⼒強化・マネジメント強化〜

1ヶ⽉ 12ヶ⽉ 6ヶ⽉
※上記施策は⼀例です。お打ち合わせの上、最適な施策をご提案いたします ©2022 HOAP Inc.



採⽤⼒強化
採⽤に特化した⽀援を⾏います。⼀緒に採⽤計画および採⽤戦略を⽴案し、採⽤に関する
業務を巻き取ります。また業務を代⾏するだけではなく、採⽤戦略に沿って⾏動し、

PDCAをしっかり回す事によって⽴ち消えを無くします。

P
・採⽤戦略の⽴案を⼀緒に⾏い、
⼈員計画及び採⽤計画を⽴案します。
・採⽤媒体の選定から運⽤⽅法や
役割分担まで明確にします。

・運⽤している求⼈媒体をすべて弊社管理。
・対象者にスカウトを作成し、随時発信
・⾯接と合否判断以外の業務を巻き取ります。

・ミーティングをもとに次⽉以降の
改善策を講じてまいります。

・⽉に１回戦略担当と進捗確認の
ミーティングを実施いたします。

・他での成功事例等を共有させていただき、
次⽉の改善提案・戦略改善を⾏います。

（⾯接は最重要業務のため貴社にて実施）

D
A
C

改善ステップ

©2022 HOAP Inc.



改善ステップ 募集⼒強化
いかに『潜在層』にアプローチし、⾃社への転職への動機付けができるかがポイントとなります。

⼀般企業ではリファラル採⽤やスクラム採⽤といった⼿法を取り⼊れるなど、潜在層への情報発信を通じて
潜在層を顕在化させ採⽤することが主流となってきています。

募集⼒強化では⾃社の情報を⾃発的に発信し潜在層へのアプローチできる仕組みを設計します。

求⼈媒体から
SNS、採⽤サイト
までの動線を構築

無関⼼層

顕在層

現在の仕事に満⾜しており
転職に興味を⽰していない

Instagram note・ブログ

採⽤サイト

情報発信を通じた広報活動でアプローチ

潜在層
就職・転職に興味を⽰しているが
求⼈広告だけでは応募には⾄らない

リファラル制度 動画

積極的に転職活動を⾏なっており
すでに紹介会社やエージェントに登録済み

⼈材の取り合い▶アンマッチが発⽣し早期退職
©2022 HOAP Inc.



改善ステップ 組織⼒強化
⼈が組織を去る理由で多いのが、『職場環境』『⼈間関係』『キャリアアップ』です。

多くの組織では管理職が機能せず、『怖い存在』になってしまっており、それが原因で退職してしまうケースが散⾒されます。
また採⽤を強化したとしても、⼈材の流出（離職率）を⽌めなければ意味がありません。

組織⼒強化では『企業理念の浸透』から『管理職としての役割』を明確にし、辞めない組織創りを⽬指します。

③管理職コミットメント

管理職との⾯談を通じてトップとの
ギャップを明確化。共通認識創りを実施

②コミュニケーション体系の構築
OKRや1 on 1を通じて、スタッフ
1⼈1⼈と向き合う研修の実施及び実⾏

④レビューの実施
マネジメントレビューを通じて変化の確認
および改善点のあぶり出しおよび改善実⾏

⑤エンゲージメント確認

①ビジョン・理念の明確化
トップインタビューを通じてビジョン・理念の
確認および現状の課題を確認

©2022 HOAP Inc.



改善ステップ サポート体制
各専⾨分野のスタッフとチームを創り、クライアント様をサポートしてまいります。
専任の窓⼝担当を設け、コミュニケーションのロスを防ぎ、対応してまいります。

また弊社内の品質管理者がすべてを統括管理しておりますので常に品質低下が無いよう管理の徹底したサポートを⾏います。

広報担当 組織⼒強化担当
採⽤担当者様

専⾨チームでの
協⼒体制

デザイナー
アシスタント

ライター

品質管理責任者

HOAPチーム

事務担当者様

クライアント様

依頼・指⽰・相談

報告・連絡・提案

戦略担当

©2022 HOAP Inc.



オンラインミーティング
ツール（ZOOM）を使⽤
して、現状の課題や解決し
たいこと、今後の展望など
貴社の現状の状況を詳しく
お伺いいたします。

相談内容をもとに、オンラ
インミーティングツール
（ZOOM）を使⽤して、
貴社に最適な内容をご説
明・ご提案いたします。

クラウドサインにて締結い
たします。

業務のすり合わせ及び役割
分担を⾏います。課題を正
確に把握し、改善点を1つ
1つ着⼿できるよう優先順
位をつけていきます。(※)

キックオフミーティングの
翌⽉より業務に着⼿しま
す。クライアント様が⼿を
動かさなくてもいいように
着⼿します。

サブスク⼈事導⼊までの流れ

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

※原則オンラインで実施いたしますが、ご状況・ご要望に応じて訪問。

©2022 HOAP Inc.



貴社にノウハウを残せる
HOAPの提供する⼈事サポートのコンセプトは『⾃⾛できる⼈事部を育成する』ことです。
貴社にノウハウを残せるようサポートしてまいります。

業務のカスタマイズが可能
会社によって課題や解決すべき問題は異なります。貴社で内製化できているところは
敢えて巻き取らずに、必要な部分だけのサポート（業務の巻き取り）を⾏います。

採⽤だけでなく定着まで⼀貫して⽀援
⼈材採⽤は採⽤がゴールではありません。採⽤し、戦⼒となり、⻑く働いてもらう
ことでお互いにWin-Winの関係となります。そのためには採⽤強化だけでなく組織⼒の
強化も必要です。HOAPでは採⽤から組織⼒の強化まで⼀貫して⽀援が可能です。

コスト削減＋時間の創出
⼈を雇うよりも⼤幅にコスト削減できます。またコア業務に専念できる時間が創出できます。
業務の棚卸を⾏い、『やらないこと』を選択し、PDCAを回していきます。

©2022 HOAP Inc.



※すべてのプラン・セットで初期費⽤10万円（税抜）が発⽣いたします。（オンラインにて実施）
訪問の場合は15万円（税抜）＋交通費・宿泊費（必要な場合）を頂戴いたします。

万円/税抜

A・Bセット料⾦

料⾦プラン
A. 採⽤⼒強化プラン B. 募集⼒強化プラン C. 組織⼒強化プラン

15 万円/税抜15
万円/税抜15

万円/税抜25
A・B・Cセット料⾦ 万円/税抜35

※サポートする施設が複数ある場合は、別途お⾒積りとなります。相談時にお聞かせください。

※成果報酬媒体・エージェントを使⽤する場合の⼿数料等は含んでおりません。
※詳細な料⾦や契約期間等はオンライン相談のヒアリングを経てご提⽰いたします。イメージはP5の期間を参照ください。

※⽀払⽅法：⼝座振替にてお願いします。（⽉末締め翌⽉20⽇払い）
©2022 HOAP Inc.



よくあるご質問

Q
原則、『候補者との⾯接』『合否の判断』以外の採⽤に関わる業務に対応可能です。
ただし社労⼠業務にあたる⼊退社⼿続きや社保届け出、助成⾦等は対応しておりません。

どのような依頼に対応できますか？

A

Q
ご契約を締結し、キックオフミーティング（初期費⽤）から発⽣いたします。
事前の相談やご契約前の⾯談では費⽤は発⽣いたしませんのでご安⼼ください。

費⽤はいつから発⽣しますか？

A

Q
もちろん可能です。その場合はサポート内容も変更になる可能性がありますので、
都度相談させていただきます。内容に応じて⾦額は変更となりますのでご安⼼ください。

契約期間後もお願いできますか？

A

Q
貴社の課題に合わせて担当を設定いたしますが、⼈ですので合う合わないがあると思います。
最⼤限配慮いたしますのでお申し付けください。

担当と合わなかった場合の変更は可能ですか？

A

©2022 HOAP Inc.



担当 権守 泰純 (GONMORI YASUYOSHI)

info@hoap-inc.jp

070 ‒ 4095 - 4311

Mail

TEL

LINE登録

オンライン（ZOOM）での無料相談を受け付けております。
お⼿元のスマートフォンで左のQRコードを読み取って
いただき、ご都合のいい⽇時にてご調整ください。

LINEにご登録いただき、いつでもメッセージにてご相談
いただけます。お⼿元のスマートフォンで左のQRコード
を読み取っていただき、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

オンライン相談
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