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◼ 会社概要

社 名● 株式会社ツナグ・スタッフィング

設 立● 2000年12月

資本金● 6,250万円

代表者● 社長執行役員 石橋 弘二

事 業● 労働者派遣事業・有料職業紹介事業、請負業務全般 他

所在地● 東京都千代田区神田三崎町3丁目1-16 神保町北東急ビル1F･2F

全国100社90,000店舗の採用実務代行。ツナグ・スタッフィングは、ツナググループ・ホールディングスのグループ会社です

派遣事業 請負事業 日々紹介事業

https://staffing.tsunagu-grp.jp/

https://staffing.tsunagu-grp.jp/


◼ 資料概要

全国の企業・商業施設で店長様向けに実施した、92%の満足

度を獲得したセミナーのエッセンシャル版になります。

• 採用が上手くいっていない。

• 自社の採用活動が正しいかわからない。

• 採用から定着まで構造的に理解したい。

など採用に関わる方には知っておくべき情報を詰め込んでいます。



◼ 採りづらい中どうすればいいの？

採りづらい中
どうすればい
いの？



A. 求職者の思考(ニーズ)を理
解し、採用テクニックを身につける

◼ 採りづらい中どうすればいいの？

募集 面接 定着

集める 選ばれる 留める



◼ 募集編①

応募が全然
来ません・・・

集める・募集



求職者の思考（ニーズ）

◼ 募集編①

１位 希望する日数働けそう

２位 仕事内容が自分にあってそう

３位 給与が良さそう

４位 未経験でも働けそう

５位 自宅や学校から近いエリアである

仕事探しの決めてBEST5



◼ 募集編①

採用テクニック

⚫ 勤務日数・時間の条件緩和

⚫ 具体的属性(年齢・性別)の働き方事例を記載

⚫ 応募受付時間の拡大

⚫ 掲載する求人媒体を見直す・増やす。

WANT(理想)の募集をやめ、間口の最大化



面接キャンセ
ルが多いんで
すけど・・・・

集める・募集

◼ 募集編②



求職者の思考（ニーズ）

◼ 募集編②

１位 他社採用が決まった

２位 応募動機が希薄だった

３位 イメージと異なっていたため

４位 応募時対応が不満だったから

５位 応募時対応のスピードが不満だったから

面接キャンセル理由BEST5



◼ 募集編②

採用テクニック

⚫ 面接日を早く・時間を柔軟に設定する

⚫ 面接日前日にフォローコールを入れる

⚫ 応募受付後いつも以上に雰囲気に作りに注力

⚫ 自分以外もきちんとした応対が出来るようにする

スピード面接設定と丁寧な対応



◼ 面接編①

正しい面接っ
て・・・・・

選ばれる・面接



求職者の思考（ニーズ）

◼ 面接編①

１位 面接官の態度が上から目線

２位 面接官が親切ではなかった

３位 面接官の態度が怖かった

４位 回答に困る質問をされた

５位 面接官以外の態度が歓迎的でない

面接時の不満BEST5



採用テクニック

◼ 面接編①

⚫ 面接する場所がキレイか？チェック

⚫ 面接する直前に必ず鏡で表情・服装をチェック

⚫ 着席後は必ず前傾姿勢（90度より前に）

⚫ 面接日は事前に自分以外のスタッフにも周知

⚫ 面接時間の5分前に外で待機する。

面接は「選ぶ」ではなく「選んでもらう」 場



◼ 面接編②

どうしたら選ん
でもらえる・・・・

選ばれる・面接



求職者の思考（ニーズ）

◼ 面接編②

１位 仕事に関する説明を十分にしてくれる

２位 質問に対して満足いく回答が得られる

３位 自分の話をじっくり聞いてくれる

４位 仕事場・オフィス内を案内してくれる

５位 面接の場で採用と伝えられる

面接時動機づけされるBEST5



採用テクニック

◼ 面接編②

⚫ 面接の流れを事前に決める。

⚫ 仕事内容の説明を事前に決める。

⚫ 想定問答集を事前に作る。

⚫ いきなり採否に関わる質問しない。

⚫ 絶対に相手の話を遮らない。

成功の秘訣は『事前準備』と『傾聴』



◼ 面接編 注意点

面接時にさけるべき質問

『本籍地・出身地』 『家族状況（学歴・職業・収入など）』
『生活環境・家庭環境』 『住宅情況』

『本人の資産（借入状況）』 『容姿・スリーサイズ』など

『思想』 『宗教』 『人生観』 『生活信条』 『支持政党』
『購読新聞・雑誌』 『愛読書』 『尊敬する人物』など

『社会運動に関する情報（労働運動、消費者運動など）』



◼ 面接編 注意点

相手に不快感を与えない質問の仕方

BAD！

「お子さん（旦那さん）
はいらっしゃいますか？」

GOOD！

「夜遅くなる可能性もあります
が大丈夫ですか？」

「実家にお住まいですか？」
「給与の手取りのイメージは

お持ちですか？」

「ご結婚のご予定はあります
か？」

「どれくらいの期間、
お勤めできそうですか？」



◼ 定着編

すぐ辞めちゃう
んだけど・・・

留める・定着



求職者の思考（ニーズ）

◼ 定着編

１位 面接時の説明と仕事の量が違う

２位 面接時の説明と仕事の内容が違う

３位 仕事中にほったらかしにされた

４位 入社前のイメージより仕事の量が多い

５位 入社前のイメージより雰囲気が悪い

早期離職の理由BEST5



採用テクニック

◼ 定着編

⚫ 入店初日、採用決定者が出迎える。

⚫ 歓迎を表す演出・自己紹介の場面設定をする。

⚫ 名札など勤務に必要な物・ルールは書面準備。

⚫ 向こう10勤務程度の、仕事内容・スケジュールを組んで下さい。

⚫ 帰り際に、必ず一言二言の会話をしてあげて下さい。



◼ 離職防止

離職防止テクニック①

【採用決定者（面接者）】が入社日出迎える

先日はありがとうございました
●●さんお待ちしてましたよ！



◼ 離職防止

離職防止テクニック②

入社日にウェルカム感を演出する。
ロッカーに簡単なウェル
カムメッセージ

壁に横断幕的ウェルカムメッセージ

Welcome!

○○ ○○ さん

寄せ書きウェルカムメッセージ

○○ ○○ さん

Welcome! 一緒にがんばり
ましょう！

○○より

一緒にがんばり
ましょう！

○○より



◼ 離職防止

離職防止テクニック③

ルールや業務マニュアル・必要なもの事前準備

早め・早めの準備！
伝えるではなく【伝わ
る】が大切です！



◼ 離職防止

離職防止テクニック④

10勤務程度はスケジュール・仕事内容を決める

スケジュールや仕事
内容を明確にしてあ
げることで『ほっとかれ
る』ことを防止



◼ 離職防止

離職防止テクニック⑤

10勤務程度は必ず退社時に声をかける

●●さんお疲れ様！
何か困っていることありません
か？


