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1. 会社概要
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株式会社ココバル
設立 2018年9月
代表者 橘 芳樹、西川 健太郎
本社 東京都中央区日本橋茅場町2-17-3 7F コンサルティング事業

（RPO事業）

スタートアップ・ベンチャー企業に対
する採用コンサルティング、支援を提
供

人材紹介事業
プロフェッショナル人材等の採用支援
を提供（厚生労働大臣許可番号 13 - ユ
– 310127）

Vision

より多くの人が社会への貢献感を感じるとともに、自身の可能性を信じ、人生を能動的に選択していくこと
のできる世界をつくる

Mission

人生を自らの力で変革したいと奮闘する全ての人が挑戦権を得るサポートをする



1. 会社概要
弊社主要メンバー
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橘 芳樹/Yoshiki Tachibana | 代表取締役

大学卒業後、J.P.モルガン証券にて機関投資家向けデリバティブ商品開発業務に従事した後、米国MBA留学を経て、国内最大級の
プライベートエクイティ・ファンドであるユニゾン・キャピタルに参画。投資案件発掘・実行、投資先の成長戦略立案・実行業務
に従事。スシロー（国内回転寿司最大手）、エノテカ（国内ワイン販売最大手）等を担当、社外役員。両社の株式価値向上の大幅
な向上に寄与。2013年に独立しM&A/PMI支援、新規事業開発支援、自己投資業務に従事。2018年に株式会社ココバルを共同創業

ペンシルバニア大学ウォートン経営大学院卒（MBA）、大阪大学基礎工学部卒

西川 健太郎/Kentaro Nishikawa |代表取締役

大学卒業後、外務省にてアラブ・中東の専門家としてヨルダン、エジプト、レバノン等で主に日本の対中東政策実行に従事した後、
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティングに参画。シニアコンサルタントとして外資系自動車メーカーの業務効率化支援等に
従事。インダストリア株式会社入社後は、同社傘下の株式会社ココバルにてコンサルティングの他、人材採用支援事業、事業開発
等に従事

大阪大学外国語学部卒
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人材紹介サービス概要
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2. リクルーティングサービス概要
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コンサルティングファームや金融機関へのプロフェッショナル人材、スタートアップCxO候補や成長企業へ
の即戦力候補をご紹介

6

採用ニーズの確認
Step1 • 貴社の採用ニーズや採用条件等についてインタビューをさせて頂きます

• 貴社のニーズにフィットした候補者様をご紹介するため、カルチャーや要件を深く理解することを重視し、
ご担当者様とのお打合せをじっくりと行います

候補者の選出
Step2 • 当社の保有するデータベースのご登録者から、貴社の求める条件に合致する人材を選出の上、弊社キャリア

コンサルタントが面談を行います
• 面談では、貴社の採用ポストへの適性の見極めを厳しく行います

貴社への推薦
Step3 • 面談の結果、貴社の採用ポストに相応しいと判断した場合には、候補者様のキャリアビルディングにおける

貴社でのキャリアの意義を訴求します
• 応募意思を頂きましたら、貴社への推薦理由を添えてご紹介させて頂きます

書類選考・面接
Step4

• 貴社にて候補者様の選考を行って頂きます

内定
Step5

• 候補者様の求める条件等を詳細に把握・理解し、情報共有させて頂きます
• 必要に応じ、貴社の魅力を弊社キャリアコンサルタントより再度訴求させて頂きます

内定承諾後～入社
Step6

• 内定受諾から入社に至るまで、候補者様へのフォローアップを行います
• 入社後早期に貴社にてご活躍頂けるよう、適宜サポートを実施いたします



2. リクルーティングサービス概要
弊社サービスの特長
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単なる求人情報の提供に留まらず、貴社のビジョンやストーリー、訴求ポイントを丁寧にご説明することで、貴社に対するモチベーションを
高めた上で候補者にエントリー頂きます。エントリーの時点で既に志望度が高まっていますので、貴社のご採用担当者の労力が削減可能であ
るとともに、高いオファー受諾率を実現させます

貴社の「代理人」として、貴社のビジョン、ストーリーを含めて魅力を訴求
1

弊社在籍のヘッドハンターの大半は、コンサルティングファームや投資銀行等のプロフェッショナルファーム出身です。当社内のセルフセレ
クションを経て、貴社のような大企業でご活躍頂けると判断した候補者様のみを厳選してご紹介させて頂きますので、結果として「無駄な」
工数を削減頂く事が可能です

貴社の人材要件にあった候補者のみをご推薦
2

上述のとおりヘッドハンターの大半がプロフェッショナルファーム出身であることで、多数の優秀な候補者様にお声がけをいただいているよ
うに、「良い」候補者をご紹介できる仕組みを構築しております

多数の優秀人材とのお付き合い
3



2. リクルーティングサービス概要
弊社サービスの特長
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20代～30代前半の事業会社、プロフェッショナルファーム在籍者等が多数ご登録

8

候補者様の年代別分布 候補者様の在籍企業

20代前半, 24%

20代後半, 44%

30代前半,

20%

30代後半, 

4%

40歳以上,

8%

事業会社,

48%

コンサル, 24%

金融, 12%

テック系, 16%

弊社登録者の大半は20代～30代前半 現職のプロフェッショナルファーム在籍者も多数登録

＊2021年3月現在



2. リクルーティングサービス概要
最近の実績
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コンサルティングファーム、ファンド、スタートアップ等、幅広い転職のご支援実績あり

9

Big4コンサルティング・ファーム → 大手フードチェーン

29歳 男性 東京大学教育学部

オファー金額 800万円

ご支援実績（一部のみ抜粋）

メガバンク → 日系独立系コンサルティング・ファーム

24歳 女性 早稲田大学社会科学部

オファー金額 400万円

戦略コンサル → 上場企業（執行役員兼経営企画部長）

42歳 男性 一橋大学商学部、UCバークレーMBA

総合商社 → 米MBA → 外資系戦略コンサルティングファームを経て現
職

オファー金額 2,200万円

GAFA米国本社 → 国内大手独立系ベンチャーキャピタル

37歳 男性 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校

外資系投資銀行 → 事業会社 → GAFAを経て現職

オファー金額 1,600万円

国内最大手IT企業 → 日系大手PEファンド投資先
33歳 男性 早稲田大学商学部、イェール大学MBA

外資系コンサルティング・ファーム→米MBA→GAFA→日系IT企業を
経て現職

オファー金額 1,400万円

国内大手SIer企業 → 大手日系総合コンサルティング・ファーム

32歳 男性 東京大学大学院理学研究科

オファー金額 850万円

政府系金融機関 → 日系独立系PEファンド

25歳 男性 早稲田大学法学部

オファー金額 700万円

Big4コンサルティング・ファーム → 日系独立系コンサルティン
グ・ファーム

38歳 男性 京都大学経済学部

オファー金額 1,000万円
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採用業務代行（RPO）サービス概要

10



3. RPOサービス概要
サービス概念図
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採用数は活動量（母集団）×活動の質（CVR向上）によって規定。更に目指す採用数を実現させるために、
量・質を担保していくための採用体制の構築が重要

採用数
•自社による採用活動に十分リソースを割いているか？
•外部パートナーを活用して採用活動の量を確保してい
るか？

活動の量
（母集団の形成）

•募集活動の質向上のための施策を実行しているか？
•候補者の満足度向上のための施策を実行しているか？
•外部パートナーによる紹介者の質向上のための施策を
実行しているか？ etc…

活動の質
(CVR向上)

•活動の量・質を確保するための計画・実行・モニタリング・改善のための体制を整えているか？

採用体制（計画立案・実行・モニタリング）

✕

＝
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3. RPOサービス概要
弊社によるサポートの範囲
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弊社では採用計画の立案・実行・管理までを一貫してカバーしております

計画立案 採用準備 募集活動 応募管理 選考管理

•応募管理手段の整備
•日程調整方法の整備
•求人票作成
•採用コンテンツ作
成・更新

•各種データベースへ
の情報入力

•スカウト業務全般
•エージェントへのコ
ンタクト

•スカウト文作成・修
正

•エージェントへの情
報発信（個別面談）

•応募者・エージェン
トとの日程調整

•選考状況の確認
•候補者及びエージェ
ントとのやりとり

•エージェントへのFB
•初期面談の代行

•基本方針の策定
•採用手法の決定
•会社説明資料の作成

•採用管理シート整備
•スカウト業務管理シ
ート整備

•採用ダッシュボード
管理

•採用管理シート管理
•スカウト業務シート
管理

•採用ダッシュボード
管理

•採用管理シート管理
•スカウト業務シート
管理

•採用ダッシュボード
管理・分析

•採用管理シート管理
•スカウト業務シート
管理

•採用ダッシュボード
管理・分析

•採用ダッシュボード
整備

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

管
理
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3. RPOサービス概要
弊社サービスの特長

©2022 株式会社ココバル 13

貴社が考える「自社の強み」は、多数の選択肢を持つ候補者様/エージェント様にとっては随分と見慣れてしまっているものかもしれません。
弊社では、お客様と伴走しながら、候補者様にとって意味をなす本当の意味での「自社の強み」を定義するお手伝いをいたします。人材エー
ジェントとして、貴社を相対化した上で客観的な「強み」を抽出するお手伝いをいたします

使い古されていない本当の「自社の強み」を再定義

候補者様へのきめ細かい対応による満足度向上は勿論ですが、パートナーたるエージェント様へのきめ細やかな対応を徹底することで、エー
ジェント様の「お得意先化」を実現し、良い候補者様の定期的なご紹介を実現する仕組みの構築をお手伝いいたします

CX（候補者体験）/AX（エージェント体験）向上による内定受諾者増加の仕組み化

1

2



3. RPOサービス概要
プロジェクトの進め方
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弊社スタッフ2名（プロジェクトマネージャー、メンバー）が採用条件を確認し、採用業務のセットアップを
行います。また、月次で貴社との振り返りミーティングを実施し、進捗確認及び改善案をご報告いたします

採用条件の確認

•求人情報/仕事内容の確認
•候補者条件（年齢・経験・学歴・社歴・年収等）の確認
•採用メディア、ATS等のID/PWの確認
•採用ルート（エージェント等）の確認

Step 1

採用業務のセットアップ

•採用メディアの各種セットアップ
•エージェントへの連絡
•各種管理シートの整備
•候補者の目線合わせ（フィードバック、確認）

Step 2

採用業務

•採用メディアでのスカウト業務
•エージェントからの候補者受付
•新規候補者の確認、日程調整等
•選考結果の確認、連絡、管理

Step 3

振り返り •月次報告・改善案のご提案

Step 4

14



3. RPOサービス概要
プロジェクト体制イメージ
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オーガニック/外部サービス・パートナー流入全ての候補者を弊社にて一括管理し、日程調整、応募・選考管
理等の採用オペレーションを代行いたします

選考管理

日程調整

スカウト管理

弊社 貴社候補者

エージェント

プロジェクトマネージャー

メンバー
（オペレーションの実施）

…

メディア・DB

…

＊サービス名、企業名は一例

自社HP
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【参考】採用選考管理シート
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全ての流入経路からの候補者情報を管理シートに記載していきます

エージェントからの応募の場合は、全て
のレジュメを共有フォルダに保存しリン
クを貼り付けておりますので、すぐにレ
ジュメをご覧いただけます

16



【参考】スカウト管理シート
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スカウト対象者の経歴を個別に目視し、スカウト送信の要否を判断

開始当初暫くは目線のすり合わせを行う
ため、ズレがある場合等にはコメントを
頂くことでズレを補正していきます

17



【参考】リクルーティングサービス料金
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完全成果報酬制にてサービスをご提供

18

コンサルティングフィー

•成功報酬として、採用決定者の理論年収＊の35％をコンサルティングフィーとしていただきます
•但し、採用要件・案件の難易度毎にご相談となります

＊理論年収とは、採用決定者に提示した月額給与（年収算定可能な諸手当はすべて含む）の12ヶ月分と1年間の理論賞与額（平均的な賞与査定を受けたと仮定して算出した年間賞与額）を合算
した額をいうものとする

早期退職による返金制度

ご紹介した候補者様が早期退職された場合には、コンサルティングフィーの一部を返金いたします

１ヶ月以内の退職 ： 80％
３ヶ月以内の退職 ： 50％
６ヶ月以内の退職 ： 30％



【参考】RPOサービス料金
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完全成果報酬制にてサービスをご提供
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弊社サポート範囲の全てを成果報酬制で実施

• 初期費用：0 円

• 月額費用：0 円

• 成功報酬：80万円 ⇒ 60万円/人＊（税抜）

＊月当たり上限240万円まで

＊こちらについては早期退職による返金制度は適用外となります。
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info@cocobal.com

お気軽にお問い合わせください
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