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1. スカウト返信を獲得するための3つのポイント



1. スカウト返信を獲得するための3つのポイント

©2022 株式会社ココバル

スカウト返信を獲得するには、①「正しいターゲット」に②「読んで」もらい、➂「動いて」もらうことが
肝要
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正しいターゲット 読む 動く

（ターゲティング） （コンテンツ最適化） （導線設計）

• 正しいターゲットとは？

・採用したい人材は？

・採用できる人は？

• 採用“したい”人材と“できる”人材は乖離

していないか？

• 正しいターゲットへの訴求方法は？

• 気づいてもらうには？

• 開封してもらうには？

• 読了してもらうには？

• 理解を深めるための導線は適切に設計さ

れているか？

• 理解を深めるコンテンツを準備している

か？

• 外部サイトコンテンツは十分に対策して

いるか？

採用
したい
人材

採用
できる
人材

理解を
深める

比較
する

返信
する

開封
する

読了
する

興味を
持つ
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2. 「正しいターゲット」に送信する



2. 「正しいターゲット」に送信する
「正しいターゲット」とは？
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貴社にとって「正しいターゲット」とは、「貴社が採用したい人材」かつ「貴社が採用できる人材」である
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採用したい人材 採用できる人材

転職マーケット

• 職歴
• 職能
• 年齢
• マインド etc...

• 職歴
• 職能
• 年齢
• マインド etc...

「正しいターゲット」



2. 「正しいターゲット」に送信する
ターゲティングのNG例
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人材の解像度が低いままサーチ、そもそもマーケットに存在しない人材をサーチ、採用できない人材をサー
チすることでは、労力をかけても結果に結びつかない
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採用したい人材 採用できる人材

転職マーケット

採用
したい人材

採用
できる人材

転職マーケット

採用
したい人材 採用

できる人材

転職マーケット

ぼやぼやケース 青い鳥ケース 片思いケース

採用したい人材の解像度が低い
そもそもマーケットに存在しない/
極めて稀少な人材を追い求めている

採用したい人材と採用できる人
材が大きく乖離している

例）
地頭が良く、コミュニケーション能力が高い方

例）
海外機関投資家を対象としたIR領域の経験があり、
事業会社でのCFOの実務経験のある方

例）
M&Aの実務経験、アライアンス・投資に関する業
務経験があり英語での業務が可能な方。名古屋勤
務。年収～600万円



2. 「正しいターゲット」に送信する
「正しいターゲット」に送信するためのステップ
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「正しいターゲット」を定義・明確化し、そのニーズを解像度高く理解した上でアプローチすることが肝要
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• 採用したい人材が具備すべき能力・経験を言語化する
• そのうえで、採用したい人材のペルソナを立て、言語化する

採用したい人材を
定義する

1

採用したい人材を
理解する

2

採用“したい”人材と“でき
る”人材に大きな乖離がな

いかチェック

3

「正しいターゲット」へ
の

訴求方針を決める
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• 採用したい人のニーズを理解する。例えば社員をモデルにペルソ
ナをたて、以下の項目について理解する
①入社前の課題
②実現したいこと（ニーズ）
➂どのように当社と出会ったか
④どこと比較したか、なぜ入社したか

• 自社で採用できる人材と照らし合わせ、採用したい人材と大きな
乖離がないかをチェックする

• 採用したい人材に、どういう手段で、どのようにして訴求するか
についての仮説を立てる

• 証券会社や銀行等で企業オーナー、富裕層への新規
開拓営業経験がある25歳～32歳の男性

• （戦略系）コンサルティングファームで小売業界の
プロジェクトの経験が複数ある23歳～33歳

• 証券会社で結果を出し、今後はより成果主義が徹底
された会社で力試しをしたいと考えている20代

• 戦略系コンサルティングファームに在籍中で、リス
クを極小化しつつ（給料、その後のキャリア）事業
開発にもトライしたいと考えている20代

• 証券会社、銀行等で25～32歳の層で自社基準を充
たす人材は市場に想定よりいないことが判明したた
め、経験業種をMR経験者等にやや拡げる

• 戦略系コンサルより給与条件はやや劣るが、事業と
ポジションの訴求でチャレンジできる可能性あり

• 実力主義でのプロモーションを、過去事例も踏まえ
ながら強調

• このキャリアチェンジで得られるものを強調する一
方、失うものの程度がクリティカルでないことを説
明

具体例実施事項
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3. 「読んで」もらう



3. 「読んで」もらう
スカウトメール受領からのターゲットの動き
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スカウトメール受信後のターゲットの動きを意識した上で情報収集のための導線を整備し、自社Webサイト
や自社外のサイトのコンテンツを最適化することで、返信率を高めることが重要
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受信

開封

読了

情報収集

返信

開封

読了

情報収集

返信

受信

自社Webサイト

スカウトDB
（ビズリーチ等）

ブログ

社員
インタビュー

採用
ページ

外部求人
サイト

口コミ
サイト

採用
ピッチ資料

採用
ページ

採用
ページ

採用
ページ

採用
ページ

会社概要
ページ

SNS

受信から返信までの各プロセスの階段をできるだけ低くする
スカウトメール読了後の情報収集フェーズに移行する導線を整

備するとともに、コンテンツを充実させることで関心を高める

1

2

2

3

3

凡例：
ターゲットの
予想行動経路（番号は順序）



3. 「読んで」もらう
「読んで」もらうためのステップ
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多数のスカウトメールを受け取っている中でまずは自社のスカウトメールを開き、目を通してもらうことが
重要。候補者がひと目で「この企業なら自分のニーズを満たせるのでは」と思ってもらえるかどうかがカギ
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気づいて開封 読了 興味を持つ

（件名） （スカウト文面/求人票）

• 一言で言いきれているか？

• ターゲットのニーズに応えてくれる、と

いう期待感を高められるフレーズとなっ

ているか？

• 一目見た際（≠読んだ際）、ターゲット

の関心となるKWが目に入ってくるか？

• 簡潔に書かれているか？（事業内容、強

み等）

• 文章量は適切か？

• 年収情報は細かく定義されているか？

（例えば、400万円～1,500万円等、上限

と下限の幅が大き過ぎないか）

etc..

• ターゲットが転職先候補に期待する条件

面等のボーダーラインを越えているか？

※ この点は、基本的にはターゲティングが適切

に行われていれば問題ない

• 自社Webサイト等への導線は適切にひか

れているか？（リンク貼り付け等）
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4. 「動いて」もらう



4. 「動いて」もらう
「動いて」もらうためのステップ
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スカウトメールはあくまで認知してもらうためのきっかけ。データベース外の各種コンテンツを充実させる
ことでバケツの穴をしっかり塞ぎ、理解を深め、関心を高めてもらえるような仕組みづくりが重要
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理解を深める 比較する 返信する

• データベース外の各種コンテンツは十分

かつ内容として最適か？

①採用ピッチ資料

②自社HP

➂採用ページ

④インタビュー記事

➄求人サイトの内容

⑥口コミサイトへの書き込み

⑦ブログ

⑧各種SNS

• 当社の求人票の内容は、競合他社と比

較して妥当なものか？

※ この点は、基本的にはターゲティング

が適切に行われていれば問題ない

• 返信のハードルは十分に低く設定でき

ているか？

①志望動機不要

②所要最大30分

➂事前調査不要

Etc...
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5. まとめ



5. まとめ
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1. スカウト返信を獲得するためには、採用したい人材、採用できる人材から「正しいターゲット」を明確に

定義することが最も重要

2. 「正しいターゲット」の課題やニーズを理解し、スカウトメールの件名や本文に「この企業であれば自分

のニーズを満たせるのでは」と感じさせる要素を盛り込む

3. スカウトメールはあくまで認知してもらう上での第一歩。スカウトメール読了後のターゲットの動きを理

解した上で、スカウトメールサイト「外」での情報収集のための導線整備、コンテンツの充実化・最適化

が重要
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6. 弊社サービスのご紹介



6. 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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6. RPOサービス概要
サポート領域
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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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6. RPOサービス概要
弊社サービスの特長
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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
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info@cocobal.com

お気軽にお問い合わせください

mailto:info@cocobal.com

