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当社の強み①

上位校学⽣の就活メンターとして密なコネクションを実現

2007年に創業し、10年以上にわたり上位校学⽣の就活⽀援を⾏なって参りました。
東京⼤学、京都⼤学、早稲⽥⼤学、慶應義塾⼤学などの上位校を中⼼とした優秀学⽣層のマッチングを⾏っております。

顔が⾒える距離感

企業 学⽣

学⽣と個別の接点を通じて貴社と学⽣のマッチングのご⽀援を致します。

セミナー開催
勉強会開催
⾃⼰分析⾯談
電話ヒアリング

セミナー企画
コンサルティング
各種リサーチ
学⽣送客/フォロー

マンパワーを削減

前年度利⽤者からの
⼝コミ/紹介を中⼼

に⺟集団を形成



Strictly	Confidential	

3	

当社の強み② 登録学⽣データ

84%以上が早慶上智以上の⾼学歴層の：上位校⺟集団形成に特化

登録学⽣データ

【2018年3⽉時点登録⾒込み】
 合計4,000名程度の登録⾒込です。

⼤学 ⼈数 理系
慶應義塾⼤学 313 39

東京⼤学 237 110
京都⼤学 230 103

早稲⽥⼤学 205 21
⼤阪⼤学 51 18

同志社⼤学 27 4
⼀橋⼤学 24 0
神⼾⼤学 22 2
上智⼤学 22 1

東京⼯業⼤学 19 19
その他上位⼤学 222 56

⼤学 ⼈数
慶應義塾⼤学 860

東京⼤学 640
京都⼤学 610

早稲⽥⼤学 600
⼤阪⼤学 130

同志社⼤学 70
⼀橋⼤学 70
神⼾⼤学 60
上智⼤学 65

東京⼯業⼤学 50
その他上位⼤学 600

【2018年7⽉30⽇時点の⼈数】
（合計1,373名）	

単位：名 単位：名

イベントの予約のため、勉強会の予約のためなど、実際にアクションを伴う登録者が⼤半を占め、アクティブ
ユーザーの割合が⾮常に⾼いことが特徴です。
・今年度実施イベントへの延べ参加数⼈数：1,800⼈以上
・電話⾯接練習会参加者：450名以上
・弊社主催の勉強会（グループディスカッション、商社勉強会、⾯接練習会など）参加者：250名以上
勉強会や⾯接練習会を通じて、個別に評価も⾏っております。
外資⾦融、コンサル、商社、ディベロッパー、⾦融、ITなど、⼈気企業への内定者を多数輩出しています。

特徴
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当社の強み③ 内定実績（2019年卒業⽣）

19年卒業⽣の会員から報告を頂いた、内定承諾上位企業(複数名内定)を記載致しました。

内定先 ⼈数 内定先 ⼈数 内定先 ⼈数
★三井物産 40 キーエンス 5 関⻄電⼒ 3
★三菱商事 37 ★三菱地所 5 ⽇産⾃動⾞ 3
★住友商事 32 ★商船三井 5 ⽇本たばこ産業 3

★伊藤忠商事 23 博報堂 / 博報堂DYメディアパートナーズ 5 ★⽇本政策投資銀⾏ 3

★東京海上⽇動⽕災保険 21 ★豊⽥通商 5 味の素 3
★リクルート 19 ★JR東海 5 ★三井不動産 3

アクセンチュア 13 JXTGエネルギー 4 ★⽇本ロレアル 3
★野村総合研究所 13 ★ゴールドマン・サックス 4 ★A.T.カーニー 2
★三井住友銀⾏ 12 ソフトバンク 4 ★EY パルテノン 2

丸紅 12 デロイトトーマツコンサルティング 4 KPMGコンサルティング 2
★みずほフィナンシャルグループ 11 三井住友海上 4 ★PWC 2

野村證券 11 三井住友信託銀⾏ 4 オリエンタルランド 2
NTTデータ 9 三菱UFJ信託銀⾏ 4 ★ミスミグループ本社 2

トヨタ⾃動⾞ 9 全⽇本空輸 4 ユニリーバ 2
★楽天 9 ★電通 4 リクルートスタッフィング 2

⼤和証券 8 ★東京ガス 4 旭化成 2
★SMBC⽇興証券 7 ⽇本IBM 4 花王 2
★三菱UFJ銀⾏ 7 ★新⽇鐵住⾦ 4 三菱UFJモルガンスタンレー 2

★双⽇ 7 JFE商事 3 ★三菱電機 2
★アビーム コンサルティング 6 P&G 3 信託銀⾏ 2

みずほ証券 6 クニエ 3 東レ 2
東急不動産 6 シグマクシス 3 ★⽇本政策⾦融公庫 2
⽇本⽣命 6 パナソニック 3 ⽇本総合研究所 2

NTTドコモ 5 ★モルガン・スタンレー 3 富⼠通 2

社名左の★印は、弊社で集客などのサポートを実施
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マッチング/オファーシステム： 2018年10⽉末リリース予定

貴社が会いたい学⽣に、簡単ダイレクトマーケティング

マッチングのフロー

学⽣情報を検索し、
オファーの連絡を送信        

      

学⽣の絞り込み項⽬

姓、名、姓(カナ)、姓(カナ)、性別、⼤学、学部、学科、⽂理、卒業⾒込、資格、所属ゼミ（記⼊者のみ）
⼒を⼊れている活動、部活/サークル、興味ある業界、活動ログの記⼊有無

学⽣情報を確認し、
オファーを受ける/受けないを選択

マッチング成⽴：個⼈情報の共有/1名につき8,000円（ポイント）〜

※マッチング成⽴した個⼈情報は、CSVダウンロードが可能です。

オファー情報をマイページで確認し
オファーを受ける

（1）貴社からのオファー

（2）学⽣からのオファー（受け付けないことも可能です。）

企業情報を閲覧し、
マッチングの希望を送信

⼀括送信、イベント
やインターンの告知
も可能です。

マッチングした⼈数
に応じて、事前購⼊
いただいたポイント
から引かれます。

初年度特別価格1名
3,000円～ 
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マッチング/オファーシステム：利⽤イメージ
（学⽣検索/個別・⼀括オファーメッセージ送信）

弊社⺟集団学⽣に個別にオファー・⼀括連絡も可

①学⽣を検索 ②オファーメール送信

対象絞り込みエリア
※ページ下部に項⽬を記載

オファー学⽣の
選択ボタン

本⽂編集可能エリア
詳細を押すと履歴書形式
のプロフィールに遷移※
次ページにサンプル記載

学⽣の絞り込み項⽬
姓、名、姓(カナ)、姓(カナ)、性別、⼤学、学部、学科、⽂理、卒業⾒込、
資格、所属ゼミ（記⼊者のみ）⼒を⼊れている活動、部活/サークル、興味
ある業界、活動ログの記⼊有無
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マッチング/オファーシステム利⽤イメージ 
（〜履歴書形式のプロフィール〜）

⼒を⼊れた活動や活動ログ（インターン参加履歴など）も閲覧可能です。

履歴書形式プロフィール

オファーメール送信
画⾯に遷移

貴社アカウントでご覧いた
だけるコメントを残せます。

マッチング成⽴後

学⽣が記⼊している情報が
全て閲覧可能になります。



Strictly	Confidential	

8	

トライアル価格

1名あたり3,000円〜5,000円で、⺟集団形成が可能

通常価格

アカウント開設費⽤：
100,000円

ポイント事前購⼊：
800,000円

マッチング成⽴単価：
8,000円/1⼈

最低保障マッチング⼈数
０⼈

トライアル価格①

アカウント開設費⽤：
0円

ポイント事前購⼊：
250,000円（ポイント）

マッチング成⽴単価※1
5,000円（ポイント/1⼈）

最低保障マッチング⼈数
50⼈

追加1名あたり3,000円

※1：トライアルは、11⽉締め、12⽉末ご⼊⾦でポイント事前購⼊をして頂ける企業様限定で特別にご案内となります。
※マッチング成⽴⼈数が保証⼈数に満たない場合、弊社で独⾃に⾏なっている勉強会や、学⽣との電話⾯接練習会の参加学⽣に個別に連絡
を⾏い、貴社への推薦希望（情報提供の希望）を取り、エクセルリスト化して情報を提供致します。
※最低保証は、2020年卒業⽣の採⽤終了まで対応致します。採⽤終了時に最終的に未達の場合、翌年の保証⼈数に繰越を致します。

トライアル価格②

アカウント開設費⽤：
0円

ポイント事前購⼊：
400,000円（ポイント）

マッチング成⽴単価※1
4,000円（ポイント/1⼈）

最低保障マッチング⼈数
100⼈

追加1名あたり3,000円

トライアル価格③

アカウント開設費⽤：
0円

ポイント事前購⼊：
600,000円（ポイント）

マッチング成⽴単価※1
3,000円（ポイント/1⼈）

最低保障マッチング⼈数
200⼈

追加1名あたり3,000円

オファーメール送信
無制限

内定後の追加費⽤
0円

マッチング⼈数に合わせて
ポインが引かれます


