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OBJECTIVES (目的)

 留学をしていながら、日本に居るレベルと同等の就職活動

が出来る環境を作成する

 大企業への就職活動はボスキャリ等の既存エベントで可能

であるので、主に将来活躍するであろうベンチャー・中小

企業にアクセス出来る環境を提供する

【日本人留学生へ】

 米国留学生にリーチできる環境を安価で提供する

 米国留学生のリクルーティングに関して、情報提供やその

活動の支援が出来るサービスを作成する

 上記によりグローバルリソースをコンスタントに提供する

【求人企業へ】



タレントプール・プラットフォーム概要

１）REACH：タレントプールへのリーチ

求人企業が留学生タレントプールへ求人広告やイベント案内を出来る

（留学生の個人情報は公開せず、留学生からの自主的な応募）

２）BRIDGE：留学生と人材エージェントのブリッジ

希望する学生を人材エージェントに紹介する

（留学生の個人情報を承諾の上エージェントに公開する）



プラットフォーム
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留学生への提供サービス

サービス（主にベンチャー企業情報を提供）

(1) オンキャンパスでインフォメーション・セッションを開催し、プラットフォームの説明と就活についての情報を提供する

(2) 業種・職種別の企業リストを提供する

(3)
企業から直接採用情報を受け取ることができる。

（個別企業に関して質問等詳細情報が必要な場合のフォローアップも提供）

(4) 有料オプション：キャリア面談（キャリアの相談・企業選択の相談等）を提供する

(5) 将来的に転職情報を提供する（将来転職が必要になった場合）

(6) 入社後のフォローアップ



求人企業への提供サービス

サービス（タレント・プールへのマーケティングを提供）

(1) 留学生タレント・プールへニュースレター・企業紹介を送付できる

(2) 留学生タレント・プールへYouTubeによる採用動画を提供できる

(3) 留学生タレント・プールへイベント等の紹介が出来る

(4) 留学生タレント・プールへ新卒採用エントリーへの導線を作成できる

(5)

リクルーティング・コンサルテーション：

• マーケティングの効果的な実施や

• オンキャンパスリクルーティング希望企業へ手続きや攻略的な支援をする等

(6) 入社後のフォローアップ



2018年の概要 （4月始動）

プラットフォーム（タレントプール・リーチ）

(1) 米国西海岸の主な大学でインフォメーション・セッションを開催（目標：８～１０校）

(2)
プラットフォーム : リーチ

主にベンチャー企業を勧誘し、初年度目標とし１００社を登録する

(3)

ニュースレター機能により、登録企業からタレント・プールに情報が発信できる

• 会社紹介

• 新卒採用情報（エントリー導線等）

(4)

FB シークレット・グループを使用しタレント・プールに企業情報を提供できる

• 採用YouTube

• イベント紹介

(5) 登録企業へ留学生採用のコンサルテーション提供

(6) 留学生の個人情報の提供はしない（上記アドにより留学生からの自主的エントリーが基本）



サンプル：マーケティング例

From: 留学生就活プラットフォーム On Behalf Of 留学生就活プラットフォーム
Sent: Monday, February 12, 2018 08:55
To:留学太郎
Subject: 株）ノーカルGCDジャパン からのお知らせ

留学 太郎 様

いかがお過ごしでしょうか？
株式会社 ノーカルGCDジャパン の会社紹介のおしらせです。

株）ノーカルGCDジャパン は日本で最初の留学生就活プラットフォームを構築しました
会社です。従業員数は現在１００名を超え.....

:
: 省略
:

会社紹介の動画は下記からお願いします：
https://youtu.be/o7GiCBQDj9A

Copyright © 2018 NorCal Global Career Design, All rights reserved.
留学生就活プラットフォームに登録して頂いた方にお送りしています。

Add us to your address book
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News Letter Facebook Group

https://youtu.be/o7GiCBQDj9A


会社紹介動画

2018年 留学生採用

YouTubeによる動画例
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2018年の概要（4月始動）

プラットフォーム（ブリッジ）

(1) 米国西海岸の主な大学でインフォメーション・セッションを開催（目標：８～１０校）

(2)
プラットフォーム : ブリッジ

2018年目標とし人材紹介企業3～5社に留学生を紹介する

(3)

大学キャンパス内で開催するインフォメーション・セッションで学生に下記を提供

• 人材エージェントの特徴紹介

• 人材エージェントの実績情報（過去の評価等：例５スター）

(4) 希望する学生を人材エージェントに紹介する

(4-1) 人材エージェントは：希望する学生に対し「無料キャリア面談」を必ず実施する

(4-2) 人材エージェントは：エントリー表明した学生を求人企業へ紹介し、最終決定までフォローアップする



（１）完全に自分で就活をやりたいので、留学生求人企業の情報が欲しい

（２）自分で就活をやりたいが、企業情報の他にキャリア・サポートが欲しい

（３）中立な人材エージェントに支援してほしいので、エージェントに登録したい

「リーチ」への登録のみ

「リーチ」への登録と「キャリア面談」

「ブリッジ」への登録でエージェントを選択
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