
PORTERS活⽤勉強会
無料オプション・有料オプション紹介



⾃⼰紹介

名前：阿部 ⾵⾹（Fuka�Abe）

2021年4⽉ ポーターズ株式会社 ⼊社
〜2022年6⽉ Consulting�Group所属
（⼈材紹介会社様向けの新規導⼊を担当）

2022年7⽉〜 カスタマーサクセスチーム所属
（既存ユーザー様向けの運⽤サポートを担当）

好きなこと：お菓⼦作り、映画鑑賞



お客様からご質問でよくお伺いすること

PORTERSを活⽤できているかわからない



今回は⼈材紹介・派遣業の業務フローに合わせて
よく聞く課題とその解決を実現する
PORTERSの無料・有料オプションを

紹介させていただきます！



PORTERSの利⽤価値について改めてご案内
PORTERSは、求⼈（案件）・求職者（スタッフ）の新規獲得から⼊社に⾄るまでの

マッチングプロセスを最適化するシステムです。



PORTERSは、データを⼊れておくだけの
ただの箱ではなく

⼈材紹介・派遣会社のためのマッチングシステム





本⽇ご紹介するアプリ①

・ZLOSS
  エントリーから⾯談設定を⼀気通貫にする⾯談調整アプリ

・WebParts
  ⾃社サイトとPORTERSを連携にするアプリ

・IMEX
  スカウト媒体からの求職者情報を⾃動でPORTERSに取り組むアプリ

・クラウドドキュメント
  ⼿作業で⾏う帳票作成をPORTERSからワンクリックで作成できるアプリ



本⽇ご紹介するアプリ②

・通勤時間マッチング
  通勤時間での求⼈と求職者のマッチングを可能にするアプリ

・PORTERS�MA
  掘り起こしや⼀⻫送信などの配信設定ができ、
  ⾃動でメールを送るマーケティングオートメーションアプリ

・LINE連携
  PORTERSと求職者のラインのやり取りを紐づけ⼀元管理を可能に

・SMS連携
  PORTERSからSMSの送信、⼀⻫送信が可能に



ZLOSS（ジーロス）無料アプリ



⾃社サイトやSNS、媒体の⾃動返信メールなどに
URL埋め込むだけで、エントリー（求職者情報獲
得）から⾯談設定までを⽀援するアプリ

概要

ZLOSS（ジーロス）

情報は、PORTERSへ⾃動流⼊
オンライン⾯談の場合、⾯談URLも
⾃動発⾏されます。

無料アプリ



こんな課題をお持ちの⽅に！

・求職者エントリーから⾯談設定率が上がらない

・⾯談調整に⼯数がかかってしまっている

・営業時間外の問い合わせに対応ができていない

ZLOSS（ジーロス）無料アプリ



求職者エントリーから⾯談設定率が上がらない

⾯談調整に⼯数がかかってしまっている

営業時間外の問い合わせに対応ができていない

�������→エントリーと⾯談設定が同タイミングのため、
�����������離脱率の改善に貢献

�������→⾯談調整は求職者の⽅が、カレンダーを⾒て決定するので、
  メールや電話のやり取り不要

 →URL発⾏のみで対応時間は必要ないので、
  24時間365⽇求職者との⾯談設定が可能

導⼊後
ZLOSS（ジーロス）無料アプリ



離脱率の改善で、
紹介可能なアクティブな求職者数の増加

いつでも対応可能になりチャンスの増加

⾯談設定時間の削減により、
別の注⼒すべき部分に⼒を割ける！

⾒込める効果
ZLOSS（ジーロス）無料アプリ



詳しくは…

前回の勉強会で詳しくご案内しております。
ヘルプページにアーカイブがございますので、
ご覧ください。

ZLOSS（ジーロス）無料アプリ



Webparts（ウェブパーツ）無料アプリ



概要
PORTERSとお客様のWEBサイト間で求⼈求職者情報
の⾃動連携を可能にするPORTERSのアプリです。

求⼈情報は、PORTERSから⾃動反映
エントリーがあった求職者情報はPORTERSへ
⾃動で取り込まれます。

Webparts（ウェブパーツ）無料アプリ



こんな課題をお持ちの⽅に！

・⾃社サイトに求⼈を掲載したい、
 エントリーフォームを設置したい
 しかし、HP構築に多くに時間と費⽤はかけられない

Webparts（ウェブパーツ）無料アプリ



・⾃社サイトに求⼈を掲載したい、
 →PORTERSに⼊っている求⼈情報を⾃動で公開が可能

・エントリーフォームを設置したい
 →必要事項を⼊⼒また、履歴書等の添付ファイルを含めた
  応募フォームの設置が可能

・HP構築に多くに時間と費⽤はかけられない
 →無料で使えて、今ある⾃社サイトにHTMLのタグを
  埋め込むだけで設置が完了

導⼊後
Webparts（ウェブパーツ）無料アプリ



⾃社サイトからエントリーされる⽅は、
熱量が⾼いことが多い
⾃社で紹介できるJOBにエントリーいただいている
状態での求職者獲得→選考スタート
スピードの速い対応が可能に

求職者流⼊の間⼝が増えるので、チャンスも増加

⾒込める効果
Webparts（ウェブパーツ）無料アプリ



詳しくは…

ヘルプページをご覧ください。

Webparts（ウェブパーツ）無料アプリ



初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Applicant�Import
（アイメックス）



概要
媒体からエントリーのあった求職者の情報を⾃動的に
PORTERSにインポートするアプリです。
求職者情報のインポートを⾃動化し、業務を効率化さ
せることができます。

初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Applicant�Import
（アイメックス）

PORTERS



こんな課題をお持ちの⽅に！

・媒体からエントリーしてきた求職者情報をPORTERS
に⼊⼒することに⼯数がかかってしまっている⽅

初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Applicant�Import
（アイメックス）



・求職者情報の⼊⼒⼯数がかかってしまっている⽅
 →⾃動でPORTERSに流⼊するので、
  求職者情報を⼊⼒する時間を⼤幅削減

導⼊後

初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Applicant�Import
（アイメックス）



求職者情報を⾃動で登録するため、⼯数削減
その時間で別業務を⾏うことが可能に

媒体からPORTERSに流⼊する際、
複数の媒体の登録項⽬が統⼀されている、
等しくマッチングが可能に

⾒込める効果

初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Applicant�Import
（アイメックス）



対応媒体
リクルートダイレクトスカウト/doda/イーキャリアFA/
ミドル転職/マイナビ転職エージェントサーチ/RAN/
⽇経転職版/CareerCross/キャリアトレック/Daijob

はたらこねっと/エン派遣/リクナビ派遣

※現在(2022/12/15)dodaの取り込みがストップしております。
復旧に向けて対応中です、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

※

初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Applicant�Import
（アイメックス）



詳しくは…

担当営業までご連絡ください。
個別にご案内させていただきます。

初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Applicant�Import
（アイメックス）



初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Job�Posting
（アイメックス ジョブポスティング）



初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Job�Posting
（アイメックス ジョブポスティング）

概要
PORTERSに登録したJOB（求⼈）の中から条件にあ
うものを、媒体側に連携し掲載することができます。

対応媒体
ビズリーチ/⽇経転職版



初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Job�Posting
（アイメックス ジョブポスティング）

⾒込める効果

PORTERSにJOBを登録するだけで、⾃動で媒体に
掲載が可能になるため、
業務の⼯数削減に貢献します



詳しくは…

担当営業までご連絡ください。
個別にご案内させていただきます。

初期費⽤ 25,000円
ランニングコスト 無料

IMEX�Job�Posting
（アイメックス ジョブポスティング）



クラウドドキュメント 初期費⽤ 0円
利⽤料⾦ 1,000円/1ヵ⽉〜



概要
PORTERSと連携し、お客様のフォーマットでExcel、
PDFの帳票を出⼒することができるアプリです。

初期費⽤0円
テンプレートはお客様で⾃由にカスタマイズが可能です。

クラウドドキュメント 初期費⽤ 0円
利⽤料⾦ 1,000円/1ヵ⽉〜



こんな課題をお持ちの⽅に！

・帳票出⼒に時間がかかてしまっている⽅

・PORTERSの帳票を使っているが、
 より⾃社⽤にカスタマイズがしたいと思っている⽅

クラウドドキュメント 初期費⽤ 0円
利⽤料⾦ 1,000円/1ヵ⽉〜



・帳票出⼒に時間がかかてしまっている⽅
 →ワンクリックでPORTERSの情報を吸い上げ
  挿⼊した帳票が出⼒可能に

・帳票を⾃社⽤にカスタマイズがしたいと思っている⽅
 →レイアウトはもちろん、関数を組ませる、
  ロゴを添付する等お客様でのカスタマイズが
  可能になります

導⼊後

初期費⽤ 0円
利⽤料⾦ 1,000円/1ヵ⽉〜クラウドドキュメント



求⼈票、履歴書、請求書等の帳票の出⼒の⼯数が削
減される

今あるフォーマットを使えるので、変更による
⾃社内のギャップも少なく抑えることができる

⾒込める効果

クラウドドキュメント 初期費⽤ 0円
利⽤料⾦ 1,000円/1ヵ⽉〜



詳しくは…

担当営業までご連絡ください。
個別にご案内させていただきます。

クラウドドキュメント 初期費⽤ 0円
利⽤料⾦ 1,000円/1ヵ⽉〜



初期費⽤ 10,000円〜
 ⽉額10,000円〜通勤時間マッチング



概要

求⼈・レジュメの住所をもとに最寄駅と位置情報を⾃
動的に登録�その登録された情報から通勤時間マッチ
ングを⾏うことができます。

初期費⽤ 10,000円〜
 ⽉額10,000円〜通勤時間マッチング



こんな課題をお持ちの⽅に！
・勤務地や通勤時間でのマッチングにマッチング漏れ
が発⽣している⽅

・勤務地マッチングの精度を⾼めたい⽅

初期費⽤ 10,000円〜
 ⽉額10,000円〜通勤時間マッチング



・勤務地マッチングにマッチング漏れが発⽣している
 →住所を登録するだけで最寄り駅が⾃動で反映されるので
  ⼊⼒の必要がなくなる

  最寄り駅間の通勤時間でのワンクリックでのマッチング
が可能に

導⼊後

初期費⽤ 10,000円〜
 ⽉額10,000円〜通勤時間マッチング



求⼈から、XX分以内で到着可能な駅周辺に住んでいる
スタッフ・求職者を検索など、通勤時間がマッチした
状態での求⼈打診、候補者推薦が可能に
決定率の向上が⾒込めます。

また、最寄り駅の情報はPORTERSに住所を⼊⼒するだ
けで⾃動反映されるので、調べたり、⼊⼒する⼯数の削
減になります。

⾒込める効果

初期費⽤ 10,000円〜
 ⽉額10,000円〜通勤時間マッチング



詳しくは…

担当営業までご連絡ください。
個別にご案内させていただきます。

初期費⽤ 10,000円〜
 ⽉額10,000円〜通勤時間マッチング



 ⽉額 50,000円〜PORTERS�MA



概要
1:Nの⾃動メール送信を実現し、求⼈打診のご案内や、
掘り起こし業務の⾃動化、メールの開封率やクリック
数等の効果から、優先順位の可視化を可能にします。

 ⽉額 50,000円〜PORTERS�MA



概要

 ⽉額 50,000円〜PORTERS�MA

応募承諾に



概要

 ⽉額 50,000円〜PORTERS�MA

掘り起こしに



こんな課題をお持ちの⽅に！
・掘り起こし業務に⼯数が多くかかっている

・掘り起こしの効果が⾒えない

・PORTERSの条件やステータスを元に
 ⼀⻫メールを送りたいと思っている⽅

・MAツールを導⼊したいが、
 コストやPORTERSとの連携で悩まれている⽅

 ⽉額 50,000円〜PORTERS�MA



・掘り起こし業務に⼯数が多くかかっている
 →事前に決められた条件の求職者に設定しておいた
  メールを⾃動的に送ることが可能

・掘り起こしの効果が⾒えない
 →返信が無くても開封やクリックのアクションは
  確認できるので、掘り起こし優先度の可視化

・MAツールを導⼊検討している⽅
 →PORTERSとの特別な連携設定は不要

導⼊後
 ⽉額 50,000円〜PORTERS�MA



⾒てもらいやすい時間のメール配信で求職者からの
返信や求⼈応募率の上昇

掘り起こしに優先度がつくことでより確度の⾼い
掘り起こしアプローチリストの作成

アクティブ求職者の増加

⾒込める効果

 ⽉額 50,000円〜PORTERS�MA



詳しくは…

担当営業までご連絡ください。
個別にご案内させていただきます。

 ⽉額 50,000円〜PORTERS�MA



初期費⽤ 200,000円
⽉額費⽤ 70,000円LINE連携



概要

PORTERSからワンクリックで求職者とのLINEのや
り取りの画⾯に遷移してメッセージを送ることが可能
になります。

求職者にURLをクリックいただくだけで、LINE公式
アカウントとPORTERSの連携が開始されます。

初期費⽤ 200,000円
⽉額費⽤ 70,000円LINE連携



こんな課題をお持ちの⽅に！
・LINEでやり取りしている⽅とPORTERS上の求職者が
 ⼀致せず、管理に課題がある⽅
 
・求職者とのやり取り時、電話やメールでの反応が薄く、
 連絡が取りづらいことが多い⽅

・LINEによるエントリーの改善をしたい⽅

初期費⽤ 200,000円
⽉額費⽤ 70,000円LINE連携



・LINEでやり取りしている⽅とPORTERS上の求職者が⼀致せず、
 管理に課題がある⽅
 →PORTERSの求職者情報とLINE名が⼀致。
  PORTERSとLINEのやり取りが紐づいた状態での
  管理が可能に

・求職者とのやり取り時、電話やメールでの反応が薄く、
 連絡が取りづらいことが多い⽅、エントリー改善をしたい⽅
 →LINEによる連絡⼿段の拡⼤に

導⼊後

初期費⽤ 200,000円
⽉額費⽤ 70,000円LINE連携



LINEでの密なコミュニケーションをとることで、
⾯接⽀援や稼働状況確認連絡が可能に
決定率、稼働更新率の向上に

マッチング後求⼈打診をLINEにて送信
→応募承諾率の向上

⾒込める効果

初期費⽤ 200,000円
⽉額費⽤ 70,000円LINE連携



Micoworks様、KUZEN-LINK様が連携対象です。
どちらかのご契約が必要です。

注意点

初期費⽤ 200,000円
⽉額費⽤ 70,000円LINE連携



詳しくは…

担当営業までご連絡ください。
個別にご案内させていただきます。

初期費⽤ 200,000円
⽉額費⽤ 70,000円LINE連携



初期費⽤ 0円
1通送信につき 8.19円（重量課⾦）SMS連携



概要

CM.com様のメールSMSサービスの利⽤が可能です。
�携帯電話番号をメール型にすることでPORTERSに
SMS⽤配信アドレスを格納し、�PORTERSのメールテ
ンプレートを使って送信が可能です。�

初期費⽤ 0円
1通送信につき 8.19円（重量課⾦）SMS連携



こんな課題をお持ちの⽅に！

・PORTERSからSMSを送りたいと思っている

・掘り起こしにSMSを使っているがリスト精査や送信
に時間がかってしまう

初期費⽤ 0円
1通送信につき 8.19円（重量課⾦）SMS連携



・PORTERSからSMSを送りたい
 →PORTERSのメール機能同様テンプレートを
  使って送信、⼀⻫送信が可能に

・掘り起こしにSMSを使っているがリスト精査や送信に時間
 がかってしまう
 →PORTERSの検索機能で特定のリストは瞬時に
  作成、送信も⼀括ですぐに送信が可能に

導⼊後

初期費⽤ 0円
1通送信につき 8.19円（重量課⾦）SMS連携



メールでは反応が無い⽅でもSMSの⽅が反応があり、
掘り起こしからのアクティブ求職者の獲得が可能に、
求職者獲得数のUP
ワンクリックでの⼀⻫送信が可能になり、⼯数の削減
が可能

⾒込める効果

初期費⽤ 0円
1通送信につき 8.19円（重量課⾦）SMS連携



別途CM.com様のとのご契約が必要です。

配信は送信のみになります。
1通につき70⽂字までの⽂字数制限がございます。

注意点

初期費⽤ 0円
1通送信につき 8.19円（重量課⾦）SMS連携



詳しくは…

担当営業までご連絡ください。
個別にご案内させていただきます。

初期費⽤ 0円
1通送信につき 8.19円（重量課⾦）SMS連携



ご活⽤いただいた場合の業務効率の差について
（ポーターズ調べ）



ZLOSS
導⼊前

導⼊前

エントリー ⾯談 内定承諾
20％

・・・⾯接・・・
約2〜7％

エントリー ⾯談 内定承諾
55％〜63％55％〜63％

・・・⾯接・・・

約4％約4％

約2〜7％

約1.4％

※

※ZLOSS導⼊企業様の
 個⼈情報⼊⼒→⾯談設定完了数を参考に数値を算出

導⼊前後の内定承諾率の改善



Webparts

導⼊前
求職者情報取り込みまで          約5分
HPから求職者情報をPORTERSに取りこむまでの時間

導⼊後
求職者情報取り込みまで           0分
⾃動で取り込まれるので、特に作業の必要はなし

導⼊前後の業務効率改善



IMEX

導⼊前
求職者情報取り込みまで          約5分
エントリー情報をPORTERSに取りこむまでの時間

導⼊後
求職者情報取り込みまで           0分
⾃動で取り込まれるので、特に作業の必要はなし

導⼊前後の業務効率改善



クラウドドキュメント

導⼊前
帳票作成まで                約5分
⾃社フォーマットにPORTERSの情報をコピー＆ペーストし作成

導⼊後
帳票作成まで           ������������������������30秒
ワンクリックで帳票作成、保存が可能に

導⼊前後の業務効率改善



通勤時間マッチング

導⼊前
通勤時間でのマッチング           約10分
求⼈をマッチング後、通勤時間を別サイトにて検索,選定
ヒアリングして⼊⼒、最寄り駅メンテナンス

導⼊後
通勤時間でのマッチング           ����0分
ワンクリックでマッチングが可能に
データの⼊⼒⼯数、最寄り駅のメンテナンスも不要

導⼊前後の業務効率改善



PORTERS�MA
導⼊前
掘り起こしメールの作成・送信        
1週間に1回、30件の掘り起こし       15分
メール対象の検索、メール⽂の作成・送信、電話の場合はもっと時間がかかる…

導⼊後
掘り起こしメールの作成・送信        0分
シナリオを作っておけば、対象の求職者にメール送信
配信時間も⾃由に設定可能

導⼊前後の業務効率改善



LINE・SMS 連携
導⼊前

メール送信      開封率    10〜20％
           クリック率  2〜5％

導⼊後

LINE送信     ��� 開封率    �60%以上
SMS送信       開封率�    80％
�           クリック率�  20％以上

※2�CM.com様の資料を参考

※1

導⼊前後の数値改善

※2

※1�インターネット上の
  記事を参考



PORTERSのオプションが
お客様の現在の課題解決、数値改善に貢献いたします



おさらい①

・ZLOSS
  エントリーから⾯談設定を⼀気通貫にする⾯談調整アプリ

・WebParts
  ⾃社サイトとPORTERSを連携にするアプリ

・IMEX
  スカウト媒体からの求職者情報を⾃動でPORTERSに取り組むアプリ

・クラウドドキュメント
  ⼿作業で⾏う帳票作成をPORTERSからワンクリックで作成できるアプリ



おさらい②

・通勤時間マッチング
  通勤時間での求⼈と求職者のマッチングを可能にするアプリ

・PORTERS�MA
  掘り起こしや⼀⻫送信などの配信設定ができ、
  ⾃動でメールを送るマーケティングオートメーションアプリ

・LINE連携
  PORTERSと求職者のLINEのやり取りを紐づけ⼀元管理を可能に

・SMS連携
  PORTERSからSMSの送信、⼀⻫送信が可能に



今回ご案内したアプリを知っていただき、
導⼊・利⽤いただくことで

業務効率化にお役⽴てください



気になるアプリがございましたら、
お気軽に担当までご連絡ください！



アプリケーションの提供は
今後も随時⾏っていく予定でございます。

ぜひアンケートにてご要望をいただけますと幸いです。



PORTERSからの告知



2023年1⽉13⽇（⾦）15:00〜15:30

PORTERS
活⽤勉強会 

ダッシュボードで進捗状況可視化編

で効率UP進捗可視化進捗可視化進捗可視化
mini  

のmini勉強会30分



PORTERSPORTERS
個別運用相談会個別運用相談会

随時受け付けておりますので、随時受け付けておりますので、
ご希望の方はお申し付けくださいご希望の方はお申し付けください



ポーターズ株式会社
ユーザー交流会のおしらせ

ポーターズ株式��

代���� ⻄� �⼆
ポーターズ株式��

副�� �� 智�
東京＠ポーターズ株式会社本社
2023年�1⽉�18⽇（⽔） 
15:00〜17:00� 

ご登壇企業様 決定！� 

ご参加お待ちして
おります！ 

【利⽤から活⽤へ PDCAで現場にフィットさせるPORTERS活⽤（仮）】� 

アイムファクトリー株式会社様 



ポーターズ株式会社
ユーザー交流会のおしらせ

ポーターズ株式��

代���� ⻄� �⼆
ポーターズ株式��

副�� �� 智�
⼤阪＠リストランテ・クロノス
2023年�1⽉�25⽇（⽔） 
15:00〜17:00� 

ご登壇企業様 決定！� 
【KPI20%改善＆⼯数削減を実現！PORTERSがもたらした意識改⾰と将来像】

ご参加お待ちして
おります！ 

様



来年の交流会のお知らせ



来年の交流会のお知らせ


