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先日よりリリースされましたNew List Viewについて、
派遣業務フローに沿った新しいHRBCの使い方をベースにご説明いたします。

説明の中で、要所に新しい機能の説明やDemo操作もご紹介いたします。

プレゼンターの谷口雅大です。
よろしくお願いいたします！



Ver5.0.0 New List Viewリリース概要

検索条件サイドバー

クイック項目編集

引当フェーズグループ

ソート&フィルター

ピックアップカラー設定



①人選業務

JOB と スタッフを見比べ。
N:Nの人選をHRBCで行うことができます。

人選業務を、
より数多く。よりスピーディーに。
行うことができるようになりました。

     





人選が必要なJOBを確認するために、
JOB検索条件「本人OK前」をクリックし、
一覧を表示。

①人選業務 - 人選するJOBの選定

JOB一覧



フィルターで
類似JOBに絞り込む

①人選業務 - 人選するJOBを複数用意

JOB一覧



①人選業務 – オートマッチング

類似JOBとマッチするスタッフ一覧が表示。

スタッフ一覧

JOB一覧



Action Menu オートマッチングをクリックしたJOBと
マッチするスタッフ一覧であることが表示。

①人選業務 – オートマッチング

スタッフ一覧



①人選業務 – オートマッチング結果の条件緩和



①人選業務 – JOB ListとスタッフList を見比べた人選業務

スタッフ一覧JOB一覧



JOBを紹介する
スタッフの順番を並び替え。

JOBを紹介するスタッフを選定。

類似JOB一覧より、JOBを紹介。

①人選業務 – JOBを紹介

スタッフ一覧

JOB一覧



引当追加 より、
本人OKをいただいたJOBとスタッフの
引当データを作成。

本人OKをいただいたJOBを選択し、
フェーズ：本人OK で保存。

①人選業務 - 本人OKの獲得

スタッフ一覧



営業(JOB)担当に、
本人OKをいただいた旨を共有。

①人選業務 – 営業担当に共有

スタッフ一覧



改めてメールで、
求人情報の詳細をメール送信する。

①人選業務 – スタッフに求人情報の送付

スタッフ一覧



①人選業務 - 本人OKいただけなかった場合

用意したJOBに対して、
スタッフが本人OKしていただけなかった場合。

スタッフからオートマッチングで、
JOB一覧を表示。

JOB一覧



先程本人OKいただいた2件のJOBは、
本人OK前 一覧から消える。

先程本人OKいただいたので、
2件のJOBは、
本人OK以降 一覧に表示される。

本人OK前 JOB一覧

本人OK以降 JOB一覧

①人選業務 - 本人OK前一覧から本人OK以降一覧に表示



2件のJOBに本人OKいただいたので、
スタッフの引当フェーズグループ「①職見設定前」に「2」が表示される。

①人選業務 – 引当フェーズグループ表示

スタッフ一覧



JOBも同様。スタッフから本人OKいただいたので、
2件のJOBにも「①職見設定前」がそれぞれ「1」が表示される。

①人選業務 - 引当フェーズグループ表示

JOB一覧



クリックすると、
今までの引当履歴や、引当詳細画面への導線となる「サブリスト|引当進捗」が表示される。

①人選業務 – 「サブリスト|引当進捗」表示

JOB一覧



「職場見学設定」まで
引当フェーズを進めると…。

JOB一覧の▲も「②職見設定以降」に進む。

①人選業務 – 職場見学設定に進むと



派遣決定まで進むと、
「③決定就業前」まで▲が進む。

派遣稼働決定した場合、
派遣先と契約書を交わす必要がある。

なので、契約書の内容を
「成約データ」として作成する。

×

①人選業務 – 派遣稼働決定まで進むと



「派遣稼働決定」まで進んだ引当データの
「サブリスト|成約」から、成約データを作成。

派遣先に、内容を確認していただくために、
成約フェーズは「新規(下書き)」を選択し、ドラフト状態でデータを作成。

①人選業務 – 派遣稼働決定後の、成約データ作成



ドラフト状態で作成した内容を、派遣先に確認していただく。

メールTemplateを本文に挿入し、
派遣先に契約内容の確認を依頼する。

①人選業務 – 成約データを元に派遣先にメールで内容の確認



派遣先から契約内容に対する承認をいただいたので、社内の承認を得る必要がある。
成約フェーズを「 新規(承認待ち)」にする。
[社内共有] で上長にメールで承認依頼を出す。

契約内容確認しました。OKです！

派遣先から内容に関してOKが出たことを言質として残すために、
メールをPDFとして保存し、成約の「添付ファイル」に保存する。

①人選業務 – 派遣先が内容確認後、社内でも内容確認



検索条件「私の部署の承認待ち」を開き。

マネージャーは承認待ちの成約を確認し「承認済み」にする。

①人選業務 – 社内内容確認承認待ち一覧を表示



成約「帳票」から契約書を発行。

成約フェーズを「契約書発行済み」にする。

社内で承認された → 契約書発行待ち

①人選業務 – 契約書の発行および送付



「引当進捗」から
検索条件「私の進行中の引当進捗」一覧を表示。

①人選業務 – 途中辞退した場合



進捗終了フラグ → 「終了」

進捗終了理由 → 「スタッフ辞退」

をインラインで入力する。

①人選業務 – 途中辞退した場合



他に進んでいる引当進捗が無い。
→ 人選対象。

①人選業務 –途中辞退者をオートマッチング



オートマッチング 条件設定

①人選業務 – 機能の補足説明



②成約/稼働管理

稼働前の契約や、
稼働している契約に対して、

スタッフとのコンタクト対応履歴や、
契約に関するやるべきことが

分かるようになります！





②成約/稼働管理 – 一覧



②成約/稼働管理 – 稼働開始予定の成約を確認

「組織単位契約開始日」でソートをかけ、
これから稼働開始予定の成約を上から順に確認。



スタッフとのコンタクト内容を、
「スタッフコンタクト日」
「スタッフフェーズメモ」
に記入。

②成約/稼働管理 – スタッフとのコンタクト内容を記入



スタッフの「サブリスト|履歴」に
コンタクト履歴が保存される。

②成約/稼働管理 – スタッフデータに保存



企業の「サブリスト|成約」で
過去の契約履歴等を確認することができる。

②成約/稼働管理 – 企業の過去成約を確認



粗利率[%]をカラー設定することで、
請求交渉を行うためのアラートとなる。

②成約/稼働管理 – 低い粗利率のピックアップ



事業所抵触日をカラー設定することで、
事業所抵触日を延長するかどうかの打診を企業に実施するための確認ができる。

②成約/稼働管理 – 事業所抵触日のアラート



稼働開始できなかった場合。
フェーズを「成約-開始終了決定」に更新する。

②成約/稼働管理 – 開始前終了決定



③延長管理

契約の延長管理をHRBCで実現できる！





③延長管理 – 一覧



③延長管理 – 延長確認のアラート

契約終了日をカラー設定することで、
延長確認すべき契約を確認することができる。



③延長管理 – 同一企業ソートで優先順位付け

ソートで、
同一「企業」や「契約終了日」が直近のもの等。
並び替えて延長確認の優先順位付けができる。



③延長管理 – 延長確認OKの場合

スタッフ、クライアント双方に延長確認を実施し、
契約を延長したいと意思表明をいただけたら、
「OK」とインラインで状況を入力する。



③延長管理 – 延長確認OKの場合

契約延長が決定したら、
成約フェーズを「延長決定」に更新する。



③延長管理 – 延長確認OKの場合

契約が延長されたので、
新しい契約期間の成約データを「延長 成約作成」より
作成する。



③延長管理 – 延長 成約作成

延長される新しい契約の
「契約開始日」「契約終了日」等を
入力し、作成。



③延長管理 – 延長 成約作成

成約フェーズは、
「延長(下書き)」で作成。



③延長管理 – 延長成約データの表示

作成した延長成約データは、
延長確認をした「元の成約データ」と同じ行に表示される。



③延長管理 - 延長確認 迷い中 の場合

「時給交渉中」や「迷い中の理由」等は、
成約フェーズメモに記入。



③延長管理 - 延長確認NGの場合

延長確認の結果、NGだった場合。
「終了決定」に更新する。

「契約終了の理由」をヒアリングし入力する。
次のお仕事紹介を希望している場合は「OPEN」
次の「就業開始可能日」をヒアリングし更新。



③延長管理 – 後任JOBの確認

契約が終了したとしても、
後任JOBのオーダーを受けた場合「後任JOBあり」を選択する。



③延長管理 – 後任JOBの作成

「後任JOBあり」の場合、
JOBをコピーして、後任JOBを作成する。



③延長管理 – 組織単位抵触日のアラート

組織単位抵触日をカラー設定することで、
雇用安定措置対応を行う必要がある契約であると確認できる。



③延長管理 – 雇用安定措置フラグ

雇用安定措置の対象であるため、
「雇用安定措置フラグ」を対象とする。



④雇用安定措置

雇用安定措置対応の管理を
HRBCで実現できる！





④雇用安定措置



スタッフの希望が直接雇用 → ①直接雇用

雇用安定措置の進捗状況 → 措置中

④雇用安定措置



派遣先への「依頼日」や「依頼手段」を入力。

派遣先からの「回答日」「意向」を入力。

④雇用安定措置



次の雇用安定措置対応を入力。「雇用安定措置メモ」に状況を入力。

対応が完了したら、「雇用安定措置の進捗状況」を完了に。

④雇用安定措置



スタッフが、
雇用安定措置の対応を希望しない場合は、
「スタッフの継続意思なし」を選択する。

④雇用安定措置



⑤掘り起こし(現状確認)

掘り起こし(現状確認)
業務を行いやすく！



⑤掘り起こし(現状確認)

掘り起こし(現状確認)

・紹介可能なスタッフを増やす。

・JOBを紹介したいが、紹介可能なスタッフがいない場合に、
掘り起こし対象のスタッフに紹介する。

・以前JOBをいただいた企業を掘り起こす。





⑤掘り起こし(現状確認) – 紹介可能なスタッフを増やす



⑤掘り起こし(現状確認) – 紹介可能なスタッフを増やす



⑤掘り起こし(現状確認) – 紹介可能なスタッフを増やす

掘り起こし対象のスタッフに、
「スタッフ掘り起こしメール」を送信。



⑤掘り起こし(現状確認) – 紹介可能なスタッフがいないので掘り起こし対象に紹介する

紹介可能なスタッフがいない…。

「掘り起こし対象」スタッフ一覧を見て、
紹介する範囲を広げる。



⑤掘り起こし(現状確認) – 紹介可能なスタッフがいないので掘り起こし対象に紹介する



⑤掘り起こし(現状確認) – 紹介可能なスタッフがいないので掘り起こし対象に紹介する



⑤掘り起こし(現状確認) – 企業の掘り起こし



設定切り替え方法



設定切り替え方法



新機能ご案内





機能更新



機能更新



【共有先の変更】

・企業：企業の所有者

・営業先(企業担当者)：営業先 (企業担当者)の所有者

・JOB：JOBの所有者

・個人連絡先：個人連絡先の所有者

・レジュメ：レジュメの所有者

・引当(選考プロセス)： 引当(選考プロセス)の所有者,企業の所有者,営業先(企業担当者)の所有者,JOBの所有者,レジュメの所有者

・売上：売上の所有者

・アクティビティ：なし

機能更新



IDを入力し、検索できるようになりました。

機能更新



質問タイム







ご参加いただき 誠にありがとうございました。


