
採用に関する業務を一元管理

採用管理システム「Agre ARMS」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アグレアームス）

求人掲載から
応募者管理、面

接管理、効果分
析まで人材採

用に関する業
務を一元管理！

人事担当者が
アナログで対

応していた様々
な採用業務の

効率化を行い
、

応募者への対
応や採用戦略

の計画に注力
することで、採

用力アップが実
現できるシステ

ムです!!

煩雑になりがちな応募者管理や面接対応、
求人募集の効果分析など様々なサポート機能が充実︕

初めて使う人事担当者にも分かりやすい配置・デザインで圧倒的な使いやすさを実現︕

事務局からのお知らせ ご利用規約お問合せ

ログアウト株式会社求人おきなわ　　　求人 太郎 様
採用管理システム　- アグレ アームス -
Agre Recruiting Management System

※貴社からの返信を心待ちにしています。お早めにご返信ください。

すべての応募者をみる

応募日時 求人内容応募者

19 歳以下 / 豊見城市 / 専門学生

求人　太郎
那覇市 / 正社員
企画営業スタッフ【求人広告掲載による採用課題解決の提案営業】2019/12/15　15︓15NEW

アグレ社員

アグレバイト

20 ～ 24 歳 / 那覇市 / 大学生

求人　花子
那覇市 / アルバイト・パート
WEB デザイナー【自社求人サイトデザイン】2019/12/15　15︓15NEW

新着の応募者 20 件

各種メニュー

掲載した求人を各種データで解析
することができます。

アクセス解析
面接日を登録し、スケージュール
確認することができます。

面接日管理

自社の採用ホームページを作成す
ることができます。

採用ホームページの作成

気になる人材にオファーメールを
送ることができます。

人材データベース
気になる人材にオファーメールを
送ることができます。

新卒採用管理

自社の採用ホームページを作成す
ることができます。

求人情報管理
気になる人材にオファーメールを
送ることができます。

応募者管理

初期費用
管理費用

 全て無料!!全て無料!!

「はたらく」に、まっすぐ。

Copyright © kyujinokinawa All Rights Reserved. 

公益社団法人全国求人情報協会正会員
〒900-0005　沖縄県那覇市天久 1044-2TEL︓098-862-2490
このサイトは株式会社求人おきなわが運営しています。
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ようこそ︕求人 太郎様

株式会社求人おきなわ

※貴社からの返信を心待ちにしています。
お早めにご返信ください。

応募者から新着メールが届いています︕

20 件の未読メールを確認する

沖縄の人事・採用担当者様向けに「採用活動に役立つ情報を提供
する」無料会員制サイトです。
県内の雇用情勢や求職者＆求人動向調査など、様々な情報を集約
しタイムリーに発信します。ぜひご利用ください。

「沖縄」の人事・採用担当者のための活用サイト

の

各種メニュー

関連サイト

掲載した求人を各種データで解析
することができます。

アクセス解析
面接日を登録し、スケージュール
確認することができます。

面接日管理

自社の採用ホームページを作成す
ることができます。

採用ホームページの作成

気になる人材にオファーメールを
送ることができます。

人材データベース

気になる人材にオファーメールを
送ることができます。

新卒採用管理

自社の採用ホームページを作成す
ることができます。

求人情報管理
気になる人材にオファーメールを
送ることができます。

応募者管理

スマートフォンにも対応

採用HP
作成・管理
機能も設置

Agre  Recruiting  Management  System

事務局からのお知らせ ご利用規約お問合せ

ログアウト株式会社求人おきなわ　　　求人 太郎 様
採用管理システム　- アグレ アームス -
Agre Recruiting Management System

応募者管理

応募日時

2019/12/15
15︓15

対応状況求人情報応募者情報

19 歳以下 / 那覇市 / 専門学生

求人　太郎
那覇市 / 正社員
株式会社求人おきなわ

企画営業スタッフ【求人広告掲載による採用課題解決の提案営業】

企画営業スタッフ【求人広告掲載による採用課題解決の提案営業】

NEW

企画営業スタッフ【求人広告掲載による採用課題解決の提案営業】2019/12/15
15︓15

25 ～ 29 歳 / 那覇市 / 正社員

求人　太郎
北海道 / 正社員

NEW

株式会社求人おきなわ

株式会社求人おきなわ

選考中

詳細

詳細

詳細

2019/12/15
15︓15

20 ～ 24 歳 / 豊見城市 / 大学生

求人　花子
那覇市 / アルバイト・パート
WEB デザイナー【自社求人サイトデザイン】

未対応

すべて ▼ 応募者一覧をダウンロードする

採用

サイトアグレ

採用 HP

他媒体

メッセージ
NEW

2019/12/15
15︓15

20 歳以下 / 那覇市 / 専門学生

琉球　次郎
那覇市 / 正社員
株式会社求人おきなわ

DTP オペレーター【求人広告のデザイン制作業務】
NEW

詳細未対応

サイトアグレ

メッセージ
NEW

メッセージ

メッセージ

検索 クリア

株式会社求人おきなわ

選考中 詳細2019/12/15
15︓15

20 ～ 24 歳 / 豊見城市 / 大学生

求人　花子
那覇市 / アルバイト・パート
WEB デザイナー【自社求人サイトデザイン】

採用 HP

メッセージ

採用管理システム　- アグレ アームス -
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応募者管理

すべて ▼

応募者一覧をダウンロード

2019/12/15 15:15

19 歳以下 / 豊見城市 / 専門学生
求人　太郎

那覇市 / アルバイト・パート

企画営業スタッフ【求人広告掲載による採用課題解
決の提案営業】

NEW

サイトアグレ

詳細

2019/12/15 15:15

19 歳以下 / 那覇市 / 大学生
求人　太郎

那覇市 / アルバイト・パート

企画営業スタッフ【求人広告掲載による採用課題解
決の提案営業】

NEW

未対応

詳細

メッセージ
NEW

株式会社求人おきなわ

株式会社求人おきなわ

メッセージ選考中

採用 HP

検索 クリア

Agre

他社媒体

自社
採用HP

求人サイトAgre・自社採用HPからの応募を自動取込、
求人誌Ag reや他社媒体からの応募者も手動登録することで
応募者情報を一元管理できます。

応募者の情報を素早く確認

■応募者の情報（氏名・年齢層・性別）や応募媒体・求人情報、
選考対応状況・採否結果を一覧画面で確認

■応募者ごとにメッセージの送受信履歴も管理

スピーディーな対応を実現

■応募通知メールで確認漏れを防ぎ、外出先でもスマホ一つで簡単対応
■確認が遅れても翌日に未対応アラートメールが届くので安心

複数の求人媒体・自社採用HPからの応募者情報をまとめて管理！

媒体、職種、エリア等、様々な軸で募集の効果をまとめ、
分析が苦手な人事担当者にも分かりやすいグラフで表示します。

細かな測定・分析をより使いやすく

■アクセス数や応募数などの詳細数値も一画面で分かりやすく表示
■簡単操作で分析データの出力（ダウンロード）も可能
■期間を指定し推移を分析することで採用活動の課題も可視化

応募効果を“見える化”することで最適な採用活動を実現！

面接予定の応募者を一画面で確認。
日時・応募者情報を面接予約順に時系列で表示することで
煩雑になりがちなスケジュールを簡単に管理できます。

人事担当者の負担を軽減する機能

■面接可能な日程を求人原稿にセットしておくことで、
24時間いつでも面接予約設定が可能

■電話応募による面接設定も画面上で簡単操作
■面接前日に応募者へ自動メール送信でキャンセル防止・面接参加を促進

応募者の面接スケジュールを先の予定まで細かく管理！

貴社の採用ターゲットにマッチする人材を検索・閲覧し
Offerメール（簡易スカウト）を送信することで新たな出会いを創出します。

人材データベースの閲覧事項

＜会員プロフィール＞
○年齢層　○性別　○居住地　○現在の属性
＜登録内容＞
○所持資格　○経験職種・業種　○希望雇用形態・職種・業種
○自己PR　など

※求人サイトAgreのご利用＆Offerメール購入で、全ての会員情報を
閲覧することができOfferメール送信が可能となります

人材データベースを利用して求職者に直接アプローチが可能！

09/02（Mon）

2019

11︓00 ～ 12︓00

開催前 登録済応募者

担当者︓求人　太郎

20 ～ 24 歳 / 那覇市 / 正社員

求人　花子
google カレンダーに登録

開催前

09/03（Tues）

2019

11︓00 ～ 12︓00

担当者︓求人　太郎

開催前

09/11（Wednes）

2019

11︓00 ～ 12︓00

登録済応募者

担当者︓求人　太郎

19 歳以下 / 那覇市 / アルバイト・パート

求人　次郎
google カレンダーに登録

開催前

09/05（Thurs）

2019

11︓00 ～ 12︓00

応募フォーム表示

応募フォーム表示

登録済応募者開催前

09/10（Tues）

2019

11︓00 ～ 12︓00

担当者︓求人　太郎

20 ～ 24 歳 / 那覇市 / 正社員

求人　花子
google カレンダーに登録

担当者︓求人　太郎

面接詳細 担当者面接日日時

応募フォームにて表示

他、10 件登録中

  
9999983-1 個別指導指導者

WEB 応募

採用管理システム　- アグレ アームス -
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面接日管理

開催前

09/02（Mon）

2019

担当者︓求人　太郎
google カレンダーに登録

11︓00 ～ 12︓00

登録済応募者

20 ～ 24 歳 / 那覇市 / 正社員

求人　花子

詳細 削除

開催前

09/10（Tues）

2019

11︓00 ～ 12︓00

WEB 応募

応募フォームにて表示中

詳細 削除

情報更新 : 2019/12/12NEW

希望の職種・業種︓ ホテル／リゾート／観光　関連
希望の勤務地︓ 浦添市

所持資格︓ Illustrator・Photoshop 経験

経験職種・業種︓ 医療／福祉／介護／保育　関連 

希望の雇用形態︓ 正社員

詳しくみる

オファー送信選択

◇ ID:2345 さん ◇

情報更新 : 2019/12/12NEW

希望の職種・業種︓ ホテル／リゾート／観光　関連
希望の勤務地︓ 浦添市

所持資格︓ Illustrator・Photoshop 経験

経験職種・業種︓ 医療／福祉／介護／保育　関連 

希望の雇用形態︓ 正社員

詳しくみる

オファー送信選択

◇ ID:2345 さん ◇

希望の職種・業種︓ ホテル／リゾート／観光　関連、講師／資格職／専門職　関連、医療／福祉／介護／保育　関連
希望の勤務地︓ 那覇エリア、浦添市、西原町、与那原町、南風原町、豊見城市、南城市、八重瀬町、糸満市、宜野湾市、沖縄市、…

希望の雇用形態︓ 正社員、契約社員、アルバイト・パート、派遣社員、紹介予定派遣、職業紹介、嘱託社員、業務委託、代理店・…

情報更新 : 2019/12/12NEW

所持資格︓ Illustrator・Photoshop 経験、ヘルパー（介護職員初任者研修者）、ケアマネージャー（介護支援専門員…

経験職種・業種︓ 医療／福祉／介護／保育　関連 、ホテル／リゾート／観光　関連、講師／資格職／専門職　関連…

詳しくみる

オファー送信選択

◇ ID:2345 さん ◇

◇ ID:2345 さん ◇

オファー配信済み　2019/12/12

19歳以下  女性  [ 大学生 ]

20~24 歳  男性　[ 派遣社員 ]

20~24 歳  女性　[ 主婦・主夫 ]

那覇市 国際通り・久茂地周辺エリア在住 

那覇市 国際通り・久茂地周辺エリア在住 

那覇市 国際通り・久茂地周辺エリア在住 

採用管理システム　- アグレ アームス -
Agre Recruiting Management System

所持資格

Illustrator・Photoshop 経験、ヘルパー（介護
職員初任者研修者）、ケアマネージャー（介護支
援専門員）、土木施工管理技士、宅地建物取引主
任者、WEB デザイン・開発経験

情報更新 : 2019/12/12NEW

20~24 歳  女性  [ 求職中・大学生 ]
◇ ID:2345 さん ◇

転職意欲︓ 良い企業があれば就職・転職したい

最終学歴︓ 専門学校卒

勤務開始可能日︓2019/12/12

那覇市 国際通り・久茂地周辺エリア在住 

公開中

求人広告企画営業職

応募情報一元管理

面接スケジュール管理

効果測定・分析

攻めの採用活動

Agre ARMS の主な機能！

新着の応募者を
分かりやすく表示

人事担当者
向けの情報
サイトへリンク

全ての機能を
スマホでも
ラクラク管理!

目的に応じて
使いやすい
メインメニュー



企業の魅力を伝
える新たな採用

ツール！

自社採用特化
のホームページ

構築

多くの求職者が応募前に「働くに相応しいか」といった情報を求め企業のホームページをチェックします。

企業理念や職場環境・仕事のやりがいなど信用度の高い情報を発信する採用ホームページを構築することで、

採用のミスマッチ抑制・高付加価値人材との出会いにつながります!!

採用ホームページの
求人データは、世界最大の
求人検索エンジン「Indeed」や
「Googleしごと検索」
「Yahoo!しごと検索」
にも連動掲載されます！

求人検索エンジンにも
連動掲載

役職・ポジション、仕事の目標・責任など
細かな求人情報を記載することで
求める人材像とのマッチングが高まります。

求人詳細ページ

求める採用ターゲットに訴求できるコンテンツ例
●企業理念　●商品・サービス ●教育・研修制度
●仕事内容FAQ　●社員インタビュー
●社内イベント・福利厚生　●スナップ写真 など

初期費用
管理費用

無料!!無料!!

企業価値・魅力の発信で意欲の高い人材を採用︕

デザインも内容もすべて採用に特化したホームページを構築することで、
詳細情報を通じて企業理解促進、就業意欲向上に繋げ「採用数アップ」を実現︕

採用ホームページを制作するメリット

興味換起・応募行動を促進するサイト内容

応募効果を高めるプラン

■お申込みから公開までの流れ

※公開スケジュールについて詳細はお問合せください

お申込 弊社にて
HPを作成

お客様
確認

確認OKなら 
HP公開

●初期費用（採用HP制作料金） 無　料
●管理費用（月額利用料金）

●コンテンツ数・写真枚数

●求人掲載件数

無制限
無　料 無制限

※クリック単価は変更となる場合がございますのでご了承ください
※Agre回数割引ポイント契約のご利用はできません

採用ホームページの求人データを「求人サイトAgre」や「Indeed（スポンサー求人）」に掲載し露出度アップ︕
1ヶ月の予算（利用上限額）を決め“見られた分（クリック数）”のみ料金が発生する安心・納得のプラン

■料金プラン

レスポンシブWebデザインで利用の多
いスマートフォンからの閲覧にも対応。
さらに、SEO対策（検索エンジン最適化）
で検索時の露出を高め、WEB媒体との連
動で様々な流入経路から求職者を誘導し
ます︕

しっかりと閲覧される仕組み

求人件数に制限はありませんので、必要
な求人を必要な時に何件でも掲載できま
す。また、求職者にしっかり情報を届け
ることができる求人詳細フォーマットも
用意。求人情報の作成、公開・非公開も
管理画面で操作できます。

求人掲載は何件でもOK

WEBシステムの操作に慣れていない方
でも、簡単に操作できる管理画面で無理
なく運用ができます。また、採用HP独自
のアクセス解析でアクセス数・訪問数な
どの効果測定も分かりやすいグラフで確
認できます。

カンタン操作の管理画面

レスポンシブ
対応！

スマホ・パソコンどちらの
閲覧も最適化！

貴社独自の
採用HPに！

コンテンツのデザインは
複数パターンから

組合せ自由！

24時間応募を
受付！

メール応募や面接予約機能で
応募の取りこぼし防止！

仕事情報・
会社情報を
余すことなく
発信！

■求人サイトAgreに求人データ転載 ■Indeedに有料（スポンサー求人）掲載

運用管理費　無し 運用管理費　広告費の20％

予算設定金額

10,000円／月～
（クリック単価：100円）

予算設定金額

10,000円／月～
（クリック単価：自動設定）

ご利用料金 ご利用料金

Agre転載求人の応募数は
採用HP応募の約5.5倍！

※2019年9～12月実績 ※2017年 Indeedデータ

スポンサー求人のクリック数は
無料掲載求人の約5倍！
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