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interview maker

導入1,100社 ISMS取得 SPI-3連携対応
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導入企業 1,100社以上

アルバイト採用に

派遣登録に

正社員採用に
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インタビューメーカーの機能

Web説明会Web面接 録画面接

リアル
タイムで
求職者と
面接

動画で
求職者の
回答を確認
・評価

オンライン
セミナー
形式

ブラウザ対応可！
予約～面接振り返りまで

志望度の高い求職者を
スクリーニング

誰とでもすぐにオンラインで面接。

日程自動調整(Web予約)や評価シート

など、面接に特化した機能が充実。

面接以外にも内定フォロー面談や

既存社員との面談など幅広く活用可。

24時間いつでも受付可能。

求職者は何度でも撮り直しできて

設問数の上限なし。短時間で志望度の

高い求職者をスクリーニングし、

選考工数削減・取りこぼしの防止にも。

※スマホの場合＝専用アプリをダウンロード

最大200名～1,000名参加可能！
資料共有＆説明会

画面上での資料共有と応募者からの

質問を受け付けることが可能。

説明会ごとにURLを発行し応募者に

送付するだけで開始できる手軽な機能。

新卒説明会や社内広報にも。

2020年3月提供開始！
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インタビューメーカー利用例

説明会 書類選考 1次面接 2次面接 最終面接 内定

Web説明会 録画面接 Web面接 Web面接 対面面接 Web面談

選
考
フ
ロ
ー

活
用
機
能

採用フローのどのタイミングでもお使いいただけます

実
現
で
き
る
こ
と

面接設置率
向上

求職者との
接点スピードUP

面接会場費
削減

会議室・
説明会会場費削減

出張/移動交通費
削減

移動交通費削減、
人件費も削減

面接実施率
向上

距離・移動時間の
ハードルを下げる

内定受諾率
向上

内定後フォロー、
Web面談時の内定通知

で満足度向上

選考精度
向上

書類だけではわからない
情報を短時間で
キャッチアップ
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選ばれる理由

安心の利用環境

サポート・セキュリティ体制に
自信があります

どんな選考フローにも
対応できます

全ての面接をもっと
わくわくさせます

面接に特化した機能と運用実績 今後の面接テクノロジー

面接予約～評価・振り返り・採否通知

まで、面接に特化した機能が充実。

1,100社以上の運用実績もあるので

すでに利用中のシステムとの併用方法

含め多彩な事例から最適な提案を実施。

サポートは初回の運用ミーティングから

年間計画、定期的な運用検証会を実施。

求職者側のサポートデスクも休日対応！

セキュリティは拡張性に優れ、かつ

物理的破損に強いクラウドを全面使用。

国家資格である情報処理安全確保支援士

の有資格者が全ての設計レビューを実施。

面接文字起こしや音声解析を利用した

面接分析など、テクノロジーの力を活用

してWebだけでなく対面含めたすべての

面接の質を上げていきます。

面接官教育や組織全体の面接力向上を

サポート。
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5部門で1位に選ばれました

日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要：2020年度2月度_ブランドのイメージ調査

面接は、もっとわくわくできる

「自分らしい面接ができた」
と、全ての参加者が思えるようにしたい。

面接で、あなたの個性が輝くように。あなたの会社が
素晴らしい個性に気がつけるように。
「選ぶ・選ばれる」から、「互いを理解し尊重しあえる」面接へ

インタビューメーカーは
面接を通じて、すべての人の出会いを支えるオンライン面接システムです。

テクノロジーによって、
私たちが最高の面接をデザインしていきます。
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imサポート

①企業様サポート ②求職者サポート

サポート実績
導入企業様が多いからこそ、
採用フローに合う運用方法を、
成功事例をもとに提案可能

サポートデスク
1週間で1社あたり約1万回もの面接
利用を乗り越えた対応力
平日：9:00～20:00
土日：9:00～18:00
※祝祭日を除く

拠点数
国内は東京・名古屋・大阪に
拠点があり、地方事業所へも
迅速なサポートが可能

専任チーム
サポート専属の部署を立ち上げ、
社内リソースを確保。
1社様ごとに専任チームを組むことで
手厚い対応を実現

チャット対応
営業時間内での有人対応、
24時間の自動応対サポートを実施。
スピード感ある対応が可能に

問い合わせフォーム
Web面接操作画面のすべてに
問い合わせフォーム設置。
求職者の「？」を即座に解決
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セキュリティについて

弊社のセキュリティに関しましては、総務省が定めた「クラウドサービス提供における
情報セキュリティ対策ガイドライン」に準拠しております。
「プレミアムプラン(正価)」でお申込みいただきますと、お客様のフォーマットでの
セキュリティチェックシートのご回答が可能となります。
※50問以上の場合は、有料にてセキュリティチェックに応じますので、ご相談くださいませ

Password

通信は全てSSL(TLS)で暗号化。
TLS1.2以上の危殆化していない
安全な暗号通信手法のみの採用
を徹底。

パスワードは
復元不可の暗号化
処理を実施。システム
管理者も閲覧不可

Attack
管理サーバーへの
アクセスは証明書認証が必須。
外部からの
無認証アクセスは困難。

国家資格である
情報処理安全確保支援士の
有資格者が全ての設計
レビューを実施。

Review

SSL

サーバーは拡張性に優れ、かつ
物理的破損に強いクラウドを全面使用

■ISMS(ISO / IEC 27001、JIS Q 27001)取得済

■OWASP Top10を網羅した脆弱性診断も実施
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プラン

ベーシック
Web面接

スタンダード
録画面接

スタンダード
プレミアム

¥29,800

Web面接

録画面接

Web説明会

応募者管理

imサポート

¥89,800 ¥89,800 ¥149,800/月 /月 /月 /月

¥39,800
初期導入費用

¥698,000
初期導入費用

¥698,000
初期導入費用

¥998,000
初期導入費用

初年度費用/年

2年目以降費用/年

¥397,400 ¥1,775,600 ¥2,795,600¥1,775,600

¥357,600 ¥1,077,600 ¥1,077,600 ¥1,797,600
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機能詳細 ベーシック
Web面接
スタンダード

録画面接
スタンダード

プレミアム

Web面接

■ワンクリック型面接（データ蓄積なし） 〇 〇 × 〇
最大登録数 30回 無制限 - 無制限

■応募者情報取得型面接 × 〇 × 〇
最大参加受付数／回 - 無制限 - 無制限

■Web面接録画
■チャット/モニタリング
■日程調整(Web予約)

■事前面接通知
■自由入力メモ
■資料共有

× 〇 × 〇

録画面接 ■録画面接 × × 〇 〇

Web説明会

■1対200～1対1,000 ■画面共有 〇 〇 × 〇
最大登録数 4件／月 20件 - 無制限

最大参加受付数／回 200名 200名 - 1,000名

管理機能

■募集要項公開
■応募者情報CSV(DL)
■面接評価シート入力(DL)
■履歴書写真撮影
■履歴書ダウンロード

■ヒアリングシート入力(DL)
■ファイルアップロード
■採否通知
■対面面接受付/録画
■書類選考受付

× 〇 〇 〇

■SPI3連携 × 〇 〇 〇
■SONAR連携 × × × 〇

imサポート
■カスタマーサクセスサポート
（専任スタッフが、導入・立ち上げ・運用開始をサポート） × 〇 〇 〇

初年度のお支払い
（年間契約）

月額費用（年間一括払い） ¥29,800 ¥89,800 ¥89,800 ¥149,800

初年度 初期導入費用 ¥39,800 ¥698,000 ¥698,000 ¥998,000

初年度 年間合計金額 ¥397,400 ¥1,775,600 ¥1,775,600 ¥2,795,600

プラン詳細

※1アカウント¥980/月で追加可能です。
※Web説明会機能の登録数・参加受付数について、上限解放は有料で承っておりますので別途ご相談ください。
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推奨OS/デバイスについて（企業様側）

機能 ご利用端末 OS Webブラウザ

応募者情報
蓄積型面接

Windows Windows 10 以上の最新版
Google Chrome 最新版
Mozilla Firefox 最新版
Microsoft Edge 最新版

Mac
macOS Mojave(10.14) 以上の
最新版

Google Chrome 最新版
Mozilla Firefox 最新版
Microsoft Edge 最新版

機能 ご利用端末 OS Webブラウザ

ワンクリック
面接

Windows Windows10以上の最新版
Google Chrome,Chromium版
Microsoft Edgeの最新版

Mac
macOS Mojave(10.14.5)以上の
最新版

Google Chromeの最新版

ご注意

■OS、ウェブブラウザともに最新版にしてください
OS、ブラウザともに最新版のみが推奨環境となります。
アップデートされた最新版がないかを確認の上、面接
を開始してください。

■セミナー／面接時は、他のアプリケーションを
終了してください

同時に他のWebサービス、PCソフトを使用している
ことで動作が重くなったり、接続が切断されたりして
しまう可能性がございます。不要なブラウザやソフト
は閉じてご利用いただくことを推奨しております。

■より安定したインターネット環境で実施ください
面接中に接続不良や接続品質が低下することがござい
ますので有線LANでのご利用を推奨しています。

Webサービスの特性上、ブラウザやネットワーク、回
線などのエラーにより一時的に接続ができない、また
は接続が遮断されてしまうことがございます。その際
は、サイトへの再接続、ブラウザの再起動、PCの再起
動を実施いただくことで解消される場合がございます。機能 ご利用端末 OS Webブラウザ

Web説明会

iPhone 7以降 iOSの最新版
Google ChromeまたはSafariの最
新版

Android Android 7以降
Google ChromeまたはFirefoxの
最新版

Windows Windows10以上の最新版
Google Chromeまたは
Firefox,Chromium版Microsoft 
Edgeの最新版

Mac
macOS Mojave(10.14.5)以上の
最新版

Google Chromeまたは
Firefox,Safariの最新版

採用選考に用いるサービスであり、重要な個人情報もやりとりする
サービスですので、セキュリティに万全を期し通信の安定性を確保す
るため、OSおよびブラウザは最新版の利用を強く推奨しております。
ここに記載しているバージョンより下の場合には動作が安定しない、
もしくは接続が出来ない可能性が高いという参考情報です。技術的な
下限の参考情報であり、ここに記載のバージョンで完全に動作するこ
とを保証するものではございません。
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推奨動作環境について

ビデオ通信は、双方向通信ができることを前提とした技術でございます。そのため、通信環境に、検疫等のためのプロキシ

サーバが設置され、一方向のみの通信に強く制限がかかっている場合には、正常にご利用いただけないことがございます。

お客様側の設備の設定等を行うことでご利用いただけることもございますが、事前に検証が必要ですので、該当される場合に

は別途ご相談くださいませ。

【推奨するネットワーク環境について】
回線速度は、Youtubeが快適に見られる程度の速度を有していること。
レイテンシ(ネットワークの遅延)は、50ms以下であること。
ネットワーク経路上に双方向通信を妨げる装置が設置されていないこと。

【参考測定サイト】

https://fast.com/
こちらで10Mbps以上が測定できると速度は問題ございません。
また、測定完了後に「詳細を表示」より、レイテンシが確認いただけます。

測定サイト内イメージ▶

https://fast.com/
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imプランナー(¥30,000/月)詳細

項目 概要
imプランナー

あり なし

専属担当のサポート 専属チームが御社をバックアップします 〇 〇

サポートデスクのご利用 サポートデスク対応（月～日※祝日除く） 〇 〇

運用検証会実施 im上の課題に対して、定期的に振返りをします 〇 〇

運用検証会レポートの作成 im上の数値をレポートとしてお出しします 〇 〇

メール・媒体文言提案 imへスムーズに案内するための文面等をご提案します 〇 〇

各種代理店紹介 媒体掲載時などの、おススメの代理店をご紹介します 〇 〇

業務請負 im内の業務や、それに付随する資料の作成等を行います 〇

imデータログ解析 録画面接等の各ページの歩留まりなど細かい分析を実施 〇

感情解析（年5件まで） 録画面接の応募者特性を解析。自社にマッチする人財を 〇

imトレーナー年1回体験 面接スキルを実際の応募者を見立てフィードバックを実施 〇

面接ユーザーレビュー開示 応募者が面接を通して感じたアンケートをお出しします 〇
面接ユーザーレビュー
フィードバックレポート提供

レビュー内容を元に実施率の向上など改善提案をします 〇
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imプランナー業務請負内容詳細

その他、LP作成や一括操作などで
お困りの点がございましたらご相談ください。

※別途、ご料金をいただく場合もあります。

業務請負項目 対応限度

募集要項の作成 月5個まで

メールテンプレート一括反映

ヒアリングシート作成

募集要項・短縮URL作成 月1回20個まで

企業側動画の編集（音声・映像の微修正） 年10件まで
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株式会社スタジアム

東京オフィス 東京都港区赤坂3-4-3 赤坂マカベビル6F

名古屋オフィス 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート名古屋

大阪オフィス 大阪府大阪市北区梅田3-3-45 マルイト西梅田ビル5F

シンガポールオフィス 5 Shenton Way, UIC Building #11-1178 , JustCo

@ UIC Building, Singapore 068808

168人（2020年1月時点）

571,000,000円 (準備金含む)

■社名

■事業内容

■社員数

■資本金

■拠点

代表取締役

太田靖宏
取締役

間渕紀彦
取締役

石川兼
CTO執行役員

武田慎之介
執行役員

前澤隆一郎
執行役員

熊本康孝

2012年8月■設立

リクルートホットペッパー
創成を経てスタジアムを設立。

クックパッド執行役員広告事
業部長、みんなのウェディン
グ取締役を経てスタジアムへ。

クックパッド人事部長、
ヘリオス上場を牽引し、
スタジアムへジョイン。

THEO、400FのCTOを経て
スタジアムへ。

情報処理安全管理支援士

リクルートじゃらん、
ポンパレ、リタリコ社を経て
スタジアムへジョイン。

リクルートHOTPPER法人営
業に7年従事。インタビュー
メーカーの立ち上げを牽引

営業代行、ビジネスプロセスアウトソーシング、
Web面接システム「インタビューメーカー」の開発/運営

■役員

弊社について


