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エンブライトとは

医療・福祉専門の人事総合アドバイザー

▶人事部の基盤作りをサポートし、人事部の一員として帆走します！

▶人事部の中でも“採用”に特化（自社採用の強化）

採用フローを見直し、採用活動の課題抽出～アドバイスを行い面接以外の業務を代行いたします。
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こんなことでお困りではありませんか？

応募者を増やすための
施設のアピール方法は？ 出来るだけ安く、

採用費用を抑えたい！

求人ページを作成したい！
けど、多くの業者があって
どこにしよう・・・

人が辞めたら募集して・・
営業電話も多い・・
受け身で採用しているなぁ

採用課題

採用フロー
採用計画（採用マーケットの変化に対応、採用費用）
▼
募集（求人ページ作成・自社プロデュース）
▼
選考（求める人物像設定・選考プロセスの見直し）
▼
内定（選考辞退の防止）
▼
入社（運用フロー見直し、効果検証、入社後フォロー）

成長型の採用へ

人手不足解消のためには自社採用の構築・強化が必須！

採用フローを見直し、次々と応募が来るように改善を！



エンブライトの特徴

▶面接応募者を増やすための求人文章の作成

近隣の他法人と比較した法人の強みをPRします！

元転職アドバイザーの経験から、転職する人が見ているポイントが分かります！
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▶スタッフ密着動画作成

“施設見学”にもなる、スタッフの密着動画を撮影

「入ってからやっぱり違った」の早期離職防止に繋がります。

▶大手コンサル会社より低価格
大手コンサル会社は年間３００～４００万円 など

エンブライトは月額１５万円、契約半年～

お試し導入いただけます。（詳しくはｐ６・１２へ）



エンブライトの活用例

▶施設長・代表の方で、採用業務を兼任されている方、現場の仕事が忙しく、

なかなか採用活動に注力する時間がとれない採用担当者の方にご活用いただいております。
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✓わざわざ、人事部として採用担当者
を一人採用する仕事量ではないが、採
用業務を兼任して負担になっている

✓採用業務になかなか時間が取れない

▶採用特化のエンブライトへ外注依頼

施設長・代表
（業務内容）
▶施設長・代表の業務 等
▶採用業務
・求人掲載
・各業者への連絡対応
・面接の日程調整
・現在の応募状況確認

エンブライト

管理者 （業務内容）
▶管理者業務、緊急対応、勤怠管理労務 等
▶採用業務
・採用ページの作成
・各媒体の金額を確認
・業者からの電話メール対応
・各業者へ求人再開の連絡

エンブライト

✓管理者として現場にいるため、ス
タッフのマネジメントなどが忙しい

✓各業者の詳しい契約内容を知らない
まま採用担当を引き継いだ

▶採用特化のエンブライトへ外注依頼



エンブライトの実績例

3～6ヶ月で7名の採用を支援。採用フローの見直しから、求人専用のホームページの作成・求人の訴求文章作成・各媒体の応募率UPを支援。

これまで施設長が採用担当を行っており、採用業務の時間が取れず、また費用対効果の良い採用方法を検討しておりエンブライトを導入。

半年で7人の採用を達成し、採用フローを見直した結果、年間採用費用を半分まで抑えた。
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▶社会福祉士法人 様 特養 訪問看護
ショート
ステイ

面接者数は月3～5人。応募数が増えたことにより、“よりいい人材を採用”することに成功。リーダー候補の確保に成功。

業拡大に伴い、年間の採用目標人数の見直し。採用フローのインフラを整えることで自社採用の強化採用ページの作成 等

▶株式会社 様 訪問看護 デイ 保育園

エンブライト導入し3ヶ月で約35名の応募。求人媒体から採用ホームページの求人原稿見直し作成、各媒体の応募率がUP。

求める人物像の洗い出しを行い、イメージする人物像の応募が来るよう求人を編集。

訴求文章を活かし、面接希望者のマッチング率をUP。

▶社会福祉士法人 様 訪問介護有料 デイ 居宅
地域包括

支援センタ‐



サービス内容一覧

採用アドバイス・求人代行作成
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月額制の採用支援採用アシスト

動画アシスト

急募アシスト

ホームページアシスト

コストアシスト

研修アシスト

スポット採用相談

自社採用の強化！密着ドキュメンタリー動画をYouTubeに掲載

動画を使ったオリジナル研修を作成

採用強化を得意としたHP作成業者を仲介

電気代、水道代を無料で見直し！年間156万円削減の事例あり！

急募で採用したい！5名以上の急募！にお答えします。



月額制の採用支援 6

施設長・代表・担当者

▶採用業務のうちお客様が行うのは“面接”のみ
他の業務はエンブライトが代行いたします。

A社 B社 C社

エンブライト
▶各広告・紹介会社からの応募者情報をまとめ、
スムーズに面接日を調整
▶1ヶ月に1回の採用打ち合わせ
（採用フローの見直し、採用状況の把握）
▶無料の採用ページを作成
▶採用フローの仮説・検証を繰り返し自社採用強化支援

エンブライト
▶求人原稿の作成（全職種対応）・応募者数UPの支援
▶応募状況・面接日確認
▶1ヶ月に1回求人の見直し・更新
▶紹介会社など値引き・トラブル対応アドバイス
▶求人の募集再開や急募の対応
▶広告・紹介会社一覧の作成（代行の見える化） など

求人媒体・人材紹介会社

▶これまでの対応時間がカット

※サービス開始までの流れ
▶初回打ち合わせ
採用フローの確認やお困りごとをお伺いし、採用課題を抽出いたします。（初回打ち合わせ無料）

▶サービス内容・お見積り
打ち合わせ後、エンブライトがご支援できること“具体的な支援内容”と“お見積り”をご提案いたします。
ご了承いただけたら、面接担当者様との連携方法を確認の上、支援スタート‼

Web応募

採用アシスト



7自社採用の強化！密着ドキュメンタリー動画をYouTubeに掲載

職員密着ドキュメンタリー映像を撮影・編集
「現場スタッフの一日」と「採用担当者の本音」を撮影

▶高画質カメラで現場スタッフや採用担当者様の密着撮影
・入職しないと分からない“どんな人が働いているのか？”を公開
・Web上で1日入職体験のような見学ツールを提供

▶弊社YouTubeチャンネルへ動画掲載
・多くの人に見てもらえる工夫をしております。
・YouTube概要欄から法人のHPや採用ページへの
紐づけも行います。（自社採用の増加）

▶映像を使った「特設採用サイト」を開設
・面接応募者の増加（自社採用の増加）
・応募者への法人理解度の向上
・法人の広報として活用

※YouTubeチャンネル名「職場気候」

エンブライト 職場気候

フルムービー（15分前後）×2本
ダイジェストムービー（3分前後）×2本
※撮影から掲載まで最短7日！

動画アシスト



動画を使ったオリジナル研修を作成 8

例えば、法人の理念などの説明は採用担当者、事務的な説明は事務員さん、
現場の説明は責任者、担当者によって言った言わない・・など
新入職員の研修の管理や実施に工数がかかっていませんか？

各担当の方々の研修内容を動画にまとめることで、一度作成したら、
これまでの工数を大幅にカットすることが可能です！

法人のビジョンも研修内容に組み込むことができ、代表や職員様の
お人柄も知ることができ、しっかりと納得感を持つことで、
早期退職者を防ぎ、定着率をUPにも繋がります。
このマニュアルを修了出来ればユニフォームを貸与など、
研修の段階を踏むこともできます。

※研修をしっかり受けているか動画閲覧チェックも可能
※出勤させず自宅で研修をさせる事も可能（リモート対策）

従来の研修

入職後の研修を、動画研修「eラーニング」へ
研修に割かれる人件コストを抑えつつ、
法人オリジナルの研修をカスタマイズすることで、
入社時オリエンテーションの質を上げることが可能！

▶研修アシスト
動画研修eラーニング導入の効果

・研修の統一化
・人件費、研修工数の削減
・現場人員の確保
・定着率の向上
・早期退職の防止

研修アシスト

動画研修



採用強化を得意としたHP作成業者を仲介 9

ホームページ改修の専門業者を特別割引価格でご紹介いたします。
面接者の直接応募が増えるようしっかりと課題を抽出し、
戦略を練りご希望以上のクオリティーを実現します。
※「採用強化」が得意の専門業者です。

▶ホームページアシスト導入効果
・採用における直接応募が増える！
現状の課題を共有した後に制作に取りかかるので安心です。

・大手のweb制作会社よりも安い価格、
且つクオリティーは大手に負けないホームページを作成可能。

・エンブライト仲介特典で総額の10%割引

ホームページアシスト



電気代、水道代を無料で見直し！年間156万円削減の事例あり！ 10

▶コストアシスト導入効果
インフラのコストカットで浮いた経費を活用！
年間156万円もランニングコストが削減できた
法人様もございます。

A社だと年間50万円の削減。
B社は今と変わらない。
C社だと年間150万円も削減。
などお見積りを提示します。
※一例です。

コストアシスト

意外と忘れがちな、電気水道のコストカット
今一度、インフラコストの見直しをしませんか？
無料で他社比較のお見積りを算出いたします。

3～6ヶ月分の（電気代・水道代）請求書を
提出いただくのみで無料で簡単お見積りを提示いたします！

※電気、水道、どちらかだけでもOK。
※サービス対応エリアが限られていますので、
詳しくはお問い合わせください



急募で採用したい！5名以上の急募！にお答えします。 11

導入後1ヶ月間、弊社と取引のある大小含め約30の紹介会社の中から、
登録者数やエントリー率の高い上位15社に直接足を運び、急募求人のPRを行います。
このような時代だからこそ、「会って伝える」が最も有効なPRです。
この工数をエンブライトが代行します！

▶急募アシスト導入効果
・エントリー急増の可能性
・名刺の共有でエージェントとのコネクション確立
・訪問時に必要な求人票を新規作成
・訪問した紹介会社リストや新求人票を納品します
・各媒体の求人掲載＆更新依頼をします
※紹介会社値引きやノウハウもお伝えします。

これらの条件を満たした
紹介会社訪問し

御社の求人を対面でPRして回ります。

エージェントの質◎

登録者数◎

エントリー率◎

値引き対応◎

急募アシスト



サービス料金一覧 12

サービス名 月額制（税抜） 回数制（税抜） 契約期間 詳細

採用アシスト 150,000円～ ―

6ヶ月～

年間契約のお客様多数
※お試し期間として、

6ヶ月～承ります

初回打ち合わせ（無料）
▼

お見積り提示
▼

契約有無の決定

動画プロモーション

5,000円
（運営維持費用）

採用アシストご契約
のお客様に限り0円

撮影費
180,000円/回

約15分×2本
約3分×2本

年間契約
（運営維持費用）

フルムービー（15分前後）×2本
ダイジェストムービー（3分前後）×2本

▶無料採用サイト作成・動画掲載
▶弊社YouTubeチャンネル掲載
※採用アシスト導入で撮影費50％OFF

研修アシスト 1アカウント2万円～ 初期費用80万円～ 年間契約
採用アシスト導入で初期費用25％OFF

動画アシスト導入で初期費用25％OFF

上記割引は合算可能



サービス名 月額制（税抜） 回数制（税抜） 契約期間 詳細

ホームページ
アシスト

―

初期費用
200万円前後

ヒアリングを元に
お見積金額も変動

―

初回打ち合わせ（無料）
▼

お見積り提示
※エンブライト仲介特典10％OFF適用

▼
契約有無の決定

コストアシスト 無料 無料 ―

3ヶ月～6ヶ月分の
電気水道代の請求書を共有頂くだけ

▼
契約有無の決定

急募アシスト 30万円～ ― 1ヶ月間

初回打ち合わせ（無料）
▼

即サービス開始
▼

※急募アシスト後に採用アシスト契約
で初月30％OFF

スポット採用相談 ― 10,000円/時間 1時間/回～
採用アシストの回数制
採用についてのご相談・
求人作成代行 など

サービス料金一覧 13



お客様の声 14

▶医療法人社団 充会 介護老人保健施設太郎 事務長
「時代は急速に変化。新しく便利なサービスは積極的に使っていきたい！」

Qどうしてエンブライトを導入されようと想いましたか？
採用代行というサービスが面白いと想ったからです。
あとエンブライトさんは非常に熱心。人として信用できた事が大きいですね。

Qエンブライト導入後のご感想を教えてください。
紹介会社への電話やメール対応が格段に減りました。特に電話は、出てほしい時に出ない。
こっちが出られない時に掛かってくる。この対応をまるっと代行してもらえているので助かっています。
エンブライトさんはレスポンスが早く、その内容も全て見える為、安心してます。

▶株式会社リカバリータイムズ 代表取締役
お金で買えないもの、「人の笑顔」と「信用」だと思っています！

Qどうしてエンブライトを導入されようと想いましたか？
きっかけは、経営者仲間の交流会で出会った縁でした。
採用活動を自身で行っており、自力のみの限界を感じてた中、サービス内容の吟味というより、
人を採用する上で強くバックアップしてくれそうという期待がありました。

Qエンブライト導入後のご感想を教えてください。
初めての外部委託で分からない点も多く、正直、月払いが高いかなと思ったが、
採用に難しい「理学療法士」「作業療法士」が1人、2人、3人と採用に繋がっていったことで助かっています！



会社概要 15

社名 株式会社エンブライト
本社所在地 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階
創業 2018年8月1日
代表者 代表取締役社長 中島 恵里
TEL 03-6684-1056

Mall               info@en-bright.com
WEB https://en-bright.com/

事業内容 医療・福祉業界特化型の採用支援
▶採用アシスト
▶動画アシスト
▶研修アシスト
▶ホームページアシスト
▶コストアシスト
▶急募アシスト
▶スポット採用相談（回数制）

▶Webお問い合わせ先▶

サービス内容・お見積りについて、何なりとお問い合わせください。




