お客様事例：株式会社

リクルートキャリア

Marketo Engageを用いた営業スキームの再構築で
採用ニーズのタイミングを逃さない
日本最大級の転職エージェントサービス「リクルー
トエージェント」をはじめとする、個人のキャリ

アと企業の人材戦略に向けた支援サービスを展開
している株式会社リクルートキャリア。転職求人
倍率が急増する昨今、従来の営業スキームでは限
界が見えていた同社が目指すのは、いかに顧客の
採用ニーズのタイミングを捉え、細かくフォロー

していけるか。Marketo Engage を活用した同社
の取り組みに迫る。

※リクルートキャリアの村上氏

課題

効果

●休眠顧客との関係を途切れさせず、
再び見込み顧客に育成する術を模索していた。

●直近ニーズが発生していない顧客を
再び育成し直すスキームを、正確に実装できた。

●顧客のニーズがありそうな状態を、すぐにインサイ
ドセールスに伝える仕組み作りを目指していた。

●Marketo Engage のアラートメールによって、
2 時間以内の架電率が大幅に向上した。

●顧客との良好な関係を維持し続けるために、
採用ニーズを正しく知る手段が不可欠だった。

●ニーズのない顧客への不要な架電が減った効果も
相まって、クレームの発生率も低下した。

株式会社
業

リクルートキャリア

種：職業紹介・人材派遣業

業務内容：社員募集領域における人材採
用広告事業／斡旋事業

導入商品：Marketo Engage

活用用途：リードナーチャリング、
メールマーケティング

リクルートキャリアが
Marketo Engage を選んだ理由
株式会社リクルートの人材採用系事

業である HR カンパニーと、日本最大級
の転職エージェントである株式会社リ

クルートエージェントとの統合により、
2012 年 10 月に誕生した株式会社リク

同社が提供する数々のサービスの中で

も、日本最大級の転職エージェントサー

ビス「リクルートエージェント」では、
転職を考える個人と人材を求める企業を

結ぶ事業を展開しており、昨年は、約 4

万 7000 名（2018 年度実績）の転職を
実現した。

リクルートといえば強力な営業力を武

ルートキャリア。個人のキャリアと企業

器に、顧客開拓を推し進めている印象が

の柱として、日本社会に、新しい活力や

ら転職求人倍率が右肩上がりを続ける中

の人材戦略に向けた支援サービスを事業
成長を生み出していくことを目指してい
る。

強い。しかし、昨今の厳しい人手不足か
で、人的リソースに重きが置かれていた
従来の営業スキームに限界が訪れようと
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していた。

そこで同社では新規の受注獲得に向け

て、インサイドセールスを外部委託する
ことにした。しかし、求人というすべて
の企業が顧客になる可能性があるサービ
スである以上、顧客リストをもとに上か
ら下まで架電していくのは非効率であ

り、過去に受注実績のある休眠顧客を抜
かりなくフォローするのも、難しい状況
だったという。

顧客の採用ニーズ発生のタイミングを

しっかり捉え、新規顧客だけでなく、直

「お客様のニーズに
寄 り 添 う に は、 イ
ンサイドセールス
との連携が欠かせ
ません」（村上氏）

近ニーズが発生していない顧客までフォ

マーケティングでやりたかったことを実

ば良いか。そんなときに、導入を決めた

Engage に乗り換えました」

ローできる仕組みを整えるにはどうすれ
の が Marketo Engage だ。 ク ラ イ ア ン

トマーケティンググループにおいてリー
ダーを務める村上 良郁氏は、導入背景
について次のように語る。

「私たちが手掛ける人材紹介事業では、

たとえそのときに採用のニーズがなかっ
たとしても、いずれ突発的に採用のニー
ズが発生したときに、私たちのことを思

現するために、2017 年 3 月に Marketo

インサイドセールスとの連携が
マーケティングの成否を分ける

1 つ目は、Marketo Engage によるア

アラートメールが飛び、すぐに架電でき

したタイミングから 2 時間以内に架電

すると、成約率が 2 倍以上になること

以前は、管理者がアクションに基づいた

ない期間が長くなると、関係は途切れ

当者に振り分けていたために、2 時間以

な関係を維持し続ける ” という私たちが

氏は、2 つの施策を実行した。

だと村上氏は考えた。顧客がアクション

なるのは、インサイドセールスとの連携

の MA（マーケティングオートメーショ

がちになっていました。“ お客様と良好

どうすればインサイドセールスを 2 時

間以内に動かすことができるのか。村上

ラートメールの活用である。顧客のアク

がわかっていたからだ。

ン）ツールでは、お客様が採用活動をし

いてしまっては意味がない。

Marketo Engage の活用において肝と

い出してもらえることが、とても重要
です。しかし、以前使用していた他社

なっているのに、1 〜 2 日間も期間が空

しかし、Marketo Engage を導入する

ションを検知したら、条件に応じた人に
る体制を整えた。これによって、顧客が
アクションしてから 2 時間以内の架電

率が、大幅に改善するとともに、成約率

も 2 倍以上という大幅な伸びを見せた。
2 つ目は、インサイドセールスに対し

顧客の情報を確認した上で、各コール担

て、MA の仕組みも含めたマーケティン

内の架電率は 10% を下回っていた。せっ

トメールが飛んできても、なぜその顧客

かく顧客が、ニーズがありそうな状態に

グの取り組みを説明することだ。アラー
にニーズがありそうなのかをインサイド

常にお客様の目線で考えて
採用ニーズのタイミングを捉える。
一人でも多くのお客様を支援していきたい。
エージェント事業本部 事業企画統括部 事業推進部
クライアントマーケティンググループ

村上 良郁氏
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セールス自身がわからなければ、架電に

た』
『メールマガジンの承諾を得るのに

「本当に架電していいのだろうか」と躊

ば、そこに返事をしたり、参考になる

対する心理的なハードルを下げられず、
躇してしまう。村上氏は遠隔地にいるイ
ンサイドセールスの部隊を訪ねては、
「ア

ラートメールは、なぜ飛んでくるのか」

「メールマガジンはどんな目的で、どん

な内容を配信しているのか」など、社内
向けの勉強会という形で、マーケティン

苦労している』といったコメントがあれ
Tips を紹介したりと、密に連携を取っ
ています」（村上氏）。

コンテンツで価値を届ける
メールマガジンの作り方
リクルートエージェントにおけるメー

グに対する理解を促してきた。

ルマガジンのコンテンツは、「お客様の

り組みは、成約率を高めると同時に、ニー

期的に接点を持つためのコンテンツ」の

顧客のアクションに応じて架電する取

ズのない顧客への不要な架電が減った効
果も相まり、顧客からのクレームの発生

関心を引き出すためのコンテンツ」と「定
2 つに大きく分けられるという。村上氏

届けられるよう、注力していると村上氏
は語る。

「弊社の担当営業が代わっても、企業

と企業としてつながっておくことで、い
ざ採用のニーズが発生したときに『リク
ルートキャリアに連絡してみよう』と

思っていただけるようなコンテンツ作り
を心掛けています」

Marketo Engage の多彩な機能で
利便性を追求する
メールマーケティングでの活用の他

に、 村 上 氏 が Marketo Engage を 高 く

がより重視しているのは、後者のほうだ。

評価しているのが、フォームの作成機能

インサイドセールスでは KPI として

ケット情報や、リクルートエージェント

「一から Web サービスを作ろうとす

メールマガジンの案内と登録に関する承

ど、多岐にわたる。コンテンツを作る際

率を下げることにつながっているという。
2 時間以内の架電率はもちろんのこと、
諾率も重要な目標として置いているとい
う。「私もインサイドセールスの日報に
は毎日目を通していて、
『メールマガジ

ンに関してお客様からこんな声があっ

その内容は、業界によって異なるマー

だという。

を活用するメリット、採用の成功事例な

ると、時間もコストも投資しなければで

には営業にヒアリングする他、労働政策

があれば、ちょっと実験して効果が高い

のリサーチャーに人事に参考になる政策
動向に関するコラムを書いてもらうな

ど、できるだけ鮮度の高い情報を顧客に

きません。しかし、フォームの作成機能
とわかってから本格的な投資に踏み切れ

る。お客様の利便性を追求するために、
こうすればいいんじゃないかなと思った
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アイデアを手軽に試してみることができ

か』という事業全体のゴールに向かって

は様々な選択肢があります。採用にお困

だと思っています」
（村上氏）

である。

中から最適なものをご提案できるよう、

る点が、Marketo Engage の良いところ

リード数だけでは測れない
マーケティングの真価
このように村上氏が徹底してインサイ

ドセールスとの連携や、顧客の利便性
向上に注力しているのは、
「マーケティ
ングで大切なのは、
『自分が何件の見込

み顧客を創出したか』という目先の数字
ではなく、
『マーケティングでどれだけ

多くのお客様の採用成功をご支援できた

アドビ
https://jp.marketo.com （マルケト）

挑戦し続けることだ」と考えているから
リクルートグループ内では、取り組ん

だナレッジを共有する機会もある。村上
氏のイノベーション事例は、グループ内

りのお客様に、弊社のソリューションの
いつかリクルートキャリア全体のマーケ
ティングをやってみたいです」と語る。

さらに、直近の目標については、「中

で広く周知されることで、リクルートグ

途採用の領域では、リクナビ NEXT の

人の成長の加速」につながっていくだろ

のか、インバウンドでお問い合わせいた

ループ全体の「新しい価値の創造」と「個
う。

今後の意気込みとして村上氏は、「お

客様の目線に立つと、広告掲載や人材紹
介、リファラル採用など、採用の手法に

マーケティング部門とどう連携していく
だいたお客様の利便性をどう上げていく
のかなど、今後取り組みたいことが、た
くさんあります」と村上氏は目を輝かせ
て語ってくれた。
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