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カンパニー・オブ・ザ・イヤー部門 

 
AeroEdge株式会社 

AeroEdge 株式会社は、日本の中小企業では初となる航空宇宙

製品の開発～量産～品質保証の一貫生産体制を構築し、拡大を続ける世界の航空宇宙市場にお

いて、高い技術力が要求される高付加価値事業を獲得するビジネスモデルの実現のため、2015 年

9 月に創業しました。 

このビジネスモデルを実現するための道のりにおいて、開花させたものは大きく 2 つあります。 

一つは当社の主力事業であるチタンアルミ製低圧タービンブレードの量産です。先端材料のチ

タンアルミを削るという、世界中のどの加工事業者でもなし得なかった技術の開発と、その量産

を地方の中小企業が実現させました。このタービンブレードは、最新型の航空機エンジン「LEAP」

の部品として、エアバス社及びボーイング社が販売している中型旅客機に搭載され、市場全体の

需要の約 7割を占める見通しです。 

二つ目は、非常に高い水準の品質要求を満たす一貫生産体制の確立です。当社の事業パートナー

であるフランス企業群の協力により、生産・経営基盤を高めたことが、フランスの航空宇宙大手

企業に認められ、長期供給契約を可能にしました。今もフランスの事業パートナーと連携して事

業拡大に取り組んでいます。 

 

株式会社クラブメッド  

クラブメッドは、1950 年に世界に先駆けたオールインクルー

シブシステムを導入し、スタートしたフランスの会員制バカ

ンスクラブです。一度の支払いで、宿泊費用だけではなく往復の航空券、地元の食材を活かした

グルメ料理、アルコール飲料を含む 24 時間利用可能なドリンクサービス、ナイトエンターテイ

ンメントやパーティーのほか、お子様をケアするキッズクラブ（生後 4 ヶ月-17 歳まで対象）、

また専門のインストラクターと一緒に行う、60 以上の幅広いラインナップのスポーツアクティ

ビティーが含まれます。すべてが安全であり、あらゆる手配が行き届いた環境にいるという安心

感に包まれて、ご家族、ご友人、大切な人たちとの質の高い時間をご堪能いただけるサービスを

提供しています。 

2016 年には、クラブメッド 北海道 サホロが、世界最大の口コミサイト「トリップアドバイザ

ー」が発表する、「トラベラーズチョイス™ ホテルアワード 2016」を日本の家族向けホテル部門

において、クラブメッド パルミエが、世界の家族向けホテル部門において同賞を受賞しました。

「トラベラーズチョイス™ ホテルアワード 2016」とは、トリップアドバイザー上に投稿された

世界中の旅行者からの口コミ評価が、高かった宿泊施設のランキング化したものです。クラブメ

ッドは、1973 年に日本に創設して以来、2016 年には 39 億円の収益を達成し、49,000 人以上の

ゲストをお迎えしました。2011年から飛躍的に成長し、日本人ゲストは 37,900 人（2011 年）か

ら 49,300人（2016 年）に増加しています。 
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ダッソー・システムズ株式会社 

ダッソー･システムズは、1981年にフランスで創業した、3D 設計

ソフトウェア、プロダクト・ライフサイクル・マネジメント ソ

リューションにおいて世界を代表する企業です。従業員数は約14,400人、2015年度のグループ

売上高は約28億ユーロでした。 日本法人は1994年に設立され、現在、東京・名古屋・豊田・大

阪に事業所をおいています。  

世界的な活動：各国の製造業を支援  

当社のソフトウェア製品は、製造業をはじめとする各国の企業（日本ではトヨタやホンダ）、

そしてメイカーズなど個人でものづくりをされる皆様にお使いいただいています。  

応募に際して  

フランス大使公邸を会場としたバーチャル・リアリティ展示の実施や、「フランスー日本・イ

ノベーション年」記念フォーラムへのフルスポンサーとしての参加、日本経団連への正式加盟

など、2016年は、ダッソー・システムズにとって飛躍を誓う年となりました。フランスを代表

する企業として、日本市場での更なるビジネスの発展を祈念すべく、1年の活動の締めくくりと

して栄えある「カンパニー・オブ・ザ・イヤー」へ応募を決意するに至りました。 

 

 

エナジープールジャパン株式会社 

電力システム改革の大きな潮流の中で、ICT や IoT 技術を駆使した電力

需給バランスに寄与し得るデマンドレスポンス（DR）の重要性が脚光を

浴びています。日本では電力会社が産業用大口需要家を中心に展開して

きた需給調整契約があるものの、実際は発動されることは稀で、電力会

社にとってはコストアップ要因でありその対策が急務でした。エナジープールは、経済産業省に

よる DR 実証に 2014 年から参画し、予想以上の評価を獲得したのち、2015 年に日本法人を設立

しました。2016 年には日本の電力会社の雄たる東京電力 EP と DR 委託長期契約を締結し、今後

は同社との協業の中で更なる大きな飛躍が見込まれています。当該契約は、日本の電気事業の長

い歴史の中では初めての事例であり、国内外の競合相手に先んじて契約締結に至った点で特筆

に値すべきです。業界内で広く注目されているのは後述の日経新聞掲載を見ても明らかで、エナ

ジープールジャパンは DR事業のトップランナーとして大きな一歩を踏み出しました。 

 

 

株式会社ニナファームジャポン 

ニナファームは、100歳の日本人の微生物相における研究にフォーカス

しています。 現在ある腸内細菌の特異性が、驚愕的な100歳を超える

長寿の秘訣を紐解く鍵であることを発見しました。 この発見に基づい

て、発酵健康ソリューションのような新たな応用力を精巧化し、アン

チエイジング市場を変えることができると信じています。 ニナファームは、1993年にフランス

で創設されました。日本とアメリカにオフィスを構え、国際的な発展段階にあります。 主に焦

点を当てている点は、抗酸化活動の発展であり、ニナファームは、薬学・栄養学・化粧品業界

における多くの研究発展において中心的存在であることを意味しています。 我々の研究チーム

は、一流のパートナー研究機関と協力し、いくつかの画期的な技術について特許を取得してい

ます。 この発見を分かち合うため、また日本における高齢者に商品を配布するため400人以上

で成り立つアンチエイジングの委員会を創設しました。  
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SOPEXA JAPON 株式会社 

Sopexa は、唯一のfood & drinkに特化したフレンチコミュニケー

ション・エージェントです。Sopexa日本事務所は1969年の設立以

来、国や地域のニーズに沿い、企業や生産者団体の個々の要望にあ

わせた製品もしくはブランドの広報・プロモーション活動を行ってきました。2016年の業績は

前年比+50％を見込み、B to Cイベント(販促プロモーションを除く)では4万人以上を集客。た

とえば、Sopexa Japon が発信するFacebookページでは12万人以上のフーディーズにリーチして

います。 このSopexa Japonの著しい成長は、人事戦略、社内組織編成が実を結び成功へと導き

ました。20名の社員が個々のパーソナリティ、文化や知識を生かし、クリエイティブでインパ

クトのあるプランニングを提案できています。2016年は更に顧客サービス部門にポストを増設

するとともに、プロジェクションチーム体制の強化、そして社員の研修制度への投資を積極的

に進めて来ました。  

 

 

ヴィルモラン‐MKS 

ヴィルモラン-MKSは、野菜の種苗会社です。アジアにおけるみかど

協和のネットワークと仏ヴィルモラン社の野菜種苗会社としての

国際経験を強力な基盤としています。ヴィルモラン-MKS としては、5大陸 12カ国に基盤を持ち、

みかど協和、ヴィルモランという 2 つの強力なビジネスブランドを更に展開していきます。ヴィ

ルモラン-MKS は、野菜ビジネスに対し、幅広いそして独自性の高い品種を提案していきます。

特に戦略作物であるニンジン、チコリ、レタス、トマト、ペッパー、カボチャ、ダイコン、ネギ

などに力を入れていきます。 

 

 

VINCI AIRPORTS JAPAN 株式会社 

国際空港セクターのグローバル企業としてトップ5に入るバンシエ

アポートは、世界35 空港の発展・運営を管理しています。170以上

の航空会社が就航するバンシエアポートのネットワークにより、年間1億3000万人もの旅客を取

り扱っています。総合インテグレーターとしての経験と従業員1万600人のプロ集団として、バ

ンシエアポートは、その投資能力と国際ネットワーク及びノウハウを駆使し、空港の発展、フ

ァイナンス、建設及び運営を通して既存の空港インフラ、施設拡張と新規工事の管理とパフォ

ーマンスを最適化しています。バンシエアポートとオリックスを主要メンバーとして構成する

企業連合は、関西国際空港 (KIX) と大阪国際空港(ITM)を44年間運営するコンセッション契約

を締結しました。2016年4月1日、関西エアポートは両空港の運営会社として事業を開始し、年

間4000万人に迫る旅客を誇る関西エアポートは日本第二の空港プラットフォームとなっていま

す。 
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ベストプロダクト・サービス・オブ・ザ・イヤー  
 
曙ブレーキ工業株式会社 
曙ブレーキ工業株式会社は、1929年の創業以来「安全」・「安
心」を提供するグローバルなブレーキ専業メーカーとして、社会に貢献しています。ブレー
キ製品の中でも、ディスクブレーキパッドの OEM シェアは、日本で約 40％を占めています。
また、自動二輪から、フォークリフトや風力発電などの産業機械、鉄道車両にまで事業領域
を拡大しており、そのひとつとして、日本が誇る新幹線にブレーキシステムを供給し、約半
数のシェアを獲得しています。2007年より、自動車レースの最高峰である F1の名門マクラ
ーレンチームに、ブレーキシステムを供給し、技術の研鑽と蓄積を行っています。 
 
 

コルシカ・ナポレオニカ 

出身地コルシカ島の文化・遺産・郷土料理・歴史を日本人の
方々に知っていただくために設立されたコルシカ・ナポレオ
ニカ社は、コルシカ島ならではのおもてなしの心と、創立者
である社長自身による現地での個別迎え入れを特色とする、
コルシカ初の日本人旅行者専門の旅行代理店です。創立者である社長のアンリ・ド・ロッカ
=セラは、同郷のナポレオン・ボナパルト一族と関係の深いコルシカの名門貴族出身で、コ
ルシカ島を熟知した、島のエキスパートです。日本の皆様に郷土コルシカ島をもっと知って
いただくことを望んでいる同氏は、日本で開催される講演会の機会を捉えて、日仏両国語で
コルシカ島を紹介しています。特に2016 年9 月に東京ビッグサイトで開催された観光博覧
会ツーリスムEXPO ジャパン2016 では、在日フランス観光開発機構と共同し、初めてコル
シカ代表として参加したのをはじめ、同年7 月には、著名なフランス料理人アラン・デュカ
スのフランス料理店ブノアで開催されたコルシカ島の郷土料理イベントにもパートナーし
て参加しました。古代ギリシャ語で最も美しい地という意味を持つ「Kalliste」や、フラン
ス語で「Ile de Beauté」と評されるように、コルシカは地中海で最も美しい島として知ら
れています。コルシカは、日本ではヨーロッパを制したナポレオンによってよく知られてい
ますが、島の大自然、様々な文化が融合した建築、フレンチとイタリアンを融合した料理で
も、世界で高い評価を受けています。「海にそびえる山」で味わう大自然の恵み、起伏と変
化に富んだ地形、乾燥した温暖な気候。コルシカ島は、きっと日本の皆様方を魅了してやま
ないでしょう。 
 
 
イノヴァ ソフトウェア 

Inova Softwareは、ライフサイエンス業界における企業
間、組織間のコラボレーションを強化し、イノベーションの創出に寄与するためのプラット
フォームを提供しています。 
我々のソリューションは、大手製薬企業や投資家、バイオテックベンチャー間の One-on-One
ミーティングが行われる、業界最大のカンファレンスにおいても利用されています。 
イノベーティブなシーズを持つ組織や、それを探索する製薬企業は、そうしたカンファレン
スでお互いにコンタクトをとった後、契約成立に至るまでの社内外との情報共有やディー
ルのマネジメントのためにも我々のシステムを利用しています。2015 年以降に生まれた新
たな化合物の 50%以降が、こうしたコラボレーションのもとに創出されています。Inova社
は、企業が新薬開発における適切なパートナーを見つけ、これらのコラボレーションから得
られるベネフィットを最大化するために貢献しています。 
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INSTITUTION FOR A GLOBAL SOCIETY 株式会社- IGS  

Institution for a Global Society – IGS は、Ed Tech / HR Tech 
領域のベンチャー企業です。2010 年の５月に代表の福原正大によ
り、主に小中高生を対象とするグローバル人材育成塾としてスタ
ートし、現在ではIT や人工知能技術を駆使したプロジェクトを手
掛けるに至ります。2016 年の９月には、GROW とeSpire という２
つのビジネスを一層成長させるため、株式会社東京大学エッジキ
ャピタルと東京理科大学インベストメント・マネジメント株式会社から、総額3.5 億円の出
資を受けています。 
eSpire はListening、Reading、Speaking、Writing の英語4 技能に加え、 ボキャブラリー
の学習までをカバーするTOEFL 向けオンライン学習教材。 細かなレベル分けにより、個々
の上達に合わせた出題と進歩の確認ができます。 
GROW は、チャレンジを通じて成長し続けることに熱心な学生と、よりコンピテンシー 
を重視した人事制度や若手社員の成長を志向する企業を、人工知能でマッチングする新卒 
採用サービス。学生の成長の軌跡を記録し、そのコンピテンシーの強みを求めている企業と
マッチング。2016 年10 月には、第１回HR テクノロジー大賞の採用サービス部門優秀賞を
受賞しました。 
 
 
 

株式会社LYUDIA / INGENICO JAPAN 

当社は、現金決済比率が諸外国と比較して高い日
本の決済市場において、クレジットカード・デビ
ットカード比率の増加余力が大きいことに着目し、非現金決済市場の更なる拡大を見越し
て、2013 年 8 月に決済ビジネス向けの端末、アプリケーション・システム開発、決済サー
ビス等の総合的なソリューションを提供する目的で設立されました。主に小売事業者やク
レジットカード事業者をお客様としています。 
現在、仏 Ingenico Groupのグループ企業として、当社のお客様に対して、包括的なソリュ
ーションを店頭、オンライン、モバイルの各チャネルにおいてグローバル規模で提供するこ
とで、各加盟店のマルチチャネル販売への移行を促進することを目指しています。 当社の
革新的で信頼性の高いソリューションは、消費者・加盟店の決済手続きにおいて安全性、迅
速性かつ利便性を実現し、シームレス化・グローバル化する決済市場での競争力強化を支援
していきます。 
 
 
マルヤス工業株式会社 
当社は、岡崎市に拠点を置く自動車部品メーカーです。昨年、丁度創立
60 周年を迎えました。古くは二重巻鋼管、防振ゴム部品用金具他、自
動車業界において革新的な部品の開発・製造を手がけてきました。 
最近では燃費向上の目的で広く使用されるようになった EGR クーラー
において、国内トップのシェアを持ち、弊社の技術と性能はお客様より
高い評価を頂いています。 
1984 年から海外での事業展開を開始し、現在ではフランスを始め米国、中国、タイに拠点
を持っています。また、その他地域においても積極的に技術提携を進めるなど、グローバル
№１を目指して挑戦を続けています。 
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サフトジャパン株式会社 

サフトは、産業用の高度な電池のリーディングカンパニーです。 
主要な活動のひとつは、鉄道向け（地下鉄・路面電車・高速列車・信号等）の
ニッカド二次電池の供給です。また、既存マーケット向けに、産業用のバック
アップニッカド二次電池、石油・ガス関連設備や発電・配電設備等、民間航空
機・軍用機向けにニッカド二次電池を供給しています。 
サフトは、リチウムイオン電池テクノロジーのリーディングカンパニーです
が、元々人工衛星・宇宙機器向けリチウムイオン電池の開発から始まりました。現在、幅広
い分野でリチウムイオン電池を提案しています。（通信基地局バックアップ用ニッカド/リ
チウムイオン電池や再生エネルギー業界向けリチウムイオン電池や水道・ガス・電力メー
ター、道路通行料徴収システム向け一次電池等） 
 
TES-AMM JAPAN 株式会社 
電子機器の廃棄活動は、これまでの概念ではもはや語れなくなっ
てきました。地球環境負荷への配慮、企業・個人情報の安全管理、
廃棄に伴う IT アセットの管理・運用。TES-AMM はプロフェッショ
ナルサービスプロバイダーとして、環境問題や情報セキュリティ、法令遵守などのニーズに
幅広く対応。2015年に相模原橋本にソリューションセンターを設立。より進化した ITアセ
ットマネジメントを実現するパートナーとして、従来のリサイクルの枠を超えたトータル
ソリューションで答えます。 
 

 

ベスト CSR賞※CSR とは「企業の社会への影響に対する責任」です。 

  

アクセンチュア株式会社 
アクセンチュアは、「ストラテジー」「コンサルティング」「デ
ジタル」「テクノロジー」「オペレーションズ」の 5つの領域
で、幅広いサービスとソリューションを提供する世界最大級の総合コンサルティング企業
です。世界最大の規模を誇るデリバリーネットワークに裏打ちされた、40 を超す業界とあ
らゆる業務に対応可能な、豊富な経験と専門スキルなどの強みを生かし、ビジネスとテクノ
ロジーを融合させて、お客様のハイパフォーマンス実現と、持続可能な価値創出を支援して
います。世界 120 カ国以上のお客様に、サービスを提供する 39 万 4,000 人以上の社員が、
イノベーションの創出と世界中の人々のより豊かな生活の実現に取り組んでいます。 
 

 
日本ロレアル株式会社 
  

フランスの化粧品会社ロレアルグループの日本法人として設立
された日本ロレアル株式会社は、メイクアップ、ヘアケア、そしてスキンケア製品等の多種
多様な22のブランドを提供し、50年以上にわたり日本のお客様の様々なニーズやご希望に
お応えしてきました。企業理念である「すべての人生に、美しく生きる力を。－世界を日本
へ。日本を世界へ。」の下、日本ロレアルは2020年に向け、イノベーション、人材開発、グ
ローバルな持続的発展のためのビジョン「美のすべてを、共に次世代へ」(Sharing Beauty 
with All)を策定しました。  
日本ロレアルでは、「美のすべてを、共に次世代へ」（Sharing Beauty with All）におい
て、長期にわたる持続的発展の取り組みにより、企業価値をさらに高めていきます。日本の
取り組みとしては、環境に配慮した製品を提供し、消費者へ持続的発展への取り組みを参加
可能にすることや、社会的に弱い立場にある女性のトレーニング/キャリア発展プログラム
を実施し、支援することが含まれます。 
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シュナイダー エレクトリック株式会社 
シュナイダーエレクトリックは、サステナビリティを重要
視しています。私達は、持続可能な開発に対する意欲的な目
標を「地球と社会のバロメーター」にあげ、四半期ごとに測
定しています。当社の財務以外のパフォーマンスに対する高い評価は、地球のためにサステ
ナビリティに取り組むという当社の積極的な取り組みを反映しています。 
これらの指標は、CO2 やエネルギー削減の目標を示すだけではなく、途上国の貧困層への支
援や従業員の能力開発や D&Iへの取り組みなども含まれます。私達は、access to energy
が人間の基本的な権利だと考えており、さまざまな支援プログラムを実施しています。 
また、私達はダイバーシティ＆インクルージョンはもはや避けて通れないものであり、日本
国内でも取り組みを強化しています。 
 

フレンチテック東京賞 
 
株式会社マジェンシー 
欧米で急激に進む d-MICE（会議、研修、イベント、展
示会のデジタル化）。その火付け役であり業界リーダー
の、フランス MAGENCY S.A.S (http://magency.me) が、株式会社 MAGENCYを 2016年 1月に
設立しました。たちまち、トヨタ、日産、TBS、H.I.S、三菱 UFJ、 富士通、CEATEC、SEMI、
リコーなどの顧客を獲得しました。すべての参加者（主催者、参加者を問わず）が、電子端
末を持ち、MAGENCYの革新的アプリを通して、相互に交信しながら、会議、イベント、セミ
ナー、ワークショップなどを進めることにより、参加者の双方向性と自律性を確保し、ネッ
トワークやコラボレーションを進め、デジタル化による完全ペーパーレスとデータレポー
ティングも達成していきます。それにより、参加意欲が 77%上昇、コラボレーションが 68%
改善、理解度が 65%向上という驚異的な効果が生まれ、参加者の満足度は 98%に達していま
す。 
 
 
マンザニタ株式会社 
マンザニタは、次世代のデジタル・マーケティング・カンパニーで
す。広告コミュニケーションフェーズにこの消費者インサイトを
入れることによって、トラフィックを増やすこともできます。消
費者の行動を分析するためにデータサイエンスを活用します。そ
れを学習し、オーディエンスをセグメントに分類して行動モデルを構築します。この行動モ
デルを使い、理想的なウェブサイト経験を設計することによって、顧客またはリード（B2B)
への転換、そして消費者の購入の可能性を最大化します。 
 
 
モベーグル 
MoBagelの Decanter™AI エンジンは、ニーズが高まってく
る IoTや Big Data解析時代に合わせてデザインされたも
のです。 MoBagel はデータ解析の中で一番手間がかかる
特徴選択とアルゴリズム選択のプロセスを自動化します。誰でも IoT データの収集から結
果によってビジネス意思決定を促進することが可能になります。 
Decanter™は、人間の干渉を最小限に抑え、深い分析が可能なため、人為的ミスを低減、そ
してより客観的な成果の提供と分析全体の精度を向上可能です。また、MoBagelのサービス
は、データサイエンティストやアナリストを雇う必要がなくなるため、企業は年間数十万ド
ルのコストを削減可能です。現在 MoBagelは、IoT分野で様々なパートナーと提携し、色々
な顧客に IoTデータから掘り出せる価値と未来への予測分析を提供しています。 
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ピリカ株式会社 
我々は、世界からポイ捨てごみを無くすことを目指し、ごみ拾
い SNS「ピリカ」や人工知能を用いた画像解析技術によるポイ捨
て調査システム「タカノメ」を提供しています。これらのサー
ビスを通じて得たポイ捨てごみに関するデータを活用すること
で、本当に意味のあるポイ捨て対策を選びとったり、考案した
りすることができます。  
「ピリカ」はごみ拾いの様子を写真等で投稿・共有ができる無
料の SNS です。活動を見える化・PR する場を提供することで、個人だけでなく清掃活動に
取り組む企業や団体も参加しています。  
「タカノメ」は人工知能を用いた画像解析技術でポイ捨てごみの個数や種類を調査し、地図
上に見える化することのできる技術です。タカノメによって広範囲のポイ捨て状況を安価
に調査することが可能になりました。  
これらのデータを活用することで、ポイ捨ての本当の原因を明らかにし、意味ある解決策の
考案・実施が可能となり、ポイ捨てごみ問題を根本解決できると考えています。 
 
 

プリズマット・ジャパン株式会社 
プリズマット・ジャパンは、金属と樹脂 3Dプリンターによる積層造形
部品を製造しています。 フランス企業と日本企業の合弁会社として、
PRISMADD JAPANは、フランスの新技術と、日本の専門知識の融合によ
り設立から 1年間で急成長を遂げました。 
現在、積層造形は、日本の産業にとって新しく、多くの企業にとって
なじみのない技術ですので、プリズマット・ジャパンは、企業に新し
い製造プロセスを導入し、革新的な製品を創り出すことを目標としています。2016年には
数十社に試作品を納めましたが、特に航空宇宙産業や防衛産業における複雑な設計や高付
加価値の部品を生産するには、積層造形は非常に興味深い技術でした。2017年より、
PRISMADD JAPANは航空宇宙部品メーカーとして山一ハガネと連携し、品質管理システム
AS9100、また特殊プロセスの航空宇宙認定を取得に向けて取り組んでいます。 
 
 

SECURE-IC 株式会社 
ハードウェアの保護やハッキング攻撃からディバイス
を守る事は、IoT、コネクティビティ、自動運転技術
の時代到来に於いて不可欠になってきています。 業界の最高科学者と共同しながら、
Secure-ICは組み込みシステムセキュリティに関する最先端技術を開発しています。 
Secure-ICの技術のおかげで、顧客はサイバーセキュリティ上の安全を確保することが出
来ます。 最高レベルのセキュリティを達するため、Secure-ICは高度な分析プラットフォ
ームと幅広いIPコアを提供しています。セキュアエレメントのハッキング、組み込みシス
テムのリバースエンジニアリング、知的知財の盗難を防ぎます。  
弊社は、日本で新設されたオフィスを含めて、4カ国にオフィスを構えています: フラン
ス(本社)、シンガポール、シリコンバレー、日本 
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ウィノテック株式会社 
HirePlanner.comとは、会社が効率よく有能な
人材を採用するためにデザインされたクラウドと基本とするリクルーティング管理システ
ムである。我々の基本的な目的は、 
‐管理者が会社のリクルーティング状況を明確に把握する 
‐社内雇用化担当者の雇用過程を効率よくまた単純化する 
ことであり、また雇用担当者たちの日々の管理業務を自動化することにより、より有能な人
材をいち早く採用し、なおかつ企業には大切な、より強化な人材パイプラインを構築するこ
とも目的としています。HirePlanner.comはまた、HRの重要な極秘情報を常に保護する役目
もあります。HR の仕事をより効率よく行うことにより、会社としてもリクルートに掛かる
経費を大幅に削減することが出来、更には行き届いた候補者への対応が企業のブランドイ
メージの向上にもつながっていきます。 
 

 


