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あなたに代わって、プロが転職活動。
コミットベース

「コミットベース」とは株式会社コケナワが提供する
「就職・転職支援総合サービス」 です。
職を探している皆さんに代わって弊社スタッフが就職・転職活動を行います。
皆さんは待つだけ、選ぶだけ。
それだけで最も希望に近い職につくことができます。
その間にあなたは次の職に向けて自己研鑽を続けてください。

コミットベースの特長
利用料は無料です

提携企業は約 150 社！！
あなたにマッチした職を吟味します

オプション料金も一切かかりません。
ただし面談および職場見学などで

提携会社からのヒアリング情報を元に、

弊社や提携企業へ足を運ぶ際の

他の求人サイトでは見ないような

交通費は自己負担となります。

「会社や部署との相性」も考慮します。

迷いの少ない仕事選び

他社の就職・転職サービスを併用しても OK です

多くの会社からオファーがあっても、

弊社との初回面談後に他社サービスで

弊社スタッフがあなたの希望に最も
マッチする最大 3 件を選び、提示します。
自分の新しい可能性に気付けます。

仕事先を決めたら、弊社にご連絡ください。
進行中の案件をストップします。
( キャンセル料などの費用は一切発生しません )

透明度の高いオファー情報が届きます
企業から提示されるオファー情報はあなたのスキル・経験を熟慮して、
あなた宛てに作成されたものです。さらに「見込み残業代込み」や
「入社して大活躍した数年後の年収」ではなく「入社地点での基本年収」を
提示しますので、他社サービスと比べ非常に透明度・信頼度の高い
オファーを提供できます。
転職に関する様々な
お悩み・相談も承ります
お気軽にご連絡ください。少しでも

ご利用の流れ

幸せな職探しになるように努めます。

プロフィールシート

皆さん

① ②

初回面談

匿名プロフィール

弊社スタッフ

③

提携企業

①弊社スタッフから電話いたします。初回面談 ( 適職・転職相談会 ) の日時を調整します。
②初回面談を行います。弊社スタッフと共に「プロフィールシート」( 履歴・業務経歴 ) を
作成します。(120 分程度が目安です。テレビ電話でも実施可能です )
③作成したプロフィールシートを個人が特定できない形に加工し、提携企業へ提示します。

ジョブカードを辞退しても全然問題ありません
もし未提示のオファーが残っていれば、すぐに提示します。今後のより
良い提示に活かしますので、辞退理由も教えてください。ただし、
一度辞退したジョブカードは原則復活しませんので、ご判断は慎重に。
提携企業に提示される情報は最小限にとどめます
ジョブカードに応募するまでは、提携企業に個人を特定できる情報や
希望条件を開示しません。
( プロフィールシートの赤いセル部分が非公開となります )
あなたの過去の勤務先や現在の職場には一切情報を開示しません。
待遇の交渉は必要ありません

次の職場に必要な技能・スキルに

弊社があなたに代わって交渉し、最良の

ついてアドバイスできます

条件でジョブカードを提示します。

ご希望の方は気兼ねなく
弊社スタッフにお伝えください。

面接・職場見学には弊社スタッフが同行します
コミュニケーションが苦手な方も弊社スタッフが最大限フォローし、
あなたの良いところを弊社スタッフが最大限にアピールします。

ジョブカード

皆さん

⑥
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オファー情報

弊社スタッフ

④
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提携企業

④提携企業は匿名のプロフィールを見て「欲しい人材だ」と思ったら、オファーを発行します。
⑤弊社に届いたオファーを「ジョブカード」にして皆さんにお送りします。
ジョブカードとは、あなたへのオファー条件・待遇などが記されたカードです。
あなた宛てに 4 枚以上カードが集まった場合、希望条件により近い 3 枚に絞ってお送りします。
⑥ジョブカードに対して期限までに申し込み / 辞退をスタッフにご連絡ください。
( ジョブカードのオファーに辞退した場合、弊社にて保管している次点のカードをお送りします )
ジョブカードに申し込めば仮内定となります。( 面接・職場見学が必要な企業もございます )
なお、申し込むまであなたの個人情報が企業に提供されることはありません。
※ジョブカードに記載の企業へ申し込む前に職場見学することもできます ( その旨ご連絡ください )。

コミットベース提携企業
東海地方を中心に約 150 社あります。以下は代表的な企業・団体です。

コミットベースを用いた場合の雇用形態 ( フルタイム )
皆さん

1. 直接雇用 ( 正社員 )
A 社の正社員となり、A 社で勤務します。

A社

仕事先
正社員採用
給料

2. 派遣会社の正社員として、

皆さん

勤務先に派遣 ( 常用型派遣 )
B 社の正社員となり、A 社へ派遣され
A 社で勤務します。

正社員採用

皆さんは派遣先 A 社の社員 ( 指揮命令者 ) から

給料

仕事の指示をもらいます。

A社

仕事先

派遣契約
派遣料金

どちらの場合でも、あなたは正社員雇用です。ご安心ください。

B社

※アルバイト・パート・紹介予定派遣など正社員以外での就業を希望される場合も対応可能です。
その旨ご相談ください。
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ご利用にあたって注意事項
・コミットベースはあなたのスキル・経験等に見合った仕事先を探します。
現代日本においてはスキル・経験に見合わない ( 安い ) 給料しかもらっていない人が多いため、
コミットベースを利用することで年収を平均 15% アップすることができます。
( 第一希望が年収アップの利用者の平均値 )
逆にスキル・経験に見合わない、高い条件で働いている方の場合は給料などの条件が悪くなる場合があります。
初回面談の後にスキル・経験の査定を行い、その結果をお伝えしますので、それをご参考にしてください。
・あなたの適職を探すサービスですので、初回面談・プロフィール作成後の案件紹介となります。
コミットベースはあなたに合った職のみを案内・お勧めするサービスです。
そのため、あなたのプロフィール ( 経歴・職歴等 ) がないと職を案内・お勧めできません。
弊社の扱っている案件はすべて非公開求人のため、案件の検索・一般公開はできません。
( そのため、弊社が案内したジョブカードの内容は口外しないようお願いします )
・十分な数の仕事先を紹介できない場合があります。
あなたの希望やスキルによってはジョブカードが集まらない場合があります。
その場合は希望条件の変更をお勧めする場合がございます。
・プロフィールは正確に申告してください。
間違った情報を申告されていると、正確なご案内ができないだけではなく提携企業にもご迷惑が掛かってしまいます。
最悪の場合、ジョブカードを提示した提携企業からあなたに責任を問われます。
くれぐれもご注意ください。
・ご案内できる職種・エリアには限りがあります。
弊社の提携先は現在約 150 社です。得意とする職種・エリアがあります。
「そのエリア内に在住の方、およびそのエリア内に転勤可能な方」
そこから外れると案内できる案件がない場合がございます。
ただし全国区の企業の中には地方営業所を持つところもございます。見つかればご案内します。
弊社の得意エリア : 愛知県、岐阜県美濃 ( 中濃 ) 地方、三重県北部、静岡県西部の市街地・郊外
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弊社の得意エリアはこのあたり

弊社の得意職種 : 機械設計・品質保証・製造ライン業務・IT 運用 / 開発全般
・無料サービスのため、弊社の責任は限定されます。
コミットベースはあなたが転職できることを保証するサービスではありません。
場合によっては希望条件の変更をお勧めしたり、サービスのご利用をお断りする場合がございます。
( 例・あまりにも現実とかけ離れた条件に固執される、など )
・ジョブカードへの申し込みはお早めに。
1 名の採用枠に対して複数名にオファーを提示する会社がほとんどです。申し込み時に枠が埋まっている場合がございます。
その場合は早い者勝ちになりますので、申し込み意思は早めにメール下さい。

よくある質問
・大手転職サイトとの違いは何ですか？
1. 求人情報を必要以上に展開しません。弊社で吟味して、厳選した案件 ( 最大 3 件 ) を展開します。
2. 元技術者である弊社のスタッフがしっかりサポートします。
3. 面接や職場見学にも弊社スタッフが同席するので安心です。
4. スキルアップのご相談も承ります。
5. 会社側から頂く手数料が低いため、その分皆さんの待遇がより良くなります。
・提携企業約 150 社はブラック企業ではありませんか？
ブラック企業の定義は人により異なるため、あなたにとってのブラックに該当する可能性はあります。
ですが、以下に該当するような企業とは提携しません。そのような事実が発覚した際には提携を解除し、
あなたを他の企業へ紹介します。( 刑事・民事責任を該当企業へ問う際も協力いたします )
その際には十分な証拠を集めていただき、弊社へお持ちください。
1. 契約通りの賃金を支払わない、サービス残業を日常的に強いている。
2. セクハラ、パワハラ等重大なハラスメント行為や暴力を受けている。
3. 反社会的勢力 ( 暴力団等 ) とのつながりがある企業である。
・なぜコミットベースでは私のスキル査定を正確にできるのですか？
弊社スタッフは基本的に元技術者で構成されています。スタッフが持つ経験・知識および現場からのヒアリングを元に
した査定を行うため、他社より正確な結果を提示することができます。
弊社スタッフも必要な勉強を続けております。
・すぐには転職できないが、ジョブカードに応募してよいでしょうか？
退職に向けて道筋が立っていれば大丈夫です。企業にもよりますが最大 6 か月まで入社を待っていただけます。
初回面談時に就業可能時期を教えてください。( 状況が変わりましたら随時ご連絡ください )
・自宅が名古屋から遠いので、初回面談のために本社へ行くのは難しいです。
初回面談はテレビ電話にて実施可能です。ただやはり望ましい形は直接お会いしてお話しすることです。
直接本社でお会いするメリットを以下に記します。
・様々な提携企業を担当するスタッフと直接会えたり、その場でアドバイスやスキル査定を行えます。
( スキル・人物査定の精度は確実に上がります )
・ホットな求人案件をその場で紹介できる可能性がございます。
・登録後の利用期限はありますか？
ございません。慌てずご利用ください。
・未経験の職種を希望してもよいですか？
大丈夫です。最初は少し待遇が良くない場合もございますが、経験を積むことにより良くなっていきます。
・明確な目標・希望がなくても利用できますか？
はい、弊社スタッフとともに方向性を考えていきましょう。
・ハローワークに通いながらコミットベースを利用してもよいですか？
はい、問題ございません。おそらくハローワークより良い条件のジョブカードを提示できるかと思います。
・私は外国人ですが、コミットベースを利用できますか？
はい、利用できます。ただし、現状では日本語が話せないとジョブカードの提示は困難です。
日本語能力検定 3 級 (N3) 以上の合格が目安となります。
・将来的にどんなサービスが展開されますか？
ワンランク上の業務や待遇を目指す方に向けて職能教育の実施や「プロシニア」と呼ばれる熟練者による
フォローアップ制度の展開を予定しています。
弊社は努力を積み重ねレベルアップしていく意欲にあふれる方をしっかりと支援していきたいと考えています。
・もし良いところに就職・転職できなかったら責任を取ってくれるのですか？
無料サービスのため、原則責任は取ることができません。ご承知置きください。
ただしコミットベースを利用して入社した先が以下のどれかに該当する場合はご相談ください。
必要な対応をさせていただきます。
・業務において重大な脱法・違法行為をするよう指示されている
・職場にて強いハラスメントを受けている
・ジョブカードに記された待遇と違う

