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～ “共創型” 外国籍スカウト・推薦プラットフォーム〜

Powered by
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NODEが運営してきたASEAN CAREERの実績

8年間

500社以上

50,000人以上

外国⼈×⼈材紹介の領域では
トップクラスの採⽤決定実績になりつつあります︕

様々な紹介実績。企業さんとともに歩んできた紹介ノウハウ。

取引企業実績。

ASEAN CAREERブランドで直下1万⼈、
パートナー合わせ5万⼈のネットワーク形成。



Sunriseとは
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外国籍⼈材のスカウト・推薦プラットフォームであり、

以下の⼿段と効果を想定したものです。

1. 求⼈・求職者リソースを同業者間で共有し、推薦・スカウト等を活発に⾏うこと
で、マッチング機会を最⼤限に向上できる。

2. 同業同⼠がお互いに助⾔・評価を⾏うことで、外国籍⼈材紹介に関わるプレイ
ヤーおよび外国籍⼈材の市場価値向上を促し、マーケット拡⼤と健全化に寄与する。



Sunrise構想の背景
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外国籍紹介市場はニュースとは裏腹に⾮常に難しい市場です。
年間100名でも採⽤決定できれば業界トップクラスといえます。

⼤⼿も本腰を⼊れておらず、様々な個性を持ったプレイヤーが新規参⼊し、
独⾃のやり⽅で運営しています。

彼らのリソースを集結し助⾔できれば、この市場はもっと魅⼒的になるのではないか、
現状多発している「もったいない」を解消できるのではないか、という思いがあります。

状況 Sunriseが貢献すること

プレイヤー１ 優良な⼈材を保有しているが、求⼈開拓に苦
戦している外国⼈起業家

求⼈が増えることで、マッチング決定が増え、
売上向上に貢献。

プレイヤー２
特定領域の求⼈獲得には強いが、⾃社⼈材で
は決められない求⼈を多数持っている⼈材紹
介会社

決定できない求⼈を他エージェントの協⼒を
得て決定可能。クライアントとの信頼継続。

プレイヤー３ 新たに在⽇外国籍⼈材紹介に参⼊する会社 他エージェントからの助⾔も得つつ、エー
ジェントスキル向上。

プレイヤー４ 外国籍領域で適正な価格設定ができていない
ために採算性が悪化している⼈材紹介会社 適正な価格設定の感覚をつかみ、採算性向上。



Sunriseの概要

5

求職者側
エージェント

求⼈側
エージェント求職者アップロード 求職者一覧

求人アップロード

求人一覧

スカウト

推薦

ノウハウを
提供・アドバイス

決定報酬

￥

利用料・決定報酬

￥

利用料

￥

採⽤企業

推薦

⽇本全国の外国籍求⼈と、いまアクティブな外国籍求職者が、
1つに集約されるようなプラットフォームを⽬指しています。

「Scouter」
スカウター

「Sunriser」
サンライザー



Sunriseの利⽤料⾦ (2022年10⽉1⽇より改定)
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料⾦体系は下記の通りとなります。
今後変更をする可能性もございますのであらかじめご了承くださいませ。

契約
期間

初期
費⽤

システム
利⽤料

コンサル
ティング 採⽤決定時フィー / 件 ⼈材・求⼈

登録数
スカウト・
推薦通数

担当者
アカウント

数

3か⽉

10万円

8万円
/⽉ なし Scouter (求⼈側)

1. ご⾃⾝で設定した、Sunriserへの報酬
2. NODEへの決定⼿数料(1の30%) 
1＋2を⼊社⽉の翌々⽉末に弊社へお⽀払い

--------------------------------------------

Sunriser (求職者側)
Scouterが設定したSunriserへの報酬
⼊社⽉の翌々⽉末にNODEより受領

制限なし 制限なし 制限無し6か⽉ 5万円
/⽉ なし

12か⽉ 3万円
/⽉

あり
(⽉1回)

【プラン概要】※税別



Sunrise利⽤例（求⼈をUPするScouterの場合）
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年収レンジから、報酬額は、
75万円〜105万円。

貴社の売上

Sunriserへの
提⽰額

75万円〜105万円

NODEへの
⼿数料

25万円〜

貴社と採⽤企業様の間での契約が、想定年収の30%とします。
いま、新たに250万円〜350万円の年収レンジの求⼈案件をSunriseを使って決めようとします。

定率10%で設定した場合。
（最低年収250万円×10%）
最低年収に対する定率か、
定額の設定ができます。

提⽰額の
30%

7.5万円〜ー +

= 42.5万円〜 の収益発⽣︕

返金規定

対象

返金規定
対象外

（ ）



採⽤決定、⼈材⼊社後のお⾦の流れ
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Scouter求⼈企業

入社！

Sunriser

￥

⼈材が求⼈企業に⼊社した⽉の翌々⽉末までの銀⾏振込が原則となります。
Sunriseを運営する弊社NODEから⼊社⽉の翌⽉末にScouterに請求書を発⾏、

Sunriserにも弊社NODE宛に請求書を発⾏いただきます。
ScouterもSunriserも、弊社NODEとの契約、お⾦のやりとりです。

求⼈企業と
Scouter間の
契約による

⼊社⽉の
翌⽉振込︖

￥
①Sunriserへの提⽰額
②NODEへの⼿数料
(①の30%）

￥
Scouterが
Sunriserへ
提⽰した⾦額

⼊社⽉の
翌々⽉末まで

⼊社⽉の
翌々⽉末まで



よくあるご質問①

9

誰が利用することができますか？

⾃社が持つ外国籍向け求⼈への求職者をスカウトしたいエー
ジェント(以下:Scouter)と、おすすめの求職者を登録した
いエージェント(以下:Sunriser)です。
求職者本⼈が登録するものではございません。
１つのアカウントで、スカウト・登録どちらも⾏うこともで
きますが、スカウトが可能なのは、⽇本で有料職業紹介の許
認可を持っている法⼈/個⼈に限ります。(例︓厚⽣労働省許
可番号︓13-ユ-306818)

どのような求人／求職者が集まりますか？

NODE含む、採⽤決定しやすい外国籍対象求⼈・外国籍求職
者を持っているエージェントに多数参加いただいております。
参考までに下記は職種別の掲載求⼈内訳ですが、集まり⽅の
特性としては、該当する求職者がいれば新しくマッチした求
⼈が掲載され、⼀⽅で該当する求⼈があれば、新しくマッチ
する求職者が掲載されといった流れになっています。

SunriserとScouterの区分がよくわかりません。

前述の通り、Sunriserはおすすめの求職者を登録したい
（⾃社の抱える求職者に合致する求⼈を探したい）エージェ
ントを指し、Scouterは⾃社が抱える求⼈に合致する求職者
を探したいエージェントを指します。

しかし、SunriserやScouterといった呼称は、便宜上のも
のであり、実際にアカウントタイプがわかれているわけでは
ありません。
ですので、求職者登録を意図してお申し込みいただいたエー
ジェントが求⼈を登録することや、その逆は、全く問題あり
ません。

IT
39%

機械・電気
11%

化学系

1%

建設・土木・施工
管理

9%

法人営業・マーケ

12%

個人営業や接客
販売

6%

バックオフィス

2%

コンサル
1%

通訳・翻訳

1%

総合職

2%
その他 (特定技
能含む)
16%

【ご参考】職種別求⼈割合2022年8⽉時点

IT 機械・電気
化学系 建設・⼟⽊・施⼯管理
法⼈営業・マーケ 個⼈営業や接客販売
バックオフィス コンサル
通訳・翻訳 総合職
その他 (特定技能含む)



よくあるご質問②
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採用決定したら、いくら支払／もらえますか？

Scouter がスカウトの時に、Sunriserへの⼿数料を設定し
ます。Sunriserはその⼿数料を⾒て、スカウトされた求⼈
を候補者に案内するかどうか決めることができます。⼿数料
についてScouterへの交渉もできます。

NODEはマーケットを⾒て、Sunriserへの⼿数料が妥当かの
アドバイスをScouterに⾏います。

⼿数料の⽀払いについては、Scouterがクライアントから⼿
数料を受領した翌⽉末までに、設定した⼿数料・プラット
フォーム⼿数料をNODEへ、それと同時にNODEは設定した
⼿数料をSunriserへ⽀払います。

Scouterがスカウトした⼈材が早期に離職し、クライアント
への紹介⼿数料の返⾦に応じた場合は、Sunriserは設定⼿
数料の返⾦に応じる必要があります。

スカウトまたは推薦後のやり取りを詳しく教えてください

下記の２パターンがあり、Scouterは求⼈作成時に、求⼈内
容・⼿数料・希望するやり取りの形式を記載し、Sunriser
はスカウト受信時または推薦時にそれを⾒ることができます。

【協同型】
Scouterがクライアント・Sunriserが候補者の対応を最後
まで責任を持ち⾏う形式になります。（クライアントへの推
薦前に必要に応じ、ScouterがSunriserの候補者との直接
事前⾯談も⾏います）Sunriserは候補者との信頼関係が深
く、⺟国語が使える⼈も多いため、⽐較的スムーズにやり取
りが進みます。

【バトンタッチ型】
ScouterがSunriserの求職者に直接連絡をとり、最後まで
選考を進め、逐⼀ScouterがSunriserに報告をしていく形
式を取ります。(Sunriserは求職者にScouterに情報を渡し、
連絡が⾏くことを伝えバトンタッチする必要があります。) 



データで⾒るSunrise（2022年8⽉時点）
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3 年⽬

1400 件のアクティブ外国籍求⼈

2500 件のアクティブ外国籍求職者

2020年6⽉リリース。コロナの影響から外国籍⼈
材紹介事業者同⼠が協⼒し、市場の復活を⽬指し
スタートしました。

外国⼈向けの求⼈ではトップクラスです。参画社
数や求職者数に応じて増加していきます。厳選に
厳選を重ねた求⼈も200件あります。

⽇々増減はありながら、参画社数や求⼈数に応じ
て伸びてまいりました。Sunriseに掲載されてい
るのみで、未掲載含めるとさらに多いです。

150 社の累計アカウント発⾏

30 万円の平均報酬

65 %がN2以上

現時点での累計利⽤社数です。⼤⼩問わず様々な
特⾊・強みを持った外国籍⼈材紹介会社にご利⽤
頂いております。

Scouterが掲載している求⼈の平均Sunriser⼿数
料です。特定技能の求⼈に拡⼤してきてからは、
少し平均が下がりました。

Sunriseに掲載されている求職者JLPT N2以上の
保有率です。特定技能や⽇本語不問の求⼈により
下がる傾向にあります。



Sunriseの導⼊経緯
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事例 状況 課題 Sunriseの価値 成果

新卒
留学⽣に
強い
M社

⽇本で学ぶ留学⽣をメインに⼈材紹介。
理系については留学⽣数⾃体が少なく、さらに彼らは
都⼼の⼤企業志向が強い。
その⼀⽅で中⼩企業や地⽅の企業の若⼿技術者不⾜は
深刻になっており、せっかく求⼈を頂いたとしても
マッチングを進めることが困難。

中堅企業・地⽅企業に、
若⼿技術者を紹介できない。

様々な経歴・意向を持った
外国籍求職者

ご紹介できる⼈材のバラエ
ティ増加︕より多くのお客
様のニーズに応え、売上増
加へ︕

IT系の⼈
材派遣が
主軸の
S社

外国籍⼈材からの求職相談が増加。
経歴は優秀だがIT系ではない外国籍求職者からの相談
も⽬⽴つようになる。
IT系の⼈材であれば出⼝のサポートは可能だが、IT系
ではない彼らに対し出⼝が提供できていない状況で、
どこか⻭がゆさを感じている。

⾮IT系の優秀層の求職者に
対し、出⼝を提供できない。

幅広く網羅された⽇本最⼤
級の外国籍対象求⼈

求職者満⾜度の向上、さら
には、⾮IT系⼈材紹介から
も売上を創出︕
⽀援した外国籍⾮IT系⼈材
からの⼝コミで優秀なIT系
⼈材を獲得、本業へもプラ
スに︕

ベトナム
エンジニ
アの獲得
に強い
H社

ベトナム⼈の優秀なエンジニアのネットワークとフォ
ロー体制に強み。求⼈開拓は求⼈を多数持っている⼈
材紹介会社と業務提携を⾏っている。
しかし、⾃社と相性のよい、かつ、安定した業務提携
先を維持・開拓することは難しいと感じている。また、
肝⼼の候補者獲得やフォローに時間を使えていないの
も悩み。

質・量安定した外国籍向け
求⼈の確保ができない。
⾃社の強みを強化すること
に時間を使えない。

100社以上の⼈材紹介会社
とスムーズに協業

求⼈全てを同じフォーマッ
トで閲覧可能で仕事の進め
⽅も統⼀

提携先の新規開拓は不要
に︕⾃社の特⾊強化に⼗分
に時間を使うことが、売上
に直結するイメージが具体
化︕
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おわりに

NODE株式会社

所在地︓東東京都新宿区⾼⽥⾺場1-6-16
お電話︓050-3196-1100
メール︓info@nodejpn.com

外国⼈⼈材紹介市場 不完全。
⽇ 出（Sunrise） 迎 次第。

夜明 前 市場、
「競争 (kyousou)�」 「共創 (kyousou)�」 、

⼀緒 盛 上 ！
申込フォーム︓ https://www.sunrisehr.biz/
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