
Part 1 Top Message 
 
社会に出るうえで知っておいてほしいこと 



日本が置かれている状況 ０１ 

2007年に日本は「超少子高齢社会」に突入し 
翌2008年からは人口も減少し始めた 



日本が置かれている状況 ０１ 

超少子高齢社会による国への影響 

公共サービス・社会保障の低下 

インフラに関わる人材の不足 
 ・IT人材の不足 
 ・社会インフラ老朽化に対応するための人材不足 
税収低下 
 ・労働人口の減少による税収の低下 



日本が置かれている状況 ０１ 

超少子高齢社会による企業への影響 

倒産や大量リストラが増える 

人手不足 
 ・若手の人材が少なくなり、人手不足に 
 ・2018年度の「人出不足倒産」は前年比48.2％増  
市場縮小による業績悪化 
 ・消費に積極的な若者の数が減ることで 
  多くの産業での市場が縮小、業績悪化が進んでいく 



日本が置かれている状況 ０１ 

超少子高齢社会による個人への影響 

稼げる人、稼げない人の二極化 

収入の減少・支出の増加 
 ・世帯年収300万以下世帯が全体の3割以上 
 ・年金問題、国民負担率の増加 
キャリアへの不安 
 ・外国人労働者の増加 
 ・AI、ロボット技術の進歩 



日本が置かれている状況 ０１ 

これまで これから 

年金制度やインフラサービスなど 
老後の生活を国が支えてくれた 

先のことを考えなくてもよかった 

スキルや成果に関係なく 
勤続年数と共に収入が上がった 

キャリア形成の重要度が低かった 

年功序列や終身雇用などで 
会社が守ってくれた 

ある程度の会社に入る＝安定 

老後の生活を 
国が守ってくれる保証はない 

スキルがないと 
収入、キャリアが安定しない 

大企業＝安定はすでに崩壊している 

ひと昔前の当たり前は、すでに当たり前ではなくなってきている 



これからの働き方 ０２ 

こんな時代、どんな人生を送りたいか？ 

・幸せな家庭を築きたい 
 
・好きなことに時間もお金もかけたい 
 
・とにかく熱中できる仕事をしたい 
 
・いい家に住みたい 
 
・将来は独立、起業をしたい 
 
・親が生きているうちに親孝行したい 
 
・社会を変えるような仕事をしたい 



これからの働き方 ０２ 

仕事における３つの輪 

やるべきこと できること 

やりたいこと 

・成長環境に身を置く 
・とにかく量をこなす(良質転化) 

・得意不得意がわかり、やりたいことがみつかってくる 
・できることが増えると選択肢が広がる 

・やりたいことに挑戦できる 
・自分らしい人生を送れる 



Part 1 Top Message 
 
シーマインドについて Philosophy／Vision／Values 



Philosophy 

人密着型企業 
社会、地域、組織そういった集合体はすべて一人の人間から成り立っています。だ
からこそシーマインドグループでは一人ひとりに焦点をあてて事業活動を行ってい
きます。また今後はあらゆる分野において業務のAI化、自動化が進み人間の仕事は
どんどんなくなっていきます。シーマインドグループでは人材育成に全力を注ぎ、

人の可能性（人にしかできないこと）を追求し続けていきます。 

Vision 

世の中を、フラットに。 
情報格差、経済格差、技術格差など世の中にはたくさんの格差があります。シーマ
インドグループでは、自社のサービスや事業を通じてそういった格差をなくし、誰
もが活躍できる世の中をつくっていきます。特にサブスクリプションやシェアリン
グエコノミーは今後さらにニーズが拡大していく市場で、シーマインドグループで

も注力していく分野です。 



VALUES 

C-mindが大切にしている6つの価値観です。 
日々の行動の指針、共通言語、評価基準となっています。 

ユーザーフォーカス 

１ 

常に顧客視点で物事を捉え、顧客
にとって最高のUI・UX・カスタ
マーサクセスを追求します。 

Professionalismの追求 

２ 

一人ひとりがその分野でのプロと
自覚し、常に学ぶ姿勢を持ち、圧
倒的なスピード感で成果にコミッ
トします。 

リーダーシップ 

３ 

全員が創る側としての当事者意識
を持ち、他者を巻き込み、会社と
世の中をリードしていきます。 

楽しもう！ 

４ 

どんな困難もチャンスと捉え、失
敗を恐れず日々チャレンジし、
「仕事は楽しい」を体現していき
ます。 

利他主義 

５ 

常に感謝の気持ちとFor youの精神
を持ち続けていきます。「失敗は
自分のせい、成功は他人のおか
げ」 

All for One 

６ 

すべてはただひとつビジョン実現
のためです。仲間と高めあい、一
人ではできないこともチームの力
で成し遂げていきます。 



Part 2 会社紹介 



01.会社概要 
 
02.沿革と売上推移 
 
03.事業内容 
 
04.自社サービスについて 
 
05.これまでとこれから 
 
06.選考について 



会社概要 

株式会社C-mind 
Cmind Inc. 

代 表 取 締 役 近藤 光 

設 立 2011年3月11日 

資 本 金 30,000,000円 

社 員 数 216名（グループ合計） 

許 認 可 一般労働者派遣事業／有料職業紹介／プライバシーマーク 

０１ 

関 連 会 社 株式会社シーマインドキャリア／株式会社LEAD／株式会社blockhive 
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¥17,000,000  

¥116,000,000  

¥300,000,000  

¥530,000,000  

¥710,000,000  

¥1,080,000,000  

¥1,370,000,000  

¥1,700,000,000  

¥2,100,000,000  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

沿革と売上推移 ０２ 

HR事業開始 

C-mind創業 
Sales Promotion事業開始 

System Integration事業開始 

スリホ事業開始 

Sales Promotion事業を分社化 



01.会社概要 
 
02.沿革と売上推移 
 
03.事業内容 
 
04.自社サービスについて 
 
05.これまでとこれから 
 
06.選考について 



Division 事業内容 Service 

HR div. カリクルの運営、新卒エージェント事業 

Suriho div. スリホの提供、ITインフラに関する経費削減、コンサルティング 

System Integration div. 自社サービスの開発・運用・保守、受託開発、SES ー 

Sales Promotion div. 
（株式会社LEAD） 

営業代行を通した経営人材の育成       ー 

Real Estate div. 
（株式会社ミラプロ） 

不動産売買、販売、仲介 ー 

事業内容 ０３ 
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今までは課金制。これからは定額制 



自社サービスについて ０４ 

導入台数 No.1 
法人向け 
レンタルプリンター 

97％ 

導入後の 
継続利用率 

累計 
導入社数 

3000社 
以上 ALL 0 円 

トナー代・インク代・カウンター 
メンテナンス・リース料金 



自社サービスについて ０４ 

導 入 実 績 



自社サービスについて ０４ 

販売パートナー 



リクルートスーツは無料レンタルの時代 



自社サービスについて ０４ 

19,000名 

登録ユーザー数 

カリクル公式LINE 
登録友だち数 

メディア 
掲載多数 

登録ユーザーの 
所属学校数 

823校 19,000名 

登録 
ユーザー数 

以上 



自社サービスについて ０４ 

SUIT SELECTを運営する株式会社コナカと業務提携し 
全国のSUIT SELECT約190店舗での採寸、レンタルを実施 



自社サービスについて ０４ 

「カリクル就活」では就活に役立つコラムの配信やLINEでの就活相談、 
セミナー開催など多くの学生の就職活動のサポートを行っております。 



自社サービスについて ０４ 

メディア掲載実績 
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これまでとこれから ０５ 

2011年～ 2013年～ 2019年～ 

売る力 
 
 

営業組織の組成 
営業ノウハウ蓄積 
営業力の向上 

ストック収益 
 

スリホのリリース 
ストック収益の積み上げ 
インサイドセールス強化 
マーケティング強化 

IT分野への進出 
 
 

SI事業のスタート 
IT人材の育成 

blockhiveの関連会社化 

2018年～ 

プラットフォーム 
 

カリクルのリリース 
学生プラットフォーム 
法人顧客3,000社以上 
ビッグデータの蓄積 

2020年～ 

拠点展開 収益の最大化 新規事業開発 
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選考について ０６ 

ビジネス総合 IT総合 

仕事内容 仕事内容 

セールスを基本に、下記いずれかの部署に配属になり
ます。（希望と適正による配属）   

法人営業（人材営業） 
法人営業（広告営業） 
CA（キャリアアドバイザー） 
 
法人営業（スリホ） 

HR div. 
 
 
 
SURIHO div. 

約半年の独自カリキュラムでプログラミングを習得
し、システムエンジニアやWebデザイナーとして自社
サービスの運用や開発に携わっていきます。 
（習得言語や職種は、希望や適正に応じて適時判断し
ていきます） 

向いている人 向いている人 

・営業職として活躍していきたい 
・経営者クラスを相手に仕事をしていきたい 
・インセンティブで稼いでいきたい 

・サービス開発に携わっていきたい 
・ITスキルを身に付けたい 
・安定的に稼いでいきたい 



選考について ０６ 

選考で重視していること 
 

自己分析を深掘りし、入社後のミスマッチを防ぎましょう。 

１ 過去 過去経験から自分の価値観を知る 

２ 未来 将来どんな人生を送りたいかを考える 

３ 現在 就活の軸を定める 



選考について ０６ 

選考で重視していること 
 

自己分析を深掘りし、入社後のミスマッチを防ぎましょう。 

１ 過去 

２ 未来 

３ 現在 

過去経験から自分の価値観を知る 

将来どんな人生を送りたいかを考える 

就活の軸を定める 

過去経験の振り返り 

・学校生活 
・アルバイト 
・部活動 
・学校以外での活動 

・やりがいを感じたことは？ 
・モチベーションは？ 
・強み、弱みは？ 

自分の価値観を知る 



選考について ０６ 

選考で重視していること 
 

自己分析を深掘りし、入社後のミスマッチを防ぎましょう。 

１ 過去 

２ 未来 

３ 現在 

過去経験から自分の価値観を知る 

将来どんな人生を送りたいかを考える 

就活の軸を定める 

将来像を考える 

仕事 

プライベート 

人間像 

・仕事の成果 
・働き方 
・キャリアアップ 
・収入面 

・叶えたいこと 
・仕事以外でやりたいこと 
・どんな生活をしたいか？ 

・どんな大人になりたいか？ 
・大切にしたいこと 



選考について ０６ 

選考で重視していること 
 

自己分析を深掘りし、入社後のミスマッチを防ぎましょう。 

１ 過去 

２ 未来 

３ 現在 

過去経験から自分の価値観を知る 

将来どんな人生を送りたいかを考える 

就活の軸を定める 

就活の軸を定める 

自分の価値観 

職種や業界など 

将来像 

必要なスキルや経験 
計画や行動 

覚悟（何を優先し何を捨てるか） 



選考について ０６ 

STEP１ STEP２ STEP３ 

説明会 キャリア面談 一次選考(人事責任者) 

STEP４ STEP５ STEP６ 

二次選考(事業部長) 最終選考(役員) 内定 



選考について ０６ 

キャリア面談について 

毎年延べ1,000人以上の学生のキャリア支援をしている人事兼キャリアアドバイザーが、一人ひと
りに寄り添い面談をします。当社のことだけではなく、就活の相談・サポートまでお手伝いしま
す。 
＜キャリア面談の具体的な内容＞ 
・C-mindについてのより詳しい説明、質疑応答 
・自己分析の確認、ビジョンマッチ・バリューマッチの確認 
・就活における悩みの解決（業界のことを知りたい、ES履歴書のコツ、面接が心配など） 
・希望される方には、当社の選考と同時に企業のご紹介も可能 
 ※提携企業例(ソフトバンクグループ／メットライフ生命／ベネッセグループ／ネオキャリア／キャリアデザインセンターなど3,000社以上) 

 ※書類選考カットや一次選考カットの求人も多数 




