
外国人が人手不足を解決する
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登録者数推移 登録国籍分布図

登録者年齢別
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在留資格別

　国内在留エリア別分布図

日本語能力別

＊2021年7月時点

19万人
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 外国人を戦力に！

233 ヵ国、 19万人以上の外国人脈を活用できる 面接を簡単設定

外国人は、  週末 ・ 長期休暇に強い

ビザも安心　不法就労も未然に解決

6ヶ国語展開で外国人に的確な情報を発信

動画で応募者の日本語力を確認できる

MAKASETE  
KUDASAI!!
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倍増

146

「外国人を面接に呼びたいけど心配。。」 そん
な企業さまも ご安心ください。当サービスで
は、 ネット上の応募者一覧 から面接したい人
を選択し、 日時のリクエスト。  あとは外国人が
当日来るのを待つだけ。 電話で発生する コ
ミュニケーションミスを事前に防ぐことができま
す。

日本人生産年齢人口は、 2010 年から 2030 年までで 
1,330  万人の減少が予測されています。 今後日本人だけ
に頼っていては、 アルバイトの人材確保はできません。
その代わり、 外国人の就労人口は 2012 年からの 6 年間
で倍増中。
「YOLO バイト」 では 233 ヵ国、 19万人以上の外国人が登
録する求人メディア YOLO JAPAN に貴社の求人を掲載、 発
信 いたします。
これまで出会えなかった外国人脈をフル活用することで、 
応募数 を増やすことが可能です。

国内で仕事を探す外国人にとって、 日本語表記のみ従来の
求人媒体では 求人内容を把握することは困難です。
当サービスでは、 貴社の求人情報を 6 ヶ国語掲載。
日本語を読めないが話せる外国人にも的確に情報を発信す
ることができ、 外国人を幅広く募集することができます。

外国人は、 日本人と違った生活形態で働いているた
め、 週末や 年末年始といった日本人が休みたい日
は逆に稼ぎ時。 外国人を 採用することで偏ったシフ
トもバランスがとりやすくなり、 社員さんの 負担軽減
にも繋がります。

当サービスでは、 応募者の日本語能力を動画でご確
認いただけます。
日本語能力以外にも、 応募者の雰囲気・人となりを知
ることが可能です。

日本人と外国人の採用で大きく異なる点は、 ビ
ザの存在です。 ビザの中には、 働く業種に制限
があるものもあり、 誤って採用 してしまうとトラブ
ルに繋がることも。 当サービスでは、 ビザのア
ラート機能を用いて応募者の中でビザに問題が
ある方には、 お知らせをお送りします。
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経営課題を解決！

で

導入企業 1200社 以上

※一部弊社他サービス利用含む
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従来の求人媒体

掲載言語 日本語表記
6 ヶ国語翻訳

（日本語  / 英語 / 中国語 / 韓国語 / ベトナム語  / 
ポルトガル語）

対象者 基本的に日本人 すべての外国人向け

© 2021 株式会社YOLO JAPAN. All Rights Reserved.

6ヶ国語翻訳でより多くの外国人へリーチ！



簡単 3 ステップで面接設
定

１．応募者一覧をチェック ２．応募者詳細を確認 ３．面接日時を選択

↓動画をチェック

A↑候補者の詳細や VISA をチェック VIS

男性 26 歳 アメリカ

© 2021 株式会社YOLO JAPAN. All Rights Reserved.



１. お申し込み

C30D2
3

2. 求人依頼

求人内容をお送りください。

5ヶ国語に翻訳いたします。

3. 掲載開始

応募状況を専用ページか

ら ご覧ください。

4. 応募者から選ぶ

応募者からご希望の方を選

び、 面接日時を設定。

5. 面接

こんにちは！

あとは面接の

み。 お仕事内容

を

しっかりお話し下さい。

最短当日
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最大5 営業日 掲載期間 最短翌日
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日本の雇用慣行などに関する知識の不足や言語、コミュニ
ケーションの方法や慣習の相違などから、労働トラブルが
生じやすく、
日本人と同様の福利厚生なども行き届いていない。

外国人は年間で44.5%離職している

外国人スタッフは離職していませんか？

給料の不安

健康の不安 生活の不安

外国人労働者は日本人と違い多くの不安を抱えています。
労働市場はすでに人手不足となり、外国人を中心とした国策の
浸透が急速に進んでいます。

新しい労働市場の担い手である外国人労働者への福利厚生の充実は
人材の確保、離職率の低下への大きな解決策です。

社内で行うことのできない外国人向け福利厚生の導入は
新しい日本での経営課題を解決する方法として注目されています。

▶外国人の離職を減らす福利厚生のオプションサービス



離職率が高い事で起こる問題

教育コスト 採用コスト 人的コスト

徐々に経験を積んで、
キャリアアップをして欲
しい、、でも離職率が高
いと教育は振り出しに
戻ってしまいます。

時間をかけて育成した人
員が高い確率で辞めてし
まうと、
教育コストはかかり、常
に未経験の新人が多数を
占めてしまいます。

人員が不足すると、求人
媒体や人材紹介などで採
用をしなければならず、
採用コストがかかってし
まいます。

また、折角費用をかけて
採用したのにすぐ辞めて
しまえば費用が無駄に
なってしまいます。

採用活動も自動で機械が
行う訳ではなく、人事担
当者様が日程調整や面接
などを行う必要がありま
す。
外国人採用で人事他院当
社様の仕事が増えれば、
本来別の事にリソースを
割ける所に余計な人的コ
ストをかける事になって
しまいます。

がこの問題を解決します！
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YOLO LIFE
月額1,000円で外国人の離職を大きく下げる
外国人向け福利厚生アウトソーシングサービス

　

信頼できる外国人スタッフ
　　　　　✖
　  会社をグローバルに
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安心

在留外国人 

外国人社員の
生活支援を代行

月額利用料の
支払い

企業/市町村 ライフサポート

▶月々たったの1,000円で定着率が上がる
　外国人向け福利厚生サービス

▶    貴社の外国人採用契約に向けて
　　人事部や総務部ではできない「外国人向け福利厚生」をお届けいたします。

外国人向け福利厚生

YOLOLIFEで

離職率を15.6%以下に
                              (日本人の離職率以下を目指します)※令和元年雇用動向調査　厚労省調べ

プラン

月額料金/名

給料前払い機能

求人ブースト機能

外国人向け福利厚生

月払いプラン

1,000円/月

◯

◯

◯

年払いプラン

10,000/年

◯

◯

◯

割引率 ーー 年間2,000円お得

日本人向け

福利厚生

1,200円
なし

なし

なし

なし
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安心

在留外国人 

外国人社員の
生活支援を代行

月額利用料の
支払い

企業/市町村 ライフサポート
（給料前払い）

YOLOの求人サイト内で「日払い」と訴求

することで求人応募者数が大幅に向上

求人応募数がUP

導入
前

導入
後

その差は10倍!!

前払い制度により従業員満足度が向上離職率

の削減を見込むことが可能です。

離職率の大幅な改善

前払い制度によりシフトに入る

モチベーションが上がります !!

モチベーション向上

土日モ

働けマス!!

▶貴社に代わって外国人の生活支援をアウトソーシングできます。
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サブスク型 充実の（会員制）給料前払い付き福利厚生
1.福利厚生サービス

働いた分だけ受け取れる給料前払い

入国当日発行の外国人向け後払い付きカード

インターネットショッピングから、コンビニまで
審査なしで発行できるプリペイドかーどです。

クレジットカードを持つことが出来ない外国人ス
タッフにも、後払い機能をつけることで、クレ
ジットカード同様にご利用いただくことが可能。

審査なし

コンビニ払い対応外国人向け格安SIM

外国人OKの物件だけを集めた不動産サイト

外国人の体調不良をサポートするのが問診票

コミュニケーションの取れない外国人がひとりで
病院に行っても利用できるサービスです。

最大5,000円割引

（会員）無料

17言語対応オンライン問診票サービス

外国人の服用率が高い低用量ピルですが
日本国内購入するには面倒なこともあります。

こちらでは通訳サービスを併設させて
外国人向けオンライン診療を提供します。

（会員）3,180円

働く女性向け低容量ピルオンライン診療

▶ 日本国内で外国人が生活するために必要な問題を解決する。会員制割引サービス「YOLO  LIFE」

日本に住む外国人が大満足!!
19万人の登録者が選んだサービス

ログイン

在留資格の変更や申請をフルサポート

最大5,000円割引

申し込み 利用する

▶ 使い方も簡単で他言語対応

最大５%割引

行政書士
が対応 YOLO JAPANにログイン

スマートフォン＆PCに対応
商品を選んで申し込み
他言語サービスもあります。

会員割引は自動的に寄与され
ます。



© 2021 株式会社YOLO JAPAN. All Rights Reserved.

外国人採用にYOLO  LIFEが必要な理由
　　　　求人特典

▶ 「日払い機能」追加で求人募集に人が集まりやすくなる！！

外国人が人手不足を解決する

この求人は日払いに対応している

SNSやLINEなど優先的に告知される

「日払い」対応のキーワードは外国人採用時の応募数に大きな影響を与えます。

▶ 「SNS」で優先的に発信!! 人気の求人へ変化する
ユーザーの反応が良い「日払い」キーワードはYOLO JAPAN全体への告知も積極的に行います。

料金について

▶    貴社の外国人採用契約に向けて
　　人事部や総務部ではできない「外国人向け福利厚生」をお届けいたします。 ▶    入会金は初回のみ

　　（ご入会初月）

初回登録料: 3,000円 / 1名
（登録事務手数料）

▶    お申し込みから約１ヶ月でご利用頂くことが可能です。

▶ 「他言語対応」で給料前払いの利用をしっかりサポートします。
人事部や総務部のお手間をかけることなく、導入支援を致します。

プラン

月額料金/名

給料前払い機能

求人ブースト機能

外国人向け福利厚生

月払いプラン

1,000円/月

◯

◯

◯

年払いプラン

10,000/年

◯

◯

◯

割引率 ーー 年間2,000円お得

日本人向け

福利厚生

1,200円
なし

なし

なし

なし

※契約期間は１年間。原則自動更新となります。
※上記は全て税抜き表示です。



20万

40万

60万

80万

0年 1年 2年 3年

3年で
15名の
採用が必要

3年で
3名の

採用が必要

YOLO LIFE導入シミュレーション

10名在籍の場合の採用コスト

平均45.5%の離職
率の場合、3年で15
名の採用が必要に
なる

3年で元々いたメン
バーはほぼゼロ
で、経験や、スキ
ルも初級レベル

教育コスト、採用
に係る人的コスト
もかかり他業務を
圧迫

YOLO LIFEを使うと...

平均10%の離職率
の場合、3年で3名
の採用で済む

7名のメンバーはベ
テランで新人の育
成にも貢献できる

定着率が上がれ
ば、育成コスト、
採用活動の人的コ
ストも
大幅削減可能！
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YOLO LIFEを使わない場合
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掲載料一覧

※上記料金は「税別」となります。
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翻訳料（1求人）：一律15,000円（全言語含む）掲載求人の内容が同じ場合は 1求人分の料金だけで掲載可能です

掲載数・掲載期間が長いほど、お得になります。何人採用しても掲載料金以外かかりません（翻訳料除く）

掲載料金一覧（複数求人掲載・長期）東京 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翻訳料（1求人）：一律15,000円（全言語含む）掲載求人の内容が同じ場合は 1求人分の料金だけで掲載可能です

掲載数・掲載期間が長いほど、お得になります。何人採用しても掲載料金以外かかりません（翻訳料除く）

掲載料金一覧（複数求人掲載・長期）大阪 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https://www.yolo-japan.co.jp/

本社オフィス

〒556-0003

大阪市浪速区恵美須西 3-13-24

http://www.yolo-japan.co.jp/

