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サービスご利用までの流れ

engageを初めてご利用いただくお客様はアカウントを発行していただく必要がありま
す。アカウント発行後に初期設定を行なうとengageの各種サービスをご利用いただけ
るようになります。

engageのサイトにアクセス

アカウント発行

初期設定後にご利用できるサービスの流れ

初期設定までの流れ

Web上で「http://en-gage.net/」と入力いただ
くか「エンゲージ」「engage」と検索してくださ
い。

IDとパスワードを発行していただき、engageにロ
グインできる状態にします。

必要な情報を入力し採用HPの作成を行ないます。

初期設定で行なった設定の変更、編集、コンテン
ツの追加を行うことが可能です。

採用HP上に求人ページを作成します。求職者の
募集をすることが可能になります。

求人ページから応募のあった求職者の確認、メッ
セージの確認、送信が行えます。

1.サービスご利用までの流れ

アカウント発行

engageのサイトにアクセス

初期設定

採用ページ編集

求人ページ作成

応募管理

1

2
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2-1 アカウント発行

①基本情報の入力

engage専用サイトにアクセスしていただき、「無料でHPを作成する」を押すと、下記フォーマッ
トが立ち上がります。必要項目を入力して「登録を完了する」を押してください。

②本登録用のメールが届きます。

登録したメールアドレスに、engage事務職から本登録用のメールが届きますので、そこから本登
録に進んで下さい。

2.初期設定

engageをご利用になるためには、アカウントを発行していただく必要があります。

ここでは「メールアドレス」と「パスワード」の設定を行ないます。

※登録後にメールアドレスが「ログインID」になります。
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①会社情報の入力

必要項目をご入力して「次へ」を押してください。

ホームページをお持ちでない場合は、URLの入力をスキップして初期設定を進めてください。

2-2 会社情報の入力

2.初期設定

会社情報の入力、ロゴの登録を行ないます。

※住所は採用HP公開時にマップに反映されます。
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2-3 メインパネルの画像選択

2.初期設定

②メインパネルの画像選択

採用HPの最上部に使用する画像を、50パターンの中から選択するか、もしくはお持ちの画像の中
から選んで下さい。登録後、いつでも変更することが可能です。

お持ちの画像を使用する場合は、「 .jpg .gif .png .svg 」いずれかのファイル形式のみご利用可能
です。

画像の選択が終わったら「次へ」を押してください。

画像をお持ちでない企業様は「スキップ」を押してください。

採用HPのトップページに表示される画像の設定を行ないます。



2-4 会社ロゴ画像の登録

採用HPのトップページに表示される画像の設定を行ないます。

2.初期設定
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③会社ロゴ画像の登録

採用HPに使用する会社ロゴをご登録ください。「.jpg .gif .png .svg 」いずれかのファイル形式の
みご利用可能です。画像の選択が終わったら「次へ」を押してください。画像をお持ちでない企業
様は「スキップ」を押してください。



④テーマカラー選択

採用HP全体に適応されるテーマカラーを、10パターンの中から選択するか、カラーコードを入力
して登録してください。登録後、いつでも変更することが可能です。テーマカラーの選択が終わっ
たら「次へ」を押してください。

2-5 テーマカラーの選択

採用HPのテーマカラーの設定を行ないます。

2.初期設定
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⑤採用HPのURL登録

『http://en-gage.net/●●●』の●●●に表記する英数字を登録してください。 3～50の半角
英数、ハイフン（-）、アンダーバー（_）が利用可能です。URLの設定が終わったら「登録完
了」を押してください。

※既に利用されているものはご利用いただけません。

※登録後の変更はできません。

2-6 採用HPのURL登録

2.初期設定

採用HPのURLの登録を行ないます。

これで初期設定は完了です。

10
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3-1 採用HPの全体像

【メインパネル】

使用する画像・文言などは、管理画面で登録・編集。

【求人情報】

管理画面で、新規作成や表示・非表示等の作業が

行なえます。

【コンテンツ】

6つのテーマから、

好きなデザインを選択して作成頂くことが可能です。

また、自由項目では、自身でテーマを設定して

自由にコンテンツを作成することもできます。

管理画面で、新規作成や表示・非表示等の作業が

行なえます。次ページ以降で詳細は説明。

～6つのテーマ～
●メッセージ

●会社のこと

●事業内容

●働く環境

●一緒に働くメンバー

●福利厚生

【アクセス】

登録時に入力頂いた住所情報を元に、

自動でグーグルマップと連携し表示。

仮に所在地を表すピンの位置がズレていても、

管理画面から編集が可能です。

engageの採用HPの全体像です。全てのコンテンツを編集することが可能です。

3.採用HPの作成
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▼管理画面左側の一覧から「採用ページの作成」をクリック

▼赤枠内の「メインパネルの編集」をクリック

3-2 メインパネルの編集

初期設定で行なったメインパネルの編集を行います。

3.採用HPの作成
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▼赤枠のメイン部分・サブ部分の編集したいテキスト上をクリック

▼編集したいテキスト上をクリックして、直接テキストを入力します

3-2 メインパネルの編集

メインパネルのテキストの編集が行なえます。初期設定後は企業名が自動入力さていま
すが、求職者に対するメッセージなどデザインに合わせて自由に入力していただけます。

3.採用HPの作成
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3-2 メインパネルの編集

▼初期設定時に登録した「画像」の変更が可能です。

お持ちの画像を使用する場合は、

「 jpg .gif .png .svg 」いずれかのファイル形式のみご利用可能です。

初期設定で行なったメインパネルの画像変更を行います。Gifなどを使用しアニメー
ションにすることも可能です。

3.採用HPの作成
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3-3 コンテンツ一覧

採用HPに追加できるコンテンツの一覧です。決められたフォーマット6種類、自由項目
3種類より選択して追加することが可能です。コンテンツを充実させることにより求職
者とのミスマッチを防ぎましょう。

3.採用HPの作成
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3-4 メッセージ、事業内容、一緒に働くメンバー

30種類のアイコンから選択が可能

3,000字以内

10,000字以内

10,000字以内

10,000字以内

コンテンツを充実させ、求職者とのミスマッチを防ぎましょう。各コンテンツの記入項目です。

3.採用HPの作成

30種類のアイコンから選択が可能

3,000字以内

10,000字以内

10,000字以内

10,000字以内
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3-4 会社のこと、働く環境、福利厚生

30種類のアイコンから選択が可能

コンテンツを充実させ、求職者とのミスマッチを防げます。各コンテンツの記入項目です。

3.採用HPの作成
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3-4 自由項目

30種類のアイコンから選択が可能

コンテンツを充実させ、求職者とのミスマッチを防げます。各コンテンツの記入項目です。

3.採用HPの作成
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3-5 コンテンツの追加方法

▼管理画面左側の一覧にて「採用ページの作成」をクリック。

▼赤枠内の「コンテンツの追加＆編集」をクリック。

紹介したコンテンツの追加方法を解説します。

3.採用HPの作成
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3-5 コンテンツの追加方法

▼下記の様なページに遷移するので、赤枠内の「コンテンツを追加する」をクリック。

▼追加出来るコンテンツ一覧が表示されるので、作成したいコンテンツを選択。

追加したいコンテンツを選択します。

3.採用HPの作成
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3-5 コンテンツの追加方法

▼編集フォーマットが開くので、表記ルール（文字数など）に沿って入力。

⇒ 入力が完了したら、下部の「公開する」をクリックして公開。

10000字以内

10000字以内

10000字以内

engageのコンテンツは各項目10000文字まで入力することが可能です。

お持ちの画像を使用する場合は、
「 jpg .gif .svg 」いずれかのファイル形式のみご利用可能です。

3.採用HPの作成
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3-6 コンテンツ並び替え

▼管理画面左側の一覧にて「採用ページの作成」をクリック。

▼下記の様なページに遷移するので、赤枠内の「コンテンツの並び替え」をクリック。

作成したコンテンツの並び替えを行なうことができます。

3.採用HPの作成
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3-6 コンテンツ並び替え

▼下記の様なページに遷移するので、並び替えを行いたいコンテンツの右側にある
ボタン「 」「 」を使用して上下の並び替えを行なう。

＞

＞

固定

固定

固定

⇒ 並び替えが完了したら、下部の「保存する」をクリックして保存。

3.採用HPの作成

「メインパネル」「アクセス」「募集情報」以外のコンテンツの配置を自由に変更する
ことが可能です。
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4-1 求人ページの作成

▼管理画面左側の一覧にて「求人ページの管理」をクリック。

4.求人ページの作成

公開する求人ページに作成を行います。

※求人ページを作成するには本登録が必要になります。事前にメール認証を済ませて下
さい。

24



4-2 「はじめから作成する」場合

はじめから（新規に求人情報の登録をする）作成する場合について、ご説明していきま
す。

4.求人ページの作成

25

▼赤枠「求人情報を追加する」をクリック



▼必要事項の入力が完了したら、最下部にある「掲載ガイドライン」をご覧いただき
チェックを入れて確認画面へ進みます。
確認画面で内容に誤りがないか確認したら「掲載する」ボタンをクリックして完了です。

4-2 「はじめから作成する」場合

求人ページ作成に必要な事項を入力してください。

4.求人ページの作成
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4-3 「エン転職と連携して登録する」場合

4.求人ページの作成

▼エン転職連携を行うため、赤枠内の「こちら」をクリック

27

エン転職と連携をすることで、エン転職に掲載した求人情報をコピーして求人ページを
作成することができます。

▼エン転職ログインIDとパスワードの入力をしてください



4-3 「エン転職と連携して登録する」場合

4.求人ページの作成

28

▼コピーする求人を選んで「コピー」をクリックしてください

下記にエン転職に掲載した求人一覧が表示されます。



4-3 「エン転職と連携して登録する」場合

選択した求人情報が自動で入力フォームに転記されます。

4.求人ページの作成

29

▼必須項目を、ご入力ください。入力例を元にご入力いただけます。
最下部にある「掲載ガイドライン」をご覧いただきチェックを入れて確認画面へ進みます。
確認画面で内容に誤りがないか確認したら「掲載する」ボタンをクリックして完了です。



▼「コピーする求人を選択」をクリック

4-4 「エンゲージに登録している求人をコピーする」場合

4.求人ページの作成

30

過去にエンゲージで作成した求人をコピーして求人情報を作成することができます。

▼赤枠「求人情報を追加する」をクリック



4-4 「エンゲージに登録している求人をコピーする」場合

エンゲージで過去に登録したことがある求人情報一覧が表示されます。

4.求人ページの作成
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▼コピーする求人を選んで「コピー」をクリックしてください



4-4 「エンゲージに登録している求人をコピーする」場合

チェックした求人情報が自動で転記されます。

4.求人ページの作成

32

▼必須項目を、ご入力ください。入力例を元にご入力いただけます。
最下部にある「掲載ガイドライン」をご覧いただきチェックを入れて確認画面へ進みます。
確認画面で内容に誤りがないか確認したら「掲載する」ボタンをクリックして完了です。



5-1 応募者管理

▼管理画面左側の一覧にて「応募者管理」をクリック。

（下記ページに遷移）

5.応募者管理

応募者のWeb履歴書の確認、応募者から届いたメッセージの確認、送信が行なえます。
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【Web履歴書で確認できる内容】

氏名フリガナ（姓）（名）
年齢
生年月日
性別区分
現住所 - 郵便番号 都道府県 市区
町村
ご連絡先（携帯電話番号）
最終学歴 - 学校名 学部/学科

最終学歴 - 卒業年度(見込み年度）
最終学歴 - 学校区分
最終学歴 - 文理区分

直近の経験職種 △
経験年数（合計） △
転職経験区分 △
直近の年収 △
就業状況区分 △
直近の企業名 △
入社年（直近の企業) △
入社月（直近の企業) △
退社年（直近の企業) △
退社月（直近の企業) △

（△は中途の場合のみ必須。新卒は無し）

▼応募者一覧にて、Web履歴書が見たい人の名前をクリック。

5-2 Web履歴書の確認

Web履歴書の確認を行ないます。

5.応募者管理
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▼応募者一覧にて、メッセージのやり取りをしたい場合は、「詳細へ」をクリック。

▼チャット形式でメッセージのやり取りが可能。１回3,000文字以内。

5-3 応募者とのメッセージ

Web履歴書を確認し、メッセージを送りたい場合に使用します。

5.応募者管理
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▼対応状況は、赤枠内のタブをクリックすると、４つのステータスで選択が可能。

※４つのステータス…未対応、連絡済み、採用、不採用

5-4 応募者の対応状況管理

応募者の対応を分かりやすくするため対応状況を選択することができます。

5.応募者管理
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6-1 スカウトメールの使い方

▼管理画面左側の一覧にて「スカウト」をクリック。

6.スカウトメールの使い方

1週間に10通までエン転職会員にスカウトメールを送ることができます。
※スカウトを利用するには本登録が必要になります。事前にメール認証を済ませて下さ
い。
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▼詳細検索

▼条件検索

6-2 検索画面

スカウト画面には、Web履歴書を更新した昇順で50人が表示されるため、転職活動に
積極的なユーザーにスカウトを送ることが可能です。

6.スカウトメールの使い方
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会ってみたいと思った場合は、赤枠内の「スカウト送信」をクリック。

エン転職の会員に通知が送信されます。エン転職のユーザー管理画面上にもオファーの通知
が届きます。

すぐに送信しない場合は、「検討中に追加」ボタンをクリックして保存。

▼スカウトメールの送信

6-3 スカウトメールの送信/検討中

スカウトメールを送ります。また検討したい場合には検討中リストに追加し、検討する
ことも可能です。 ※スカウトの文面は固定となっています。

6.スカウトメールの使い方
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▼リンクウィジェット設置方法

7-1 リンクウィジェットの設置方法

「リンクウィジェット」は、engageで使用している採用ページの写真や掲載している
求人情報を自社サイトに表示することができる機能です。採用ページの情報がコンパク
トにまとめられているので、求職者の方を適切・快適にengageへ導くことができます。
「コードを取得」ボタンより、生成されたコードをコピーをするだけでサイズも自由に
設定でき、ご利用いただけます。

7.リンクの設置方法

40

管理画面左下のリンクウィジェット(①)をクリックし、サイズを設定し(②)コードを取得(③)

枠内のコードをコピーして、貴社サイトに設置

①
②
③



▼バナー設置方法（全18種類）

7-2 バナーの設置方法

engageではリンク設置用のバナーを全18種類ご用意しています。多くのサイトのデザ
インに合うよう、複数ご用意していますので、お好みのデザインをお選びください。

7.リンクの設置方法
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管理画面左下のリンクウィジェット(①)をクリックし、お好きなバナーのコードを取得(②)

枠内のコードをコピーして、貴社サイトに設置してください

①
②



8-1 各種設定

▼管理画面左側の一覧にて、最下部下にある「その他メニュー」をクリック。

8.各種設定

初期設定で行なった情報の変更を行うことができます。「基本情報」「アカウント情
報」「ロゴ画像」の変更を行うことができます。

（下記ページに遷移）

42



▼必要項目を入力して「変更を申請する」を押してください。

8-2 基本情報の変更

基本情報の変更は、engage事務局で行ないます。

変更までに3営業日いただいています。

基本情報の変更では「貴社名」「ホームページURL」「電話番号」「業種」の変更を行
なえます。ホームページURLとは企業ホームページのURLです。

8.各種設定
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▼必要項目を入力して「変更」を押してください。

8-3 アカウント情報の変更

アカウント情報の変更では「姓名」「メールアドレス（ログインID)」「パスワード」
の変更が可能です。

8.各種設定
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▼会社ロゴをご登録して「変更」を押してください。

8-4 ロゴ画像の変更

ロゴ画像の変更ではメインパネルの下部に表示されているロゴ画像の変更を行なえます。

8.各種設定
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＜ルール・規定関連＞

【Q】engage作成をするにあたっての禁止事項はありますか？

【A】禁止事項は特に設けていませんが、応募者の混乱を招かないよう、原稿に

かかれている内容には誤りがないようお願いいたします。

【Q】エンゲージは法人単位である必要はありますか？

【A】ユーザーに誤解の無い内容であれば、1法人複数のアカウントを作成いた

だいて問題ありません。

【Q】個人情報の取り扱いはどのようになっていますか？

【A】エンゲージ利用規約をご覧ください。

https://en-gage.net/company/privacy/

9-1 ルール・規定関連

9.FAQ
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9-2 スカウト関連 ｜ 10-3 検索エンジン関連

＜スカウト関連＞

【Q】本登録をしないとどうなるのですか？

【A】求人ページの作成やスカウト機能が使えません。

【Q】フリーアドレス＆企業HP無しで作成は可能でしょうか？

【A】可能です。ただし、フリーアドレスの場合はスカウトがご利用いただけません。

【Q】スカウトの送信不可は何で決まるのでしょうか？

【A】スカウトは企業が求人を作成・編集すると事務局で一度確認するフローに

なっています。スカウト利用の審査は、中途採用であるかどうか、正社員の募集

であるかどうか、など「エン転職の会員に適しているかどうか」を基準としてい

ます。

＜検索エンジン関連＞

【Q】google検索で出てくるの？

【A】採用ページを作成すると、検索エンジンに表示されるようになります。表示され

るまでの期間については検索エンジンの仕様によるためお答えできません。

【Q】Google検索やYahoo検索では、どういう単語でひっかかる？

【A】企業名やコンテンツに含有するテキストで検索された場合に表示されます。
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9-4 コンテンツ制作関連

＜コンテンツ作成関連＞

【Q】募集職種はいくつまで登録・表示が可能？

【A】募集自体の制限はありません。募集の表示については、表示・非表示を行

なう機能があります。急な欠員が出た時に備えて予め作成しておいて、必要な際

に表示ボタンひとつで、募集掲載を開始することができます。

【Q】トップ画面の地図は削除可能ですか？

【A】削除できません。サイトの仕組みとして、サイト公開時には必ず表示され

ることになります。

【Q】地図がちゃんとした場所に表示されません。

【A】Google Maps APIで緯度経度情報が取得できないと、デフォルト値の東京

駅が設定されます。管理画面上から手動で修正することが可能です。

【Q】登録時の社名は変更できますか？また、屋号での登録は可能ですか？

【A】いずれも可能です。エンゲージ上でのコンテンツの作成自体は企業に任意に

お願いしているものなので、特に問題ありません。

【Q】作成できるコンテンツ数は定まっていますか？

【A】上限はありません。ただし、ユーザー目線では何度もスクロールをしない

と情報を得られないサイトはストレスを与えるので、つくりすぎは推奨していま

せん。

【Q】サイトをクローズしたい場合はどうすればいいですか？

【A】事務局に問い合わせればクローズすることは可能です。その後、アクセスす

ると「お探しのページは見つかりませんでした。」という状態になります。

【Q】エン転職に掲載した原稿はいつまで遡って流用できるのか？

【A】期間問わず、求人情報を流用することが可能です。ただし、最低賃金などが

変わっている可能性があるので、ご注意ください。

【Q】動画はどうやって登録するの？

【A】アニメーションGIFをご活用ください。
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9-5 アカウント・設定関連 ｜ 10-6 応募者管理関連

＜アカウント・設定関連＞

【Q】ID・PASSの再送をしていただきたいのですが？

【A】IDをお忘れの場合は事務局までお問い合わせください。

パスワードをお忘れの場合は下記URLよりパスワードの再設定をしてください。

https://en-gage.net/company/password/send/form/

【Q】グループ会社利用でアカウントを1つにまとめたいのですが…

【A】複数アカウントを１つにまとめることはできません。

【Q】エン転職との連携を解除してほしいのですが？

【A】事務局までお問い合わせください。エン転職とエンゲージの連携解除を

いたします。

【Q】事務局から配信されるメールを停止してほしい。

【A】事務局から配信されるメールは2種類ございます。

「求人作成時や応募時に自動で送られるメール」は配信を止めることができません。

「メールマガジン」に関しては配信停止が可能です。

＜応募者管理関連＞

【Q】エンゲージでの応募者とエン転職応募者の一括管理は可能でしょうか？

【A】現状、応募者管理を一括で行なうことはできません。

【Q】応募者データのCSV化はできますか？

【A】管理画面からCSVでダウンロードすることができます。

【Q】engageで応募をした際、求職者に対してのオートリプライはある？

【A】事務局から、応募完了のメールが届くようになっています。
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9-7 その他

＜その他＞

【Q】engageをGoogleアナリティクスに連携することは可能か？

【A】現状では、Googleアナリティクスに連携することは、仕様上できかねま

す。

【Q】企業ごとで保有するドメインを使用することは可能ですか？

【A】企業のドメイン配下にページを作成することはできません。以下のような

URLの●部分を自由に決めることができます。https://en-gage.net/●●●●/
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お問い合わせ

▼管理画面左側の一覧にて、最下部下にある「その他メニュー」からご連絡ください。

お急ぎの方は下記までお問い合わせください。

電話番号 ：0120-030-904（受付時間：月～金 9:00～18:00）

メールアドレス：engage-support@en-japan.com

※平日12:00～13:00を除く

※休日・祝日・年末年始を除く

engageのご利用にあたりご不明な点がございましたら、engage事務局へご連絡くだ

さい。

10.お問い合わせ
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