
密閉型
（耳栓タイプ）

Bluetooth
5.0

オンライン就活を
乗り越える。

Online Job Hunting

操作や設定方法は用語も含めてアプリケーションごとで違います。普段オンライン授業で使っているものと違うアプリケーションを指
定された場合は、ダウンロードして操作に慣れておきましょう。アプリはパソコンにインストールする「PC版」と、念のためにスマホや
タブレット版へもインストールしておくと、面接の最中に突然パソコンの調整が悪くなっても、とっさに切り替えができれば安心です。

開始時間につながらない、映像や音声が途切れてスムーズに面接がすす
まない…そんなことがないように、Wi-Fi環境が安定しているかどうか、あ
らためて確認しておくことが大切です。Wi-Fiが不安定であれば有線LAN
での接続も検討しましょう。
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▶ Web面接で主に使用されるオンラインミーティングアプリケーション

Zoomの場合、「設定」-「統計情報」にて利用PCの接続
状況、CPUの占有状況を確認できます。
CPU占有率が高い場合はトラブル発生要因となりかね
ません。パソコンの買い替えなども検討しましょう。

Web面接用の
オンラインミーティングアプリを準備する

Wi-Fi環境やパソコンの
スペックを確認しておく

●ノートパソコンのUSB 3.0ポートを介してギガビットイーサネットネットワーク（有
線LAN）接続機能を追加できるアダプタ●クロスオーバー検知＆自動修正（自動
MDIX）●メーカー2年保証●約28g

税込組価 2,400円
（本体価格2,182円／消費税218.2円）

有線LANポートのないパソコンに
USB3.0-RJ45アダプタを

注文番号
80696293

Startech.com
USB 3.0対応有線LANアダプタ
ギガビット対応
USB31000S

本来の自分を表現できるよう映像・音声の配信環境の整備をすすめましょう
オンライン面談時のトラブルは「明らかに学生側の準備不足によるミスではない限り、採否に影響することはありません」（人事担当）とのことですが、
トラブルが発生したことにより面接中に焦ってしまったり、聞こえなかったのでもう一度話してくださいと何度もやり取りがあったりすると、
面接官によくない印象がついてしまうこともあるようです。
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普段使用しているノートPCについているWebカメラで問題ありませんが、「ぜった
いに下からカメラで映さないほうがいいです、二重顎になったり太って見えますよ
・・・」（ITメーカー営業）とのアドバイス。
本、雑誌などでノートPCを持ち上げる方法もありますが、PCスタンドを購入すると
安定感がでます。面接1回換算でペットボトルドリンク1本程度の出費です。

映像 ＝ Webカメラ
ノートPC内蔵マイク利用による通話は、最初の音声が聞こえ
なかったりキーボード・マウスの音を拾ってしまう場合もあり、
面接官への印象を悪くする可能性があります。マイク付きイ
ヤホンやヘッドセットを用意しておきましょう。

目線より下にノートパソコ
ンがあると、搭載カメラで
下から映すことになり、ほ
うれい線や鼻の穴が気
になることがあります…
（ITメーカー営業）

企業が指定するWeb面接ツールは、事前に登録やインストールが必要なもの、
URLをクリックするだけで参加できるものなどさまざまです。必ず事前に調べて確認しておきましょう。

国内民間企業/自治体/
官公庁/大学・学校/
外資系企業

1996年にサービス開始。
2007年にネットワーク大手
であるCiscoが買収し世界
各地で広く長く使われてい
るWeb会議システム。ワー
ルドワイドシェアNo,1。

国内民間企業/自治体/
大学・学校

2013年サービス開始。モバ
イル機器との相性も良い。
2020年のコロナ禍にあり、
国内で一気に利用が広が
り、業界問わず多くの企業
で使われています。

外資系企業

2011年にサービス開始。メ
ーカ問わずにビデオ会議デ
バイスの利用が標準ででき
るサービス。ビデオ会議シ
ステムやOfficeを導入して
いる企業で好まれて利用さ
れています。

国内民間企業/外資系企業/
自治体/官公庁/学校

2017年にサービス開始。オンライ
ン会議だけでなく、チャットや通話、
ファイル共有もでき、Office製品と
の連携にも優れている。2021年4
月時点で日経225企業の94％が利
用しているほか、多くの学校や研究
所でも利用されている。

Web面接用のアプリケーションを新たにダウン
ロードするのが難しく感じた。（21年新卒）

接続予定時間にネットワークエラーで接続できずに4分程
開始が遅れました。結果、不採用でした…。（21年新卒）

Web面接前にアプリケーシ
ョンのユーザー名は面接官
からわかるようにフルネー
ムへ変更しておいてくださ
い。オンライン授業の関係
で、学籍番号等から変更不
可の場合は事前連絡してく
ださいね。
（人事担当）

画面が固まる…
そんな時は？

CPUの
占有状況を確認

Web面接においてカメラと光源は
印象に重要な影響をもたらすた
めカメラとライトは購入しておけ
ばよかったと思う。（21年新卒）

ノートパソコンのカメラが
画面下部にあったため、パ
ソコンスタンドを購入しま
した。（21年新卒）

●11～16インチのノートPCに対応●折り紙のように山折or谷折りをするだけで、25°と15°、2つの角度のスタン
ドに早変わり●付け外し簡単！貼って剥がして、繰り返し使用できます●素材：グラスファイバー、ポリウレタン●耐
荷重：約2.8kg●滑り止めゴム2個付属●本体約70g

MOBO
ORIGAMI STAND for Laptop

AM-OSLT-LG
（ライトグレー）

注文番号
80672037

AM-OSLT-BK
（ブラック）

注文番号
80672044

税込組価 1,800円
（本体価格1,637円／消費税163.7円）

ノートPCのWEBカメラの位置を
上げることができます
貼り付け式の
折りたたみスタンド

オンライン会議やライブ配信時により明るく！
明るい表情が伝わりやすさを助けます

INOVA
LEDリングライト
3R-LRL01

注文番号
80652831

税込組価 5,400円
（本体価格4,909円／消費税491.0円）

●明るさ10段階調整●3パターンLEDライト色切替●ライト回転300°●スマホホルダー付
き（対応スマホ幅60～80mm）●USB給電対応、コンセントがない場所でも使用可能●給電
用USBケーブル（180cm）、滑り止め付き三脚同梱●約570×300×53mm●約658g

●2本の軸で角度や高さを自由に調整●スマホ・タブレットを置いて動画視聴やネット閲覧●折りたたむとカバンのポケットに楽々入
るスリムサイズ●耐荷重：約0.6kgまで●対応目安：10インチタブレットまで●素材：アルミ合金、シリコン、プラスチック

ARCHISS
DOUBLE 
SWING-STAND BY ME

AS-WSBM-SL
（シルバー）

注文番号
80568781

AS-WSBM-BK
（ブラック）

注文番号
80568798

税込組価 1,980円
（本体価格1,800円／消費税180.0円）

角度を変える、折りたたむ、自由自在
持ち運べるスマホ・タブレット用
アルミスタンド

動画で
使い方を
紹介 ！

音声 ＝ マイク・ヘッドセット
スピーカーの音をマイクが拾う環境だとPC側でノイズキャンセ
リングが働き、一言目が聞こえない、相づちが聞こえないなどが
発生します。ヘッドセットを着用するだけで面接官にはクリアに
聞こえます。（人事担当）

▶ メーカーやブランドで選ぶヘッドセット

今
号
は 
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1947年にオーストリアのウィーンで設
立され、音響機器の設計と製造を行っ
ているメーカー。AKGのマイクはヨーロッ
パを中心に世界各国のレコーディング
スタジオや放送局などで導入され、多く
のエンジニアたちに愛用されています。

長時間利用でも
耳が痛くならないヘッドカップ
Bluetoothと有線の
ハイブリッド利用も可能です

●大口径50mmドライバー搭載●有線/ワ
イヤレス両対応●着脱式片だしケーブル●
イヤーカップにタッチセンサーを搭載、再生/
一時停止、音量調整、曲送り/曲戻し、内蔵マ
イクロホンによる着信対応など、様々な操作
を実行●折りたたみ可能で持ち運びにも便
利●ヘッドホンケーブル、充電用USBケー
ブル付属

税込組価

21,000円
（本体価格19,091円／消費税1,909.1円）

AKG
K371-BT-Y3

注文番号
80696002

アクティブノイズ
キャンセリング
（ANC）

なし

マイク コンデンサー型マイク搭載

マルチポイント対応 なし

1947年放送局用機器の製造を手掛
けるStornoを前身とするGN（本社デ
ンマーク）傘下のブランド。補聴器メー
カーの買収により、音の聞き分けやよ
り聞こえる音を提供する製品やテクノ
ロジー開発をすすめてきました。

アクティブ 
ノイズキャンセリング(ANC)搭載と
耳にあわせた密閉度を
アプリで調整できます

●アクティブノイズキャンセリング（ANC）搭
載●外音取り込みモードあり●スマートフォン
アプリで各種調整が可能●マイク機能●ペア
リング最大8台まで、同時に2台のデバイスに
接続可能●バッテリー持続時間：1回の充電
で最長5.5時間（ANCオン時）、充電ケース併
用で最長25時間●充電ケース（Qi規格ワイ
ヤレス充電対応）、充電用USB Type-Cケー
ブル、シリコン製EarGels 3セット付属

税込組価

29,400円
（本体価格26,728円／消費税2,672.8円）

Jabra
Elite 85t
チタニウムブラック

注文番号
80644430

搭載

ノイズキャンセリングマイク搭載

2台まで

密閉型
（耳栓タイプ）

同時2台接続

Bluetooth
5.1

両耳タイプ

3.5mmステレオ
ミニプラグ（金メッキ）

Bluetooth
5.0

1927年創業の日本ビクターとケンウ
ッド（1 9 4 6年T R I O→1 9 6 1年
KENWOODへ名称変更）が統合し
2011年に設立。音響商品、ソフト事
業、無線事業、業務用事業等を手掛
ける。

周囲の人がいない環境なら
「耳を塞がない」リラックスした
スタイルで

●Bluetooth送信機付き●映像と音声のズ
レが少ない Qualcomm aptXTM Low 
Latencyに対応●生活防水対応●軽量設
計約83g●内蔵バッテリーにより約15時間
の連続再生●クリアな音質●ハンズ＆イ
ヤーフリー通話に対応したマイクを搭載

税込組価

13,900円
（本体価格12,637円／消費税1,263.7円）

JVCケンウッド
ウェアラブル
ワイヤレススピーカー
注文番号
80565605

なし

ハンズフリー通話用

なし

開放型
（首掛けタイプ）

同時2台接続

Bluetooth
5.0

1946年に日本で創業、日本初のテー
プレコーダー。1961年には世界初の
ビデオテープレコーダーも開発、80年
代のウォークマンブームで一躍世界
的企業に躍り出ました。

●12mmドライバーユニット搭載●スマート
フォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話
が可能●マルチペアリング対応（8台まで）
●雨や汗に強い防滴性能（IPX4相当）●本
体のみで9時間、ケース充電1回で合計18
時間の長時間バッテリー●充電ケース、充
電用USB Type-Cケーブル、ハイブリッドイ
ヤーピース（SS/S/M/L）付属

（本体価格11,637円／消費税1,163.7円）

なし

ハンズフリー通話用

なし

エントリーモデルながら
重低音の音質が高評価
通話機能もあり、日常利用にも
適したモデル

税込組価

12,800円

SONY
WF-XB700
ブラック

注文番号
80647004

SP-A7WT-B
（ブラック）

注文番号
80638675

SP-A7WT-W
（ホワイト）

電池持続時間 最大40時間 最長5.5時間（ANCオン時）

質量 294g 7g（片耳）

約15時間

83g

通話最大5時間/再生最大9時間

8g（片耳）

エントリーシートや履歴書を
自宅でスキャン＆プリントできると、便利＆安心！

当社は履歴書をPDFデータで提出してもらっています。一部の学
生から手書きの履歴書を撮った画像をPDF化した、重たいデータ
で提出してくる事例もあります。撮影画像の場合、光の加減や折れ
などで読み取れないものがある場合も。スキャナでの取り込みを
推奨します。

注文番号
11450376

ブラザー
DCP-J988N-UN

●2.7型タッチパネル●4色独立型タンク●プリント解像度：最大1200×6000dpi●自動両面プリント対応●ADF（自動原稿送り装置）普通紙最大20枚まで●メモ
リーカードやUSBメモリーからダイレクトプリント可能●Wi-Fi Direct●メーカー延長保証：2025年3月31日まで●W435×D341×H195mm

大容量インク対応でランニングコストをカット！ 頼れるインクジェット複合プリンター

A4
プリンタ/

スキャナ/コピー USB2.0 有線LAN
（100BASE-TX） Win　Mac無線LAN

（11b/g/n）

※測定データにつきましては、メーカーWebサイトやメーカーカタログでご確認ください。
※初期のセットアップでインクを消費するため、実際の印刷枚数はこれより少なくなります。

標準モデルに比べると購入後しばらくはインク交換を考えずに済む、
大容量スターターインク＋黒インク1本プラスの大学生協モデルです。

コピー・スキャン機能付きプリンタは会社データ他の取り込みにも活用できま
すし、オンライン就活の画面に集中するのなら必要データ類は印刷して利用す
るのもテクニックのひとつです。オートシートフィーダモデルなら複数枚の書類
の取り込みもオートで実現できます。

税込組価 22,800円（本体価格20,728円／消費税2,072.8円）

映像機器大手メーカーのEIZOで
営業を経験しその後人事担当に異動された方に

「オンライン面談」の経験についてお聞きしました。

また、21年春入社の新卒1年目の
営業職の方たちにも
20年の就職活動についてアンケートをとり
そこから見えてきた「オンライン就活」の
実態に迫ります。

オンライン就活は、交通
費がかからず同日に複
数企業の選考を受ける
ことができた点が良かっ
たです！
（21年新卒）

オンラインの環境を活かし、
積極的に自分からOB訪問を
して欲しいです！
（21年新卒）

人事担当に
聞いた！！！
「Web面接」
の実態Web面接で

自分を最大限
に表現する！！

大手メーカーの人事担当

大容量スターターインク
LC3133BK/C/M/Y
〈モノクロ約3,000枚/カラー約1,500枚〉

超大容量 黒インク1本もプラス
LC3135BK
〈モノクロ約6,000枚〉

自分は
こうした！
先輩の
体験談
21年卒の先輩

Microsoft
Teamsサービス名

主な
導入企業

概 要

就活生のための
オンラインミーティングアプリ
学習会を開催します

日　時 2021年10月21日（木）
（18時開始・所要時間約30分）

対　象 就活予定・就活中の
大学生、院生

参加費用 無料

主　催 プリンストン株式会社

参加登録はこちら

なるべく固定回線か
ら有線接続で使用し
てもらえると、接続が
安定するのでこちら
も面接がやりやすい
です。
（人事担当）

PCに向かう時間が増える毎日に
ブルーライトカット＆
フリッカーフリーのディスプレイを！

外付けディスプレイを活用すると、インタ
ーンシップ等では資料や多くの情報を表
示しながら話し合いをすることができ、
面接時には複数の面接官がいても大き
い画面で表情をしっかりと表示して話す
こともできます。（EIZO社人事担当）

対応機種： iPhone 6s、iPad（第5世代）以降、Android（ARCore対応端末）　対応ブラウザ： Safari / Chrome

●IPSパネル（アンチグレア）●表示色：約1677万色●輝度：250cd/㎡●コントラスト比1000:1●視
野角：上下左右178°●応答速度5ms（中間階調域）●USB3.1ハブ×2●1.0W＋1.0Wスピーカー●調
整幅の広いスタンド（左右縦回転）●付属ケーブル：DisplayPortケーブル、HDMIケーブル●
W499×D233×H333.9～473.9 mm●5年保証

注文番号
80516539

EIZO
EV2360-BK

税込組価 32,800円
（本体価格29,819円／消費税2,981.9円）

VGA/DP/HDMI22.5型WUXGA
（1920×1200）

ARを使って試し置きしてみよう
スマートフォンまたはタブレットで製品ページにアクセスすると、
設置イメージを確認できます。

PCスタンド・リングライト無し PCスタンド・リングライトあり

PCスタンドが
用意できない場合は… なるべく目線とカメラの高さをあわせるように意識しましょう

本を重ねた上に置くという手もありますPCスタンドとリングライトのあわせ技で 画面映りの印象をアップ！

安定感がある
重い本が
おすすめ！

見下ろすような
姿勢が

改善されます！

顔が暗く
上から見下ろして
いるようで
相手の方に

良い印象を与えて
いないかも。

姿勢よく
応対ができ、
顔が明るく
見えることで
表情も明るく
見えます！

使うときだけ
山折り
or
谷折り

面接で利用されているアプリケーションの入
手方法やセットアップ、設定方法についての
レクチャーをおこないます。21年新卒の方の
体験談も配信します。就活でなくとも、アプリ
ケーション導入で関心のある方も参加でき
ます。ぜひご活用ください。

配信サービス ZOOM

●キーボード入力が不安定 ●PCが振動でカメラ位置がかんたんに変わります
●自室以外でのセッティングが面倒

CAUTION!


