
オンラインワークスペースで、
リモートワークのオンボーディングを支援

Oasis オンボーディング
サービス資料
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会社名：株式会社エクステンシブル

所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布３丁目２４番１６号西麻布ＳＤビル６Ｆ

設立年月日：2020年10月2日

代表者：代表取締役 泉山 由典 /Yoshinori Izumiyama

事業内容：リモートワークツール"Oasis"の開発・運営

会社概要

The next level of information society
次のレベルの情報社会を実現する
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事業の概要

サービス紹介
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事業のコンセプト

①新型コロナ禍においてリモートワ
ーク利用が急増

②既にリモートワークを導入し、
49％の利用者が新型コロナ終息
後も継続意向あり

リモートワークの現状

①コミュニケーションがとりずらい
②就労状況が見えにくい
③新入社員や中途社員のオンボ
ーディングが困難

リモートワークの課題

①仮想オフィス機能で、離れていても
近い距離感で仕事ができる。

②わざわざビデオ会議システムを立ち上
げることなく音声/絵文字で気軽に会
話がはじめれる。

③Oasisの利用ログデータから
働き方の見える化ができる。

解決策
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リモートワークを有効活用し、就労者と企業にとって
Happyな働き方を実現できる世の中を創造する

目的



解決する課題

コロナ渦で見えたオンボーディングの課題
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オンボーディングとは・・・
新しく入った新入社員が早期に戦力化できるように既存社員など組織全体で新入社員をサポートする仕組みづくり

コロナ以前に実施していたこと

✓人間関係構築のために、飲み会などを内定者のころから定期的に実施

✓入社後は集合研修を実施しビジネスマナー研修や会社のルールを説明

✓ブラザーシスター制度を導入し、密なコミュニケーションをとるようにしてきた

オンボーディングでは、人間関係の構築が最も重要。
リモート下でも本質は変わらず、環境に順応した「手段」を選ぶ必要がある。

■調査概要
名称：テレワーク下の新卒オンボーディング・新人研修の概況調査（2020年度）
手法：調査会社モニターによるインターネットリサーチ
時期：2021年3月1日～3月14日
対象：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県に在住の22歳以上25歳以下の新卒1年目の
就業者415名

リモートだとこれらの実施は困難



事業の概要

サービス紹介
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Oasis サービス概要
Oasisは、自宅でもオフィスでも、オンラインワークスペース上で

「みんなと、気軽に意思疎通しながら仕事ができる」
プラットフォームです。

✓オフィスでも、自宅でも、Oasisにログインすると、メンバーの
存在を感じながら、近い距離感で一緒に仕事ができる。

✓わざわざビデオ会議システムを立ち上げることなく
音声/絵文字で気軽に会話がはじめれる。

✓誰が何をしているかが、直感的にわかることで、
「あの案件どうなってる？」「今晩 リモート飲みしませんか？」
といった”話しかけ”がスムースに。

✓Oasisの利用ログデータから働き方の見える化ができる。

サービスの特徴
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１．対面でのコミュニケーション量・同じ空間を

共有する機会が減少
・そもそも社内コミュニケーションが減少

・自部門以外の人との関与が減少

２．プレイイングマネージャーの増加。人材育成
が進みにくいためプレイイング業務が減らない。
・遠隔でOJTを行うハードル

・テレワークでMTG数が増加しOJTに時間が割けない

Oasisがオンボーディングの

課題解決をサポート

入
社
初
期
フ
ェ
ー
ズ

リモート下における

オンボーディングの課題

リモート下におけるオンボーディングの課題解決

O
J
T
フ
ェ
ー
ズ

✓遠隔でも新入社員・中途社員が集まる場の提供

✓集合研修・グループ研修の場として活用

✓経費や勤怠管理などバックオフィススタッフと
常時コミュニケーションが取れる環境の提供

✓定期的に同期会、経営層とのシャッフルランチといっ
たコミュニケーション機会を創出

✓OJT担当と協働する場としての活用

✓OJTフェーズの教育状況の見える化

✓メンターとの相談の場として活用



新入社員/中途社員の
専用ルームを作成。
対象者には基本的に
毎日ログインをしてもらう

経理や人事、ITサポートといった
バックスタッフのカウンタースペース

集合研修・グループ研修の場と
して活用

フリートークや雑談などを行う
オンライン上のフリースペース

フロア内のテーブルに着座すると
すぐに音声会話の開始が可能。

Oasisがオンボーディングの課題解決を支援

テーブルに着座するとすぐに
会話が開始できる

働き方見えるか機能で、メンバーの
Oasisのアクセスログを可視化。
各メンバーの利用状況をモニタリング。



6か⽉間のOasis活⽤を通じリモートワークにおけるオンボーディング活動の質向上を⽀援。

※弊社は基本的にツール環境の提供となります。

Oasisオンボーディング対策プラン



ビデオ会議システムの場合 Oasis の場合

情報発信
構造

メリット

✓１対複数名 ※数百⼈規模も可能 ✓１対複数名 ※30⼈程度が上限
✓1対１で複数組が会話可能

✓⼀度に多くの⼈数に情報を届けることが
可能

✓個別コミュニケーションをとる環境があり
参加者とのインタラクションは取りやすい

デメリット
✓⼀対複数名の構造上、⼀⽅的な視聴に
なりがち

✓参加者とのインタラクションがとりずらい

✓⼀度にセミナーに参加できる⼈数は
30名程度

ビデオ会議システムとの違い



参考：仮想オフィスの効果

仮想オフィスを始めてから、話しかけやすくなった。
相手の状況がわからないと、話しかけて良いかわからず、気を使ってテキストベースで
聞く→相手もテキストベースで返す→細かいニュアンスを伝えるために文章がどんどん
長くなる…

直接話したら１分で終わることも、テキストベースで
書き込むことで、手間がかかる。億劫になってしまう。
結果、コミュニケーションが減少してしまう。

バーチャルオフィスがあれば、ミーティングや作業が終わったことが一目瞭然。
普段捕まえにくい上司やマネージャーに対しての話しかけもスムース
になる。

検証内容 バーチャルオフィスの導入による会話量の変化

結果
期間の従来利用しているslackの書込み数が25%減少
上司や部下への話しかけがしやすくなり、業務におけるストレスが減少
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参考：リモートワークにおける音声チャットの有用性

リモート環境下における社内コミュニケーションを円滑にする手段として、音声チャットを利用する企業は増加傾向。

音声チャットは、カメラを使わないで話せるので
化粧や背景を気にせずにいつでも気軽に話せ
るので嬉しい！
（人事30代女性）

電話をかけたりWEB会議を開始するのは気を
使うし、調整も必要なのでついつい億劫に。基
本的に繋がっていて話しかけられる環境がある
のはありがたいです！（総務30代女性）

音声チャットを使うことで相談がしやすくなって
感動した。
（エンジニア40代男性）

web カメラを付けっ放しにしておくことに対して
心理的な抵抗があるが、ボイスチャットなら常
時接続にもストレスを感じない。まるでその場
にいるような感覚。（エンジニア30代男性）

音声チャット利用者の声
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5つの機能紹介

①バーチャルオフィス機能

②ステータス管理機能

③コミュニケーション機能

④イベント機能

⑤働き方見える化機能

14



①バーチャルオフィス機能について

自分の好みの場所をクリックし
移動が可能。
同じ部門のメンバーで集まり近い距離で一緒に仕
事ができる。

オンラインワークスペースで、近い距離感でメンバー同士がコミュニケーションを図ることが可能。
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②ステータス管理機能について
利用者は、入室/退室、トークOK/トークNG/離席中/休憩中/MTG中/移動中のステータスから、自分のステータスを

選択し周知することが可能。相手が見えないテレワークでも、”話しかけ”がスムースに。

ユーザー一覧を表示。
各メンバーのステータ
スが
一覧で確認でき、会
話可能な相手に即
座に話しかけることが
可能。

「入室/退室」、「トークOK/トークNG/
離席中/休憩中/MTG中/移動中」の
ステータス選択が可能
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③コミュニケーション機能について

❷複数名で会話できるユニットチャンネル
音声と絵文字、テキストで複数名でコミュニケーションができる。
画面共有も可能。
主にMTGや休憩時間のメンバーとのコミュニケーションに利用。

Oasisでは、3種類のコミュニケーション機能を準備しています。

❸個別にメッセージができるダイレクトメッセージ
絵文字、テキストで1to1コミュニケーションが可能。
主に”話しかけ”や個別メッセージのやり取りに利用。

❶気軽に今を共有できるステータスメッセージ
テキスト、絵文字でひとことであなたが今何しているを共有。
相手の見えにくいリモートワーク渦において気軽に今を共有できる機能。
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ステータスメッセージについて
今取り組んでるタスクや今の気分をひとことでみんなに気軽に共有できます。投稿に対して「いいね！」「お疲れ様」など
絵文字でリアクションをすることが可能。

無機質なコミュニケ―ションになりがちなリモートワークにおいて、絵文字でカジュアルに気持ち
や感情を伝えあうことでコミュニケーションを活性化。

つぶやき投稿 ユーザーステータス タイムライン
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音声会話/画面共有/Youtube動画共有
に対応

ユニットチャンネルについて
座席についてユニットチャンネルに参加すると、すぐに音声・絵文字、テキストでコミュニケーションを始めることが可能。

ストレスなく上司や同僚とコミュニケーションをとることが可能。

チャットエリア

参加メンバー一覧

※画面共有機能は有料オプション対応となります。 19



ユニットチャンネルについて

※画面共有機能は有料オプション対応となります。

絵文字によるリアクション機能

画面共有

音声チャット テキストチャット絵文字
（リアクション）

Youtube動画共有

相手の反応が見えにくいオンライン会議を
絵文字で活性化。みんなのリアクションがスクリーン上に

可視化されるため、プレゼンターと視聴者が一体となりプレゼンテーショ
ンを進めることができます。

主な機能
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https://drive.google.com/file/d/19uZpkm0GOryWyfIUWgdEMdD_uhJUYRXn/view



ダイレクトメッセージについて
スペース上のアイコン及びメンバー一覧から会話したい相手のステータスを確認し、個別チャットで”話しかけ”ができます。

相手の状況がわかるから「あの案件どうなっていますか？」「相談したいことがあります」といった
会話がスムースに。
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④イベント機能

Oasis内で簡単にイベントページの作成と周知が可能。歓迎会やランチ会など社内の交流を活性化や
オンライン講座を通じた自発学習の場として展開。
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現在準備中



④イベント機能
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イベント告知

現在準備中

社内イベント/オンライン講座

社内交流イベント・グループ研修を
よりアクティブに



⑤働き方見える化機能（管理者機能）

どこからアクセスしているかリモートワークとリアル出社のハイブリットにも対応。

多様な働き方にも柔軟に対応しながら、利用者に負担をかけることなく就労状況を見える化。

Oasisを利用しながら、どこから業務を行っているのか、今どのような状態なのか
を利用者は設定。行動データとして蓄積。
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働き方DASHBOARD by Google Data Portal
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現在準備中



働き方DASHBOARD by Google Data Portal
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現在準備中



ご利用料金について
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提供価格
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■提供価格

■導入コンサルティング費用： 月額15万円～
■エンタープライズ版：VPNへの対応、カスタマイズなど詳細は担当者にお問い合わせください。

1フロア 2フロア 3フロア 4フロア
初期費⽤ \33,000 \66,000 \99,000 \132,000

30⼈まで 31⼈以上 40 50 60 70 80 90 100
⾳声のみ \19,800 ⽉額\800/⼈ \28,600 \37,400 \46,200 \55,000 \63,800 \72,600 \81,400
 メンバー利⽤状況分析あり \36,300 \48,000 \61,200 \74,400 \87,600 \100,800 \114,000 \127,200

30⼈まで 31⼈以上 40 50 60 70 80 90 100
画⾯共有あり \22,000 ⽉額\980/⼈ \32,780 \43,560 \54,340 \65,120 \75,900 \86,680 \97,460
 メンバー利⽤状況分析あり \38,500 \52,180 \67,360 \82,540 \97,720 \112,900 \128,080 \143,260

合計利⽤⼈数

合計利⽤⼈数



提供価格
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システム利用料のみ 導入支援プラン 小計

初期費用

6.6万円
 2フロア利用

22万円
 オンボーディングプログラム策定支

援

28.5万円

月額費用

（6か月間）

23.1万円
 3.85万円×6か月間

33万円
 導入後3か月間

 月次MTGの中で利用状況を伺

いながらプロフラム改善を図る

56.1万円

■30人・6か月間の場合

合計 84.6万円合計 29.7万円



導入支援プランの進め方
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プログラム開始

 課題整理

 目標設定

 プログラム策定

関係者への
ガイダンス

オンボーディング
プログラム設計

 マネージメント層、

新入社員、その他関

係者に趣旨と役割を

ご説明

 オンボーディング実

施

 フィードバック

効果検証

 各社へのアンケート

実施

 離職率測定



オプション：オンライン研修プランのご提供（座学＋ワーク）
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御社の人材レベルアップをサポートさせていただきます。費用については都度お見積りさせていただきます。

若⼿社員（1年⽬〜3年⽬）のための仕事の進め
⽅研修
内容︓役割期待を理解し、仕事を進めるためのPDCAとタイムマ
ネジメントのポイントを体感演習を通じて理解します。⾃⼰成
⻑のためのアクションプランも作成します。
⽇数︓1⽇

管理職のためのリーダーシップと部下育成研修
内容︓リーダーシップを発揮したマネジメント⼒と、部下育成
⼒を強化します。
⽇数︓2⽇

ビジネス⽂書研修(議事録編)
内容︓議事録に焦点をおいたビジネス⽂書研修です。議事録の
果たす役割、議事録を作成する⽬的を理解した上で、実際に映
像を⾒ながら議事録を作成することでビジネス⽂書⼒を磨きま
す。
⽇数︓1⽇

アンガーマネジメント研修
内容︓怒りの感情をコントロールすることにより、社内外でよ
りスムーズなコミュニケーションを図れるようにします。
⽇数︓3時間

ロジカルシンキング研修
内容︓MECEやロジックツリーなど、論理的思考のフレームワー
クを学習し、ケーススタディを⽤いて机上の理論ではなく実⽤
可能なスキルの習得を⽬指します。
⽇数︓1⽇

OJTトレーナー研修
内容︓OJTトレーナーとしての役割・意義をしっかりと認識させ、
現場指導・育成スキルの基盤を醸成し、活動状況をトレーナー
間で共有し、トレーナー活動のブラッシュアップを図ります。
⽇数︓1.5⽇



フロアバリエーション

30人規模の小規模セミナー、
社内研修などでの利用が

可能なセミナーホールタイプ。
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最大10人でのMTGが
可能なワークスペースタイプ

ユニット数が多い
最大6人でのMTGが

可能なワークスペースタイプ

上記以外にもフロアバリエーションは順次拡充



機能紹介｜フロア拡張構造

アカウント

フロアA フロアB フロアC

各部門でワークスペース
として利用

各部門でワークスペース
として利用

社内研修/部会/朝礼などに
利用
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B)学習塾・教育機関向け

Oasis For Education
A)企業向け

Oasis For Office

C)展示会向け

Oasis For Conference

Oasisシリーズ展開
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