
特性をイメージで表現。

順応できる職務の幅を判定。

配属の適性を診断。
面接で深堀り（質問）すべきポイントを具体的に指摘。

“瞳が大きい＝達成欲求が強い“など、
わかりやすいイメージで表現します。

幅が広いほど、大きな数値を表示。複数
の候補者との比較がしやすくなります。

適性の高い職種と低い
職種を表示。採用後の
配置の参考になります。

積極性が高く、従順性が低いと診断された応募者には、「強い言い方に
反発を感じると出ましたが、自分ではどう思いますか。学校の先生やバ
イト先などでの社員との関係はどうでしたか」など、面接を想定して具
体的な質問例を表示。本人の特性を的確に把握する一助になります。

ご利用の流れ

お申込み 会員サービスグループ宛に電話またはＦＡＸでお申込みください。
※オプションをご希望の場合は、その旨をお伝えください。
(電話：052-221-1931　FAX: 052-221-1935)

検査用紙のお届け 検査用紙一式（実施マニュアル・設問用紙・回答用紙）を
電子メールでお送りします。

検査の実施 必要部数を貴社にてコピーして頂き、検査を実施してください。

回答用紙の送付 回答用紙をＦＡＸまたは郵送でお送りください。
(FAX: 052-221-1935)

検査結果のお届け 検査結果をパスワード付PDFファイルにして、当日または翌日に
ご担当者へ、電子メールで返送します。
※採用シーズン時のご利用や実施人数によっては、返送日をご相談させて頂く
　場合がございます。

ご請求 1か月毎のご利用実績に応じ、ご請求させていただきます。

診断料金

組織活力測定  全社または部署単位 一人あたり500円

職場適性診断 申込書 （ＦＡＸ 052-221-1935 にてお申込み下さい）

愛知県経営者協会　会員サービスグループ
〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル7Ｆ
電話：052-221-1931　FAX: 052-221-1935

人材の採用や人材育成に効果を発揮します

愛知県経営者協会『CUBIC』の特色
特色1

特色2

特色3

個人の性格・ストレス耐性・社会性が分かる！
個人の性格から適職を診断！
一人500円※1、翌日までに※2電子メールで結果をご連絡

※1 会員企業限定価格
※2 当会営業日の15：00までに回答用紙をお送りいただければ、原則として翌営業日の午前中までに結果をご連絡いたします。
　　ただし、実施時期や人数により、お時間をいただく場合がございます。

H27.4

検査名 活用方法 対象 診断料金（税込）
採用適性検査 採用 新卒・中途採用の応募者 一人あたり500円

現有社員適性検査 人材育成 社員 一人あたり500円

複眼評価観察 360度評価
※評価者5名以上で
　お申込み下さい。

管理職、係長クラス以上、
リーダー候補者など

本人分500円と評価者（上司・同僚・部下など）
一人あたり500円を加えた金額
例．本人に対し9名の評価者の場合、合計で5,000円

※自己分析シート（オプション）をご希望の場合は、
　別途一人あたり200円

会社名

住所
〒

部署・氏名

電話

メール
アドレス

採用適性検査 組織活力測定
新卒
中途

人
人

人
人人

現有社員適性検査 複眼評価観察
本人
評価者

部署
人

ご
担
当
者

組織風土・
活力アップ

【お申込み・お問合せ】

1. どういう性格・パーソナリティか
2. ストレス耐性
　 （対人ストレス・目標ストレス・繁忙ストレス・拘束ストレス）
3. 職場での社会性（積極性・協調性・責任感など）
4. どういうことに意欲・やる気を出すか

診断項目

【配置適性】※通常はこちらが表示されます。 【面接時の留意点】※申込時にお申し出ください

5. 本人の性格特性
6. 心理要素（心の顔）イメージ
7. 自己評価
8. 採用判定
9. 職務配置適性 または 面接時の注意点

職場適性診断
『CUBIC』

STEP❶

STEP❸

STEP❹

STEP❺

STEP❻

STEP❷

採用
採用（新卒・中途）での活用
● 精神的に強い人材を採用したい。
● 採用したけれど、面接時の（良い）印象と違う。
● 定着率を良くしたい。
● 応募が多すぎる。面接する人数を絞りたい。

● 従業員一人ひとりの特性にあわせて効果的な
 人材育成をしたい。
● 自分自身の強み・弱みを知って能力開発に
 つなげたい。

人材育成
社員の人材育成での活用

● 管理職やその候補者の上司・部下・同僚など
 周りの人から見た評価を知りたい。
● 管理職やその候補者に自分の能力を客観的に
 把握させたい。

360度評価
リーダー・管理職育成での活用

● 職場に対する従業員の意識を知りたい。
● 問題が発生している部署・しそうな部署を
 把握し、職場風土の改善と問題の未然防止
 をしたい。

組織風土・活力アップ
職場風土改善での活用

オプション

選択

「仕事」と「組織」にマッチする
人材選び、社員の能力開発をサポートする

● 職場適性診断『CUBIC』とは ●
20分ほどの簡単な検査で、個人の性格、ストレス耐性、社会性、職場適性などが分かります。

新卒・中途採用後の配置の検討、従業員の配置や人材育成、
リーダーや管理職の360度評価にご利用下さい。



様々な能力を視覚的に表示。

能力の「自己評価」と「診断結果」を比較。

本人が診断結果を受け入れやすいよう、表現を工夫。

管理者としての行動ができているかを診断。

マネジメント能力などを
自己評価と他者評価で比較。

組織に対する社員のプラス評価、
マイナス評価が一目でわかる。

本人の強み・弱みを視覚的に把握でき
ます。特に弱みとなっている部分を自覚
させ、伸ばすような働きかけを行うこと
で能力全体の底上げが期待できます。

診断結果は高いのに、自己評価が低い場合は、本
人に自信を持たせる指導が必要です。能力の「自己
評価」と「診断結果」を比較することで、育成指導の
方向性がわかります。

管理者用の「個人特性分析シート」の表現を工夫し、本人が自分自
身の診断結果を受け入れやすいようにしています。

部署内での現状把握だけでなく、例えば、
業績の良い部署とそうでない部署を比較
することにより、改善すべき点を明らかに
できます。

「部下に適切な指示を与える」「仕事のことで気軽に話
ができる」など、管理者としての行動ができているか
を表示。職場での行動を見直すきっかけになります。

リーダーや管理職に求められる能力
を自己評価と周りからの評価で客観
的に把握できます。自分の能力を
客観的に見ることで、能力開発につ
なげることができます。

気質・態度・性格などの傾向を診断。

行動特性を具体的に表現。

職場で必要とされる性質を診断。

短時間の面接ではわかりにくいストレス耐性を診断。

“達成欲求”“自律欲求”など
10項目を診断。

社交的か、機敏か、几帳面かなど、環境の影
響を受けにくく、比較的変わりにくい性質を
診断。本人の本来の特性を把握できます。

「テキパキと行動して、思い立ったこ
とは素早く実行する」など本人の行動
特性を具体的に表示。採用後の職場
での行動をイメージしやすくします。

積極性、協調性、責任感など10項目
の強弱を診断します。

達成欲求が強い部下であれば、明確な目
標設定でやる気を出させるなど、採用後
の仕事や役割の与え方に活用できます。対人・目標・繁忙・拘束ストレス耐性の度合いを診断します。

順応できる職務の幅が広い応募者から順位づけ。
効果的な採用活動の一助として活用できます。

社員の能力開発のポイントや適性の把握、配置転換の参考に。

■[人事部門・職場管理者用] 個人特性分析シート
社員の性格特性、強み・弱み、適性の高い職務を把握でき、能力開発や配置の参考になります。

人材育成 1. 仕事に立ち向かう姿勢・組織立って仕事を進める能力
2. 心理要素（心の顔）イメージ
3. 職務達成度
4. 職務配置適性

■[本人用] 自己分析シート
検査結果をフィードバックすることで、社員本人が自分自身を正しく理解し、可能性を伸ばしていくきっかけになります。

上司・同僚・部下など、複数の目を通した人物評価で、自分を客観視するきっかけに。

360度評価 1. 上司・同僚・部下から見た職場での社会性、性格、適性配置
2. 本人と周りから見た能力の評価（実行力・根気強さなど）
3. 基本的能力とマネジメント能力
4. 職場での行動評価（指示の仕方、報告の求め方など）

社員の意識調査から組織の現状と問題点を把握、職場環境改善の一助に。
風土厚生面、人間関係、仕事の進め方等について、社員がどのようなことを感じ、考えているのかが分かります。

全社 または 部署単位組織風土・活力アップ

※“採用”の診断項目（1～4 のみ）もあわせて診断します。

1. 風土厚生面
 （職場の雰囲気、福利厚生の満足度、
  休日休暇問題など）
2. 人間関係
 （チームワーク、社員の定着性、
  管理者のマネジメント能力など）
3. 職務遂行
 （社員の能力発揮度、目標達成力、
  仕事への姿勢など）
4. 組織構造
 （仕事の役割についての理解度、
  目標方針の明確さなど）
5. 会社への評価

診断項目 診断項目

診断項目

上司・同僚・部下からの評価と本人の自己評価を比較することで、自分自身の能力の特徴や持ち味などを客観的に把握する
ことができ、能力開発の方向性がわかります。

社員 管理職、係長クラス以上、
リーダー候補者など対 象

対 象

対 象

採 用 新卒採用、中途採用時の
応募者見極めの参考に。
“貴社が求め、必要とする人物”であるかを診断します。新卒採用・中途採用の応募者対 象

順位一覧 ※申込時にお申し出ください
※申込時にお申し出ください

多数の応募者、または過去の応募者と比較しながら、貴社が必要とする人物であるか判断できます。

応募者の順位が一覧でわかります。

オプション オプション


