evo 新 機 能

Web面談＆Webオープンキャンパス対応機能
新型コロナウイルスの流行により、多くの学校様が開催しているWeb面談＆Webオープンキャンパスを
さらに効率よく管理する事を目的として下記の対応をいたします。

１

Web面談申込フォームの新設

２

Webオープンキャンパスをサポート

新機能の追加で、Web開催イベントの対応がevoひとつで可能に！
Web 面談・Web オープンキャンパスごとの
個別フォーム設定に対応

予約した Web イベントについての
リマインドメールの送信

Web 面談担当者の対応枠自動調整

Web イベントに参加する学生の個人情報や
参加フラグの取得・管理

Web イベント参加者からアンケートデータの取得

YouTube などの動画配信、Live 配信を使用した
オープンキャンパスの予約・公開に対応

１

Web面談申込フォームの新設
面談申込フォーム作成、定員枠設定、面談担当者設定、予約者管理、 受付URLの自動送付、面談の参加まで
Web面談に必要な設定が一括で行えるため、evoのみで業務の効率化が実現します。
Web 面談 参加フロー

1.Web 面談申し込み

2.Web 面談受付後 ( 参加案内画面 )

10:12

3.Web 面談開始

10:12

申し込み完了
Web 面談 / 申し込みフォーム

情報入力

内容確認

送信完了

予約者にサンクスメールが
送信され、記載された URL から
参加受付フォームにアクセス

Web 面談 / 参加受付フォーム

受付ありがとうございます。
下記ボタンをクリックして面談を開始してください。

参加希望オープンキャンパス

Zoom の場合

1 希望面接

学校説明
毎週月曜日に開催しています。( 約 40 分 )
本学について幅広くご相談いただけます。

ミーティング ID

xxxxxxxxxx

パスコード

Abc0123

お金について
毎週土日に開催しています。( 約 1 時間 )

Zoom を起動する

普段聞きづらい、受験から卒業までにかかるお金に
ついて幅広くご相談いただけます。

予め指定した時間に

2 希望日時

リマインドメールを送信

2020/11/22( 月 )

このメールからもアクセス可能

10:10
[ 満員 ] 12:10

※繋がらない場合、下記 URL にアクセスしてください。
https://zoom.us/meeting/xxxxxxxx/

面談受付＝参加フラグ
を自動で管理

その他の場合
下記の URL にアクセスしてください。

事前に設定した

https://skype.com/xxx/xxx/xxx/xxx/

面談日 / 開催時間を表示

面談担当者の自動アサイン、
事前アンケートも取得可能

Zoom / Google Meet / Webex / Skype など、様々なオンラインツールに対応。
※Zoom では API 連携も可能

予約した Web 面談の URL など
面談方法の案内を表示

※Zoom API 連携について ……

※画面はイメージです

・Zoom 連携では Zoom に登録されているユーザーと evo アカウントを紐づけて
操作を行うため、Zoom ライセンス（有償プラン）の購入が必要になります。

２

Webオープンキャンパスをサポート
現在の各種OCメニューにWebオープンキャンパス対応を追加し、
下記のようなWebイベントの対応がevoひとつで可能になります。

事例 1

YouTube ライブなどを使って LIVE 配信オープンキャンパスを開催する

事例 2

Zoom ミーティング / Zoom Webinar を使ってオープンキャンパスを開催する

WebOC 参加フロー

1.WebOC 申し込み

2.WebOC 受付後 ( 参加案内画面 )

申し込み完了

10:12

WebOC / 申し込みフォーム

情報入力

内容確認

予約者にサンクスメールが
送信され、記載された URL から
参加受付フォームにアクセス

3.WebOC 開始

10:12

WebOC / 参加受付フォーム

受付ありがとうございます。

送信完了

下記ボタンをクリックして面談を開始してください。

参加希望オープンキャンパス
Zoom の場合

2020-11-22 Youtube ライブ OC 配信
2020-11-30 Zoom 個別相談会
2020-12-01 ZoomWebinar ライブ OC

事前に設定した
開催日 / 開催時間を表示

予め指定した時間に
リマインドメールを送信
このメールからもアクセス可能

ミーティング ID

xxxxxxxxxx

パスコード

Abc0123

Zoom を起動する

受付＝参加フラグ
を自動で管理

※繋がらない場合、下記 URL にアクセスしてください。
https://zoom.us/meeting/xxxxxxxx/

その他の場合

予約した WebOC の
動画 URL などの案内を表示

下記の URL にアクセスしてください。
https://skype.com/xxx/xxx/xxx/xxx/

※画面はイメージです

２

Webオープンキャンパスをサポート + Cam→Pass
さらに evo オプション【Cam→pass】を利用すると…
1 つのオープンキャンパスで複数のイベント (YouTubeライブ /Zoom ミーティングなど ) を開催する

事例 3

プログラムごとに参加フラグの取得が可能
1 つの OC に複数プログラムを紐付けて、プログラムごとに Live 配信などの開催が可能
「事前アンケート」だけでなく「参加後アンケート」の取得が可能

Cam→Pass 利用

1.WebOC 申し込み

2.WebOC 受付後 ( 参加案内画面 )

申し込み完了

10:12

WebOC / 申し込みフォーム

情報入力

内容確認

WebOC 参加フロー

予約者にサンクスメールが
送信され、記載された URL から
参加受付フォームにアクセス

10:12

WebOC / 参加受付フォーム

WebOC の参加受付フォームです。

送信完了

参加希望オープンキャンパス名
2020-11-22 秋のオープンキャンパス

3.WebOC 開始

本プログラムでは Zoom を利用しますので

受付＝参加フラグ

準備をお願いいたします。

を自動で管理

11:00〜12:00 模擬授業 Youtube 配信

2020-12-30 冬のオープンキャンパス
12:00〜13:00 Zoom 個別配信
11:50 から受付可能です。

参加希望プログラム

13:00〜14:00 Zoom 学校説明会

当日のスケジュールはこちら
11:00〜12:00 法律学科 模擬授業 Youtube 配信
12:00〜13:00 経営学科 Zoom 個別配信
13:00〜14:00 経営学科 Zoom 学校説明会

Cam→Pass 限定機能

12:50 から受付可能です。

予め指定した時間に
リマインドメールを送信

4.WebOC 終了後
Cam→Pass 限定機能

参加する

参加後アンケート

このメールからもアクセス可能
複数ライブごとに
参加日を取得

面談終了後、参加後アンケートの
フォーム URL をメールで送付

希望の OC を選択後
さらに細かくプログラムを選択できる

※画面はイメージです

