2014年3月3日

面接官と女子学生、各200人に聞きました！ 新卒採用面接の最新事情

初対面の印象を決めるのは「目力」！
面接に差をつける！？ ただし、バレたらアウト・・・
目の健康を考えた使い捨てコンタクトレンズを提供する、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー
（本社：東京都千代田区、代表取締役プレジデント：デイビッド・R・スミス）は、本格的な採用面接シーズンを前に、2014年度
新卒採用面接を経験した大学4年の女子学生と企業の採用面接担当者各200名を対象に、「新卒採用面接と瞳の魅力に関
する意識調査」を実施しました。
その結果、面接の際に「見た目」が与える印象は大きく、特に「目力」については9割以上（92.5％）の面接担当者から初対
面の印象を左右しているという声が聞かれました。おしゃれ用カラーコンタクトレンズについては、瞳の虹彩をもとにした自然
なデザインが圧倒的な支持を集める一方で、明らかにカラーコンタクトレンズを着けていると分かるデザインは避けられる傾
向にあり、レンズ選びのポイントが“自然な”大きさで、輝きのある瞳であることが分かりました。実際、学生自身も、4人に3人
（75.0％）が「自然に見える色・デザイン」を重視してカラーコンタクトレンズやサークルレンズを購入しており、自然に目力を
アップさせる術を心得ているといえそうです。

「新卒採用面接と瞳の魅力に関する意識調査」 －調査結果－
Q. 【面接担当】採用面接の際、「見た目」「話し方」
「話の内容」は、初対面の印象の何％程度を占めるか？
企業の採用面接担当者に、新卒女子学生の採用面接において、（全体が100となるよう0～100の整数を記入）n=200

■初対面の印象に最も影響するのは、「目力」！？

「見た目」「話し方」「話の内容」は、それぞれ、初対面の印象のどれくらい
を占めるか聞いたところ、「見た目」の平均は34.3％と、「話し方」（平均
32.8％）、「話の内容」（平均32.9％）と同じくらい影響していることが分かり
ました。

話し方
32.8%

そこで、面接の際、「見た目」を構成する主な要素について、初対面の
印象にどれくらい影響するか、2014年度新卒採用面接を経験した大学4
年女子に質問してみたところ、「しぐさ」「服装」「髪型」「目力」「化粧」「肌」
の順に。 一方で、実際に面接を行った担当者に同様の質問をしたところ、
「目力」 「服装」「しぐさ」 「髪型」 「化粧」「肌」の順に影響度が高いという
結果になりました。

見た目
34.3%

話の内容
32.9%

トップの「目力」については、9割以上（92.5％）の面接担当者が「影響アリ」と回答しました。“目は口ほどに物を言う”とい
う通り、瞳の印象は、初対面のコミュニケーションに影響を与えていることが分かります。
Q. 【学生】採用面接の際、初対面の印象に与える影響は？
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Q. 【面接担当】採用面接の際、初対面の印象に与える影響は？
（SA）（％）n=200
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■カラコンとバレたらアウト！？ さりげなく自然な大きさで輝きのある瞳がポイント
瞳が魅力的であれば、面接における印象も良くなるはず。昨今、瞳の
色を変えたり大きく見せたりするコンタクトレンズ装用を、面接対策の一
つとして考えている女子学生も多いのではないでしょうか。そこで、採用
面接担当者に、面接の際、カラーコンタクトレンズやサークルレンズを
装用している学生についてどう思うか、フリーアンサーで聞いたところ、
「本人に似合っており、違和感がなければ、自己アピールの一環」とす
る人がいる一方で、「明らかにカラコンと分かる不自然な色や大きさ、
デザインは、不適格」という厳しい声が多く聞かれました。

Q. 【面接担当】印象が良いと感じる瞳は？
（SA）（％）n=200

実際、採用面接担当者に、デザインを少しずつ変えた画像を見せて、
最も「印象が良い」と感じる瞳を選んでもらったところ、瞳の虹彩をもと
にしたデザインをつけた瞳が圧倒的な支持を集める一方で、瞳の虹彩
をもとにしていないデザインやカラコンと分かるレンズをつけたタイプを
選ぶ人はごく少数でした。

Q. 採用面接で、カラコンやサークルレンズを着用している女子学生をどう思う？ — フリーアンサーより —
・ 「明らかに不自然な場合は印象が悪くなるが、違和感がなければ化粧をすることと同じ感覚で受け止められる」（男性・57歳）
・ 「常識的で自然であればよいが、不自然な見た目の場合、常識がないと判断される」（男性・53歳）
・ 「明らかに自分の容姿や服装に不似合いであると感じた場合、自分自身を客観的に見ることができず、単に流行に流されている
だけの人間だと判断する」（男性・54歳）
・ 「自身のアピールとして好感はある。ただし、似合わない場合は、大きなマイナス点になる」（男性・48歳）
・ 「ひとつの身だしなみで、学生にあっていれば良いと思う」（男性・51歳）
・ 「輝きをもてるので良いのでは」（男性・34歳）

■おしゃれ用コンタクトレンズ選び、 4人に3人が「自然に見える色・デザイン」を重視
そこで、2014年度新卒採用面接を経験した大学4年女子で、カラーコンタクトレンズの利用経験がある人に、購入時に気
にしていることを聞いたところ、「自然に見える色・デザイン」（75.0％）がトップにあがっており、理想的な瞳としても「自然に
大きく見える瞳」が75.0％の支持を集める一方で、「とにかく大きな瞳」と答えた人はわずか7.5％に留まりました。この春に
新社会人となる女子は、自然に目力をアップさせる術を心得ているといえそうです。

Q. 【学生】カラコンやサークルレンズを購入するとき
気にしていることは？（MA）（％）n=40

Q. 【学生】理想的だと思う瞳の種類は？
（MA）（％）n=40
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■印象が最も良いと答えたのは、白目と黒目の比率＝「1 : 2 : 1」
また、企業の採用面接担当者に、白目と黒目のバランスを少しずつ変えた画像を見せて、最も「印象が良い」と感じる瞳
を選んでもらったところ、支持を集めたのは、白目と黒目の比率が「1 : 2 : 1」のタイプ（42.5％）。日本人の平均的な瞳の比
率は、「1 : 1.5 : 1」といわれていますが、「1 : 2 : 1」のほどよい白目と黒目のバランスは、面接での印象に影響を与えてい
る可能性もあるかもしれません。

■安全性に配慮した、確かな品質のレンズ選びが重要
カラーコンタクトレンズやサークルレンズは、この数年で若年層に浸透し、不適切なレンズの使用方法や、医師の処方な
しで購入することによる、眼障害の問題などが昨今話題になっています。そこで、カラーコンタクトレンズやサークルレンズ
の使用経験者を対象に、安全性に関する認知度を質問したところ、カラーコンタクトレンズが高度管理医療機器であること
は5人に1人が、サンドイッチ構造など安全性に配慮したレンズの存在については4人に1人が、「まったく知らない」と回答
しています。また、購入時に医師の処方が必要なことを「まったく知らない」とする学生も12.5％見られました。コンタクトレ
ンズは、眼科医の処方のもと、確かな品質のレンズを選択することが非常に大切です。
Q. 【学生】カラーコンタクトレンズやサークルレンズを安全に使用するための知識について、
どの程度知っているか？（SA）（％）n=40
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【調査概要】
•
•
•
•

調査主体：
調査期間：
調査方法：
調査対象：

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー
2014年2月7日（金）～11日（火）
インターネット調査
2014年度新卒採用面接を経験した大学4年生女子 200名
企業の採用面接担当者（直近3年以内に、新卒予定学生の採用面接を担当した会社員）200名

◇ ワンデー アキュビュー® ディファイン® シリーズ
ワンデー アキュビュー® ディファイン® 自然に大きく、瞳きらめく
ワンデー アキュビュー® ディファイン® には3つのデザインがあります。
なりたいイメージやシーンに合わせて選べるデザインは、瞳に存在する虹彩模様をもとに開発。自然になじんで黒目
を大きく見せます。なかでも＜ナチュラル シャイン®＞は、ダークグレーのリングにハイライトのレイヤーを重ねたデザ
インによって、より自然で明るく輝く印象を演出します。
■ ワンデー アキュビュー® ディファイン®

ナチュラルに、きらめく
＜ナチュラルシャイン®＞

やさしく、フェミニン
＜ヴィヴィッド スタイル＞

凛として、印象的
＜アクセント スタイル＞

■ ＜ナチュラル シャイン®＞のデザイン特性
ハイライトレイヤー採用の2色構造

実際に装用したとき目にちゃんとなじむ

瞳を自然に大きく見せる、ダークグレーのベースデザインに、
シャンパンゴールドのハイライトを重ねた、ナチュラルで
ありながらきらめきを内包したデザインです。

瞳に存在する虹彩模様をもとに開発されているため、実際
に装用したとき目になじむデザインになっています。

黒目の色が薄い場合の虹彩模様

ワンデー アキュビュー® ディファイン® の安全性への配慮
色素が直接目に触れない。

■色素が直接目に触れない構造

内径が広く、視野を遮らない。

レンズ素材で色素をサンドイッチし、直接、色素が
瞳に触れない設計にしています。

酸素がたっぷりと通る素材

■紫外線対策
瞳に有害といわれる紫外線をしっかりカット。
紫外線B波を約97%、A波を約81%カット※1※2し、
瞳への紫外線対策にも配慮しています。

レンズの構造（イメージ図）

■酸素がたっぷりと通る素材
瞳に必要な酸素が通る素材を使用。着色部でも、色
素の微細な粒子の間を通って、酸素が瞳まで届きま
す。これは、ワンデー アキュビュー® と同等の酸素
透過率です。※3
※1 Johnson&Johnson VISION CARE INC.データより
※2 UV吸収剤を配合したコンタクトレンズは、
UV吸収サングラスなどの代わりにはなりません。
※3 酸素透過率（Dk/L値)33.3×10-9 （cm・mLO2/sec・mL・mmHg）
測定条件35℃（-3.00Dの場合）

レンズ断面拡大イメージ

ワンデー アキュビュー® ディファイン® 製品概要

製品名

ワンデー アキュビュー® ディファイン® <アクセント スタイル>
ワンデー アキュビュー® ディファイン® <ヴィヴィッド スタイル>
ワンデー アキュビュー® ディファイン® <ナチュラル シャイン®>

価格

オープン価格

内容

1箱30枚入り

販売名

「ワンデー アキュビュー ディファイン a」

承認番号

21700BZY00541000
効能効果：視力補正、虹彩又は瞳孔の概観（色、模様、形）を変えること。

◎ コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず事前に眼科医にご相談の上、検査・処方を受けてお求めください。
◎ ご使用の前に必ず添付文書をよく読み、取扱い方法を守り、正しく使用してください。

＜ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニーについて＞
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニーは、1991年に世界初の使い捨てコンタクトレンズ
アキュビュー ® を日本に導入して以来、常に使い捨てコンタクトレンズ市場をリードし続けてきました。現在、様々な
ユーザーのニーズにお応えするため、12種類のタイプの異なる使い捨てコンタクトレンズをラインアップしています。
※この情報は発表時点での情報です。
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