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３１年4月新規開園を予定する保育園経営者様必見！

大都市横浜と東京23区に挟まれた“保育士採用の超激戦区” 川崎市
開園まで残り6ヶ月・・・49名の保育士を採用しなければならない状況下で

窮地を乗り越えた保育士採用の方法とは！？

保育士採用成功事例を完全公開いたします！
株式会社 船井総合研究所
〒５４１‐００４１
大阪市中央区北浜４－４－１０
船井総研 大阪本社ビル

ＴＥＬ：０１２０-９６４-０００
（平日９：３０～１7：３０）
申し込みに関するお問い合わせ：櫻田
内容に関するお問合せ：西村優美子

ＦＡＸ：０１２０-９６４-１１１
（２４時間対応）

脱！即面接！お仕事説明会の実施！

お問い合わせNo.S030207

保育士キャリア採用セミナー

株式会社 TKC
理事長 田中孝太郎 氏
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Indeedでのダイレクトリクルーティングの実施！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
問い合わせ増！自社採用サイトの整備！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

現場職員による採用ＰＪチームの発足！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マッチング率高！リファラル採用の実施！
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特集 ／採用難時代に！ 保育士の応募数９９名採用数４９名を実現した秘訣

2017年9月

プロポーザル提案が見事選定され、新た
に認可保育園3園の開設が決まりました。

喜びと同時に、新園3園の保育士を採用
できるのだろうかという不安が湧き上
がってきたのです。

計算してみると、４月の３園開園に向けて、
新たに４９名の保育士採用が必要だとい
うことがわかりました。

以前、同じく新規園を開園する際に船井
総研に保育士採用のコンサルティングを
依頼したのですが、その際には無事18名
の保育士を採用することができました。

No.1

応募者９９名！
採用者４９名！

採用難の時代に
求職者が殺到した
保育士採用手法とは？

船井流「保育士採用」で、６ヶ月間
４９名の保育士採用に成功した株式会社TKC様のご紹介

神奈川県川崎市に、認可保育園４園、認定保育園４園を運営する。
「ダメな子なんていない。すべての子どもが天才なんだ」という理念に基づき、教育を展開している。
またTKC独自の挨拶や朝礼の実施による楽しくポジティブな職場は、職員からの評価も高く、採用力・定
着力にも大きな影響を与えている。

２０１８年４月、神奈川県に定員６０名の認可保育園2園、東京都に定員８０名の認可保育園１園の開園。

東京都23区、横浜市という大都市にはさまれ、人材が流出しやすいマーケットにある川崎市において、応
募者９９名、面接希望者７７名を集め、４９名を見事採用した実績を持つ。

この時、採用に成功した要因の1つとして
教えてもらったことが、12月までに採用
活動を終える計画を組むということでした。

それまでは「4月開園までになんとか間に
合えば…」と考えていましたが、その考え
では採用が間に合わない、採用活動に
失敗してしまうということを身をもって学ん
だのです。

そこでまずは、2017年12月までに
49名の保育士採用が可能となる計
画を立てることにしました。

昨年の自社採用の結果を元にして、計画
を立てた結果、 １１３名の方の応募、７
３名の面接が必要があるという数字が導
き出されたのです。

3園の認可保育園開園決定！
47名の保育士が必要…

株式会社TKC 理事長
田中孝太郎氏
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お仕事説明会は“即面接”ではなく
“体験型の説明会”であることから
応募のハードルが下がり、より法人
のことを理解したうえでの応募が増
えると教えていただきました。
そこで前回のお仕事説明会をさらに改良
し、株式会社TKC様独自の人財育成プロ
グラムである
・朝と帰りに実施する職員同士での“ハイ
タッチ”
・1日1回実施している、人のよいところを
見てお互いを褒め合う“ピグマリオンミー
ティング”
・失敗を恐れず挑戦し、一体感を作り出
すワーク“ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ40”
を説明会内で実施することにしました。

そうすることで、当社の魅力である、

明るく前向きな職場の雰囲気や当
社で働く職員のことをよりよく知っても
らえるようなプログラムに改良することが
できたのです。

これまでの実績に基づいて、適切な時
期・ターゲット選定と広告媒体・打ち出し
方を決定しました。

①時期：保育士の就職活動が最も
盛んになる秋開催＆在職中の保育
士も参加しやすい土曜日開催
②ターゲット選定と広告媒体：“求め
るターゲット”に合わせた媒体選定
③打ち出し方；当社の良さをわかっ
てもらうため、“即面接”ではなく“お
仕事説明会”であることの強調＆参
加のしやすい広告文の作成

そして、応募者１１３名・面接者７３
名を目標に、新園開園に向けた採用活
動を始めたのです。

神奈川県は毎年、保育園数が増え、有
効求人倍率は３倍を超えています。さら
に新園開設予定地である川崎市は、北
には東京都23区、南には横浜市と大都
市にはさまれており、どんどん人材が流
れてしまっているのです。

そんな中で、他の園と同じ採用方法
を取れば、成果が下がってしまうこ
とはわかっていました。

しかし、もし人材紹介会社に頼れば、１
人５０万円～６０万円の紹介料が
かかってしまう・・・。

もちろんそこまでのコストをかける余裕は
ありません。なんとか方法を考えるしか
ありませんでした。

そこで、以前、船井総研のコンサルティ

ングを受けていた際に作成した潜在保
育士と在職中の保育士の両方に
アプローチでき、法人の魅力を十
分に伝えられる“お仕事説明会”を
再度検討することにしたのです。

特集 ／ 採用難時代に！ 保育士の応募数９９名採用数４９名を実現した秘訣

Time 所要時間 実施内容 ポイント

10:00 10分 事前ガイダンス
アイスブレイク。司会者が会場の空気を温める。流れの説明。
「２．保育士紹介」まで実施

10:10 15分 施設内紹介 施設や普段の仕事のこだわりを紹介

10:25 20分
法人説明

プレゼンテーション
法人の魅力を伝える。

10:45 10分 休憩 トイレ休憩など（運営側はこの時間に積極的に声がけを行う）

10:55 20分 座談会実施 グループごとに職員が配置し、質疑応答を行う

11:15 20分
（10分×2回）

簡易グループワーク テーマを二つ準備する

11:35 10分 アンケート記入 応募意欲の確認と、応募者のスキルチェック

11:45 - 終了

11:50 - 個別／集団面接 必要に応じて実施

法人説明会プログラムの再検討

応募数を最大化し
会社の魅力を十分に伝えられる
“お仕事説明会”の企画

船井総研の企画書より「採用計画」の作成

より多くの求職者に応募して
もらうための３つのポイント
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職員が楽しく働く様子

各媒体からお問い合わせいただいた方

７９名中５８名、職員から紹介された
方２０名中１９名の計７７名が面接
を希望されました。

実に参加者の８５％が面接を希望し
てくださったのです。
結果的に応募人数は目標に届くまでに、
面接応募者が目標を達成したことで予
定よりも少ない説明会回数で面接の
フェーズに移行することができました。

ここまで多くの方が面接を希望してくだ

さった理由の１つは採用活動を職員
を巻き込んで行ったことにあると考え
ています。

・職員が楽しそうに働いている様
子を見ていただけたこと
・ワークを通じて職員と親密な交流
を図れたこと
・当社こだわりの教育プログラムに
取り組む職員と園児の生き生きと
した姿を見ていただけたこと
により、多くの参加者に当社の雰囲気
や職員の様子を知っていただき、
当社の理念や保育内容への理解
を深めていただくことができたので
はないかと思います。

さらに転職活動を経て当社に入社
した職員との座談会も準備し、求職
者の悩みをすべて解決できるように心が
けたことも、大きな要因の1つだと考えて
います。

最近の特徴として、WEB経由でのお問
い合わせが急増していることがあげら
れます。そこでこれまでも活用してきた
WEB媒体の掲載に加え、Indeedを活用す
ることで、媒体を介さずにダイレクトに求職
者にアプローチできる環境を整えました。
さらに、ＷＥＢ媒体の主な流入先となる採
用サイトについては、求職者が求める情報
を増やし、さらに法人のことがよくわかるよう

に職員の紹介に力を入れるなど、求職者
にとって魅力ある採用サイトへと改良
も進めました。

また紹介制度を活用したリファラル採
用にも力を入れました。当社の現役保育
士にお願いして、友人や知人の保育士に

採用説明会を紹介してもらったので
す。リファラル採用は、当社の魅力をわ
かっている職員が紹介してくれるため、入
社後の定着率が高いことが特徴としてあげ
られます。

結果的に、

・各種媒体や採用サイト等から５５名
・職員からの紹介２０名
・就職フェアから２４名

と、各回合計で９９名に参加して
いただくことができたのです。

現場職員を巻き込んだプロジェク
トチームによる採用活動が秘訣

信頼関係を築く座談会

特集 ／ 採用難時代に！ 保育士の応募数９９名採用数４９名を実現した秘訣

Indeedによるダイレクトリクルー
ティングと採用サイトの活用

社員紹介でマッチング率高！
リファラル採用の実施！



Copyright  2018 Funai Consulting  Incorporated  All  rights reserved
（禁無断複写複製） No.4

子どもたちが毎日を楽しく過ごすために
は、まずは先生たちが楽しむことが大切
だと考えているからです。

職員が楽しくない環境では子どもたちも
「楽しい」という感情を抱くことはできませ
ん。ですから、職員が笑顔で自信を持っ
て生き生きと働けるように、理事長自ら心
がけているのです。

人材紹介会社に頼ることなく、安定的に
採用活動を実施できるようになったことで

①事業戦略が立てやすくなった
②育成や研修に力を注げるように
なった
ということを強く実感しています。

また、採用活動に協力してくれている職
員の成長も船井流採用活動の成果の一
つです。２～３年目の伸び盛りの保育士
を採用プロジェクトチームメンバーに任命
したことで、一緒に働く仲間を見つける“採
用活動”を通じて、大きく成長してくれたこ
とをとても嬉しく思っています。

現在では、キャリア採用活動については、
採用プロジェクトチームが計画から説明
会運営に至るまで、私の力を借りず、主
体的に実施してくれるようになりました。

そのような職員のおかげで、私自身は、
理事長としてよりよい教育を広めていけ
るよう事業計画に集中することができて
います。

これからも「ダメな子なんていない。すべ
ての子どもが天才なんだ」という理念に共
感してくださる保護者のため、事業活動に
注力していきたいと考えています。

このように、当社の現場職員による協力

があったからこそ、当社が求める人財、
当社に合った人財を見極める採用
を展開することができたのです。

今回は結果として、４９名の保育士を
採用することができました。

今年度入職の先生方は今年4月から働
いていただいておりますが、昨年度入職メ

ンバー４７名のうち、お仕事説明会に
より採用した保育士が１人しか
退職していないことがわかりました。

その方の退職理由も家族の転勤というや

むをえない事情であり、当社の考えや
方向性に合わない等の理由での退
職する職員はいませんでした。

説明会を経て入社された方々が皆、当
社のことをよく知り、当社の理念や
考え方に共感した上で入社してくだ
さった結果だと思っています。

説明会で実施した株式会社TKC様独自
の人財育成プログラムは、職員の職場環
境を「より楽しく働きやすい環境」へと改善
し続けるために、当社が実施し続けている
プログラムです。

このように、「職場環境の改善」を理事長
として何よりも常に意識しているのには、
理由があります。

定着率向上にも貢献する
お仕事説明会

補充採用から計画採用へ
“人”の心配のない法人経営

特集 ／ 採用難時代に！ 保育士の応募数９９名採用数４９名を実現した秘訣
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（株）船井総合研究所
保育チーム

マーケティングコンサルタント

西村優美子

こんにちは、株式会社船井総合研究所
保育チームの西村優美子です。

株式会社TKC様が保育士採用に成功されたお話は、
いかがでしたでしょうか。

今回、株式会社TKC様は、

①お仕事説明会の実施
②Indeedでのダイレクトリクルーティングの実施
③自社採用サイトの整備
④リファラル採用の実施
⑤採用プロジェクトチームの発足
を軸に採用活動に取り組まれ、

9月からの6か月間で４９名の保育士採用
に成功されました。

私自身これまで、
「新しく開園する園ではこんな保育にこだわりたい」
「園児や保護者に選ばれる園にしたい」
そんな想いを抱きながらも、
「保育士が集まるか不安で仕方がない」
「保育士を集めてもすぐにやめてしまうのではないか」
という不安や悩みも同時に持っていらっしゃる法人様をたくさん見てきました。

そんな法人様にぜひ知っていただきたい、株式会社TKC様も取り入れられた、
採用手法導入によって起こる良い変化は大きくわけると３つあります。

具体的に何が変わるのかと言いますと・・・
①これまでには集まらなかった応募層と出会うことができる
②入社後の離職率が減少する！
③採用活動を担当された現場の先生方が成長する！
の３つです。

新規開園に向けて、
保育士をしっかりとそろえたい！
自園に合う保育士を採用したい！
そんな想いをお持ちの事業者様へ
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適切な時期、適切なターゲット選定と広告媒体選定、適切な打ち出し方をお
さえた上で、自社の良さをわかってもらうため、“即面接”ではなく“体験型の説
明会”であることを強調することで、これまではアプローチできなかった層の応
募が見込めます。特に、潜在保育士といわれる方々の掘り起こしにつなげるこ
とができます。
結果的に、既存層・新規層の両方にアプローチすることで、応募数を最大化
することができます。

即面接ではなく、お仕事説明会を実施することで、応募の前に、園の理念や
方向性を知っていただき、共感した人を採用することができます。
入職後に、「こんなはずではなかった・・・」というギャップを防ぐことに貢献して
います。さらに、早期離職を防ぐことであわせて採用コストの低減にも寄与して
います。
特に新規職員が多くをしめがちな新規園開園の場合には、高い効果を発揮す
るといえるでしょう。

最後の効果としては、現場職員の方の“成長”があげられます。
船井流保育士採用では、現場の方を巻き込み、「法人を知ってもらえる場づく
り」を重視します。そのため、普段は現場にいる先生方にも求職者と出会って
いただき、自園の良いところや魅力について語っていただく場が増えます。
さらに、自分たちでひとつのプロジェクトをまわしていくという新しい役割を担って
いただくことになります。
これらの経験から、自園のことをより深く知り、さらにリーダーシップをとる経験を
経て、成長される職員様がたくさんいらっしゃることが特長としてあげられます。
これまで採用活動にかかりきりであった理事長様も、これからの事業計画など
に集中していただけるようになっています。

採用活動を担当された現場の先生方が成長する！

No.6

これまでには集まらなかった応募層と出会うことができる！

入社後の離職率が減少する！
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船井流保育士採用は、弊社がお付き合いさせていただいている法人様の現
場での実際の事例、またそこから導いたルールばかりです。

当日は、採用事例の話はもとより、代表者と採用担当者が知っておくべき

キャリア保育士採用のノウハウの全てをお伝えします。

求職活動のピーク時期である秋から、しっかりと採用活動を始めるためには、

今、対策を学び、早期から計画を練ることが必須です。

①社会福祉法人 城西福祉会 坂本様

Q.なぜ船井総研に依頼をしてくださったのでしょうか？

A.竜王南あら川保育園の開設をお願いしていたので、
採用の件も相談しました

Q.効果としてどのようなことがありましたか？

A.25名の保育士の採用が必要だったので、お仕事説明会を２回開催しました。
応募が４９名あり保育士が30名以上採用できました。

②社会福祉法人 つくしんぼ福祉会 塩満様

Q.なぜ船井総研に依頼をしてくださったのでしょうか？

A.生産年齢人口の減少で、どの産業でも人手不足の中、今までの保育士の採用
活動のやり方では、特に地方では厳しいと考えたためです。 また、今まで、
採用活動に投資するという事まで意識がいっていませんでしたが、採用が厳し
くなってきて初めて目を覚まされたような気がします。

Q.効果としてどのようなことがありましたか？

A.船井総研の担当者さんのデータに基づく採用活動のノウハウやツボ等を頂く
事で、概ね採用人数の目標には到達したと思っています。
また、今までは採用活動はほぼ私一人でやっていましたが、採用チームを作っ
たおかげで、主任保育士だけでなく他の保育士も採用活動だけでなく、育成・
定着等にまで興味や関心を持ち、一連の採用活動に主体的に関わりながら行動
するようになってきました。

今回のセミナーは、採用成功レポートにも登場された「株式会社TKC 理事長

田中孝太郎氏」を特別ゲスト講師としてお迎えし、「媒体会社・人材派
遣・人材紹介に頼らない船井流保育士採用手法」をお伝えいた
します。

ご参考までに、過去弊社でご支援させていただいたお客様の声を一部掲載さ
せていただきます。
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小冊子をお読みいただいた理事長・代表者様にお知らせ！

会場の都合上、先着30名（１法人２名まで）のご参加となります。満席になる前にお申し込みください。

たっぷり４時間に渡って、来年4月までのキャリア保育士採用をいかに実現していくべきか、
保育士採用プログラムの内容をお伝えしていきたいと思います。

ただし、会場の都合上、ご用意できる席は３０席のみとなっております。

定員に限りがあるため、１法人2名様までの参加とさせていただきます。
“理事長・代表者様”と“プロジェクトを進めていく責任者”の２名でご参加ください。

特に参加頂きたい方は、次のとおりです。

１．平成３１年４月開園に向けて保育所開設準備をされている方
２．有料求人媒体を使っているが応募数ゼロ又は少ないとお悩みの法人様
３．保育士不足のために一時預かりや延長保育が実施できない法人様
４．毎年4名以上/園の離職が存在し、職員の入れ替わりにお悩みの法人様
５．人材紹介会社に年１２０万円超支払っている法人様
６．一人当たりの応募コストが３０万円を超えている法人様

今回のプログラム料金は、

一般企業１名様３２，４００円（税込）、
会員企業１名様２５，９２０円（税込）です。

最後に・・・

皆様には、新園開設のために人員体制を整えていただきたいのはもちろんのこと、
法人に合った保育士を、法人と同じ方向を向いて園運営にかかわれる保育士を採用し
ていただきたいと思っています。そのためには、自社での採用活動が必須です。
そのための仕組みづくりに役立つ一日になればとお祈りしております。

株式会社船井総合研究所
保育チーム マーケティングコンサルタント

西村 優美子

【理事長様・代表者様へ】
保育士キャリア採用セミナー

2018年７月10日（火）
東京会場

2018年６月21日（木）
大阪会場



Copyright  2018 Funai Consulting  Incorporated  All  rights reserved
（禁無断複写複製）

当日セミナーでお伝えする内容 ～全20テーマ～

第一講座：保育士採用を成功させる考え方

第四講座：まとめ講座

第三講座：成功事例とその具体的なポイント

株式会社船井総合研究所 保育・教育支援部 保育チーム①チームリーダー マーケティングコンサルタント 伊藤 沙穂理

新卒で船井総研に入社後、採用や評価制度、研修を主としたマネジメント支援をさまざまな業種で 実施。保

育業界においては、保育園の立ち上げを中心にコンサルティングを行い、認可・認可外とも に立ち上げ経験

を持つ。また、立ち上げ後の職員フォローとして女性目線でのサポートにも定評があ る。近年は評価制度構

築運用、企業主導型保育所の立上げ、開園後の園児募集や職員マネジメン トなど、幅広くコンサルティング

を行っている。

第二講座：＜スペシャルゲスト＞私が保育士49名採用できた秘訣

株式会社TKC 理事長 田中 孝太郎 氏

神奈川県川崎市に、認可保育園４園、認定保育園４園を運営する。

「ダメな子なんていない。すべての子どもが天才なんだ」という理念に基づき、教育を展開している。

またTKC独自の挨拶や朝礼の実施による楽しくポジティブな職場は、職員からの評価も高く、採用力・定着力
にも大きな影響を与えている。

２０１８年４月、神奈川県に定員６０名の認可保育園2園、東京都に定員８０名の認可保育園１園の開園。東京
都23区、横浜市という大都市にはさまれ、人材が流出しやすいマーケットにある川崎市において、応募者９９名
、面接希望者７７名を集め、４９名を見事採用した実績を持つ。

株式会社船井総合研究所 保育・教育支援部 保育チーム①西村優美子

講師紹介

1. 業界の最新動向
2. 保育業界の採用事情
3. 中途採用マーケットの現状～潜在市場・転職市場・創出市場～
4. 株式会社TKC様の採用手法大公開！
5. 効果を最大化するTKC流お仕事説明会のプログラムとは？
6. 株式会社TKC様の採用手法導入によって起こった変化とは？
7. 徹底解説！採用活動がうまくいく法人とうまくいかない法人との違いとは？
8. 成功する採用活動のスケジュール大公開！
9. 採用成功に導くための採用活動の３つのステップとは？
10. 採用活動を始める前におさえなければいけない数値管理手法の解説！
11. 自園を効果的にPR！～外部環境と内部環境の徹底分析による自園の強みの把握方法～
12. Indeedの効果を最大限に引き出す募集要項の作り方
13. 応募者数を最大化する採用サイトのポイント
14. 採用サイト×indeedのダイレクトリクルーティング手法の徹底解説！
15. お仕事説明会の準備から実施までの詳細フローを大公開！
16. 応募のハードルを下げる広告文の作り方
17. 応募者を逃さない！徹底したフォロー体制とは？
18. 現場職員を巻き込んだ採用プロジェクトチームの立ち上げ方法
19. リファラル採用を成功させるコツ
20. セミナー当日からすぐに取り組めること

京都大学大学院を卒業後、船井総合研究所へ入社。学生時代に保育士資格を取得し、育児の調査研究を

行ったり、実際に保育補助として働いたりするなど、 業界に対する知識を深めてきた。入社後は、保育所の

立ち上げや保育士採用支援に従事する。近年は、企業主導型保育事業の立ち上げにも多く関わっている。
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受講料

【WEBからのお申込み】下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。

【FAXからのお申込み】入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。万一1週間前までにお手元に届かない場合は、下記担当者まで

ご連絡ください。

株式会社 船井総合研究所

TEL

FAX

0120-964-000
0120-964-111

（平日９：３０～１７：３０）

（２４時間対応）

●お申し込みに関するお問合せ：櫻田

※ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせて頂きます。

●内容に関するお問合せ：西村

受付12：30より

・諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認下さい。また、最少催行人員に満たない場合、中止させていただくことがございます。

尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、予めご了承下さい。

13：00
▼
17：00

開催時間申込締切

6月20日(水)17:00まで

参加申込締切期日

2018年7月10日(火)
株式会社 船井総合研究所 東京本社
東京都千代田区丸の内1-6-6 
日本生命丸の内ビル 21階
JR「東京駅」丸の内北口より徒歩1分

申込締切

7月9日(月)17:00まで

参加申込締切期日

2018年6月21日(木)

東
京
会
場

一般企業：（一名様）３０，０００円 （税抜） （３２，４００円（税込））

会員企業：（一名様）２４，０００円 （税抜） （２５，９２０円（税込））
※お振込みの際は税込み金額にてご入金をお願いいたします。

●受講料のお振込みは、お申込み後速やかにお願いいたします。 ●ご入金確認後、受講
票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。
●万一、開催４営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、セミナー開催４営業日前

までにお振込みできない場合は、下記へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合
は、お申込みを取消させていただく場合がございます。 ●ご参加を取り消される場合は、開
催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡
くださいますようお願いいたします。それ以後のお取消しの場合は、受講料の50％、当日お
よび無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。 ●
会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

日時・会場

受講料

お申込方法

お振込先

セミナーご参加料は下記の口座に直接お振込み下さい。

三井住友銀行（０００９）近畿第一支店（９７４） 普通 No.5785420
口座名義 カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ

お問い合わせ

FAXお申込用紙

FAX：0120‐964‐111保育士キャリア採用セミナー
【ご記入欄】

お問い合わせＮｏ．S030207
担当者：櫻田

ご参加会場 □3/18（木）福岡 □3/19（金）大阪 □3/23（火）仙台 □3/27（土）東京
フリガナ 業種 フリガナ

会社名 代表者

（役職： ）

所在地

〒 -
代表TEL：

代表FAX：

フリガナ 所属・役職
TEL：

連絡担当者
FAX：

参加者氏名 所属・役職 参加者氏名 所属・役職

フリガナ フリガナ

フリガナ フリガナ

年商規模 CDを申し込む （ ） セット

百万円
DVDを申し込む （ ） セット

□大阪会場 ６月２１日（木） □東京会場 ７月１０日（火）

携帯電話：

Ｅ－ｍａｉｌ：

法人名

代表TEL：

代表FAX：

株式会社 船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス
大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館7階
地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」10番出口より徒歩3分

お申し込みはこちらから

大
阪
会
場

「セミナーで具体的にこんなことを聞きたい！」というご要望があればご記入ください。※出来るだけご意見は反映させていただきますが、必ずその内容を盛り込むとは限らないので予めご
了承ください。

上記の課題解決に向け、今回のセミナーにご参
加される方に限り、無料個別経営相談を行いま

す。（どちらかに○をつけてください）

□当日、無料個別経営相談を希望する。（1企業様15分程度）
□後日、無料個別経営相談を希望する。（1企業様1時間程度） 【 希望日】 月 日頃

弊社会員組織（ご入会中の弊社研究会があれば○印をお付け下さい） ●FUNAIメンバーズPlus ●その他各種研究会（ 研究会）

F2099
検


