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ドライバー採用に苦戦中のバス会社様向け 

バスドライバー採用革命セミナー
東京会場：7月4日（水）    船井総研 五反田オフィス

“バスドライバー採用革命！”
応募コスト で
採用数
～なぜ、コストを減らして大量採用できたのだろうか？～

 金本 達也氏
エムケイ観光バス株式会社
代表取締役

 本社：京都、総所有台数：139台、従業員：427人
ドライバーの応募コストが以前の40分の1になり、
1000万円以上の求人広告費を削減した。
さらに、HPからの採用数が8倍になり、
年間100名以上のドライバーの採用に成功した。

ご登壇！

これぞ！“バスドライバー採用革命！”応募コスト1/40でHPからの採用が8倍増！

求人媒体に広告を出稿するという従来の募集スタイルの終焉と、新しい募集のカタチ
短期間＆低コスト＆少労力でバスドライバーを集める方法！
今の時代、人が集まっているバス会社に共通するキーワードとは

未経験のバスドライバー採用に力を入れるようになったきっかけとは
採用体制を刷新して、本社で一元管理に！
HP作成後に驚愕の費用対効果でドライバーが採用できた理由！

一人当たり募集コスト5,000円で月間60名の求職者を集める方法!
人口わずか4万人の地方都市でも毎月10名以上の応募を獲得!
Indeedと採用強化型ホームページで、採用数を大きく増やす方法とは
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もうドライバーが来ないとは言わせない！新時代のドライバー採用とは！？

 ドライバー採用の最新成功ノウハウ・事例大解剖!

 採用難の今の時代に会社を伸ばす
バスドライバー採用・育成・定着の考え方
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荒木　和也
物流・交通チーム兼HRD事業部。交通業を中心にバス会社・タクシー会社の業績アップコンサルティングを展開。
数多くの求人媒体を運営した経験を活かし、1年間にドライバー 採用特化型自社サイトを20件程度立ち上げ、
数多くの企業で成功事例を生み出している。特にWeb領域に強みを持ち、船井総合研究所でもNo.1のindeed
運用実績を誇る。
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物流・交通グループ グループマネージャー。運輸・交通業を中心に、運送会社・物流会社・バス会社の
業績アップコンサルティングを展開。近年はHRDコンサルティング事業部も兼任し、 Webサイトを核とした
マーケティングや人財の採用・育成・定着に多数の成功事例を生み出して いる。

エムケイ観光バス株式会社
代表取締役

京都に本社を置く、総所有台数139台、従業員427名のバス会社。
全国各地のスクールバスや企業の通勤バス、病院やホテルのシャトルバスの運行、さらには上場企業の役員車の運転・
車両管理とサービスの範囲を広げ、今では貸切バス事業、乗合バス事業を展開している。
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圧倒的
成功事例
多数！! バスドライバー採用革命セミナーバスドライバー採用革命セミナー
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“参加すればわかる”バスドライバーが集まる秘密

13:00～16:25

HPからの



特集
京都に本社を置く、総所有台数139台、従業員427名のバス会社。
全国各地のスクールバスや企業の通勤バス、病院やホテルのシャ
トルバスの運行、さらには上場企業の役員車の運転・車両管理と
サービスの範囲を広げ、今では貸切バス事業、乗合バス事業を展開
している。

エムケイ観光バス株式会社 企業プロフィール

・採用特化ホームページをオープン！
・広告費を求人媒体から自社サイトへ！
・ハードルを下げた会社説明会を実施！
・全国での採用活動を本社で一括管理！

月間応募者5名→60名に！
HPからの採用数が8倍に！
求人広告費を1,000万円
以上削減！
ほとんど高齢者→若い方も
どんどん採用！
中途の未経験者育成→
ついに新卒大量採用へ！
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応募者
急増！

エムケイ観光バスはどう変わったのか！？エムケイ観光バスはどう変わったのか！？

エムケイ観光バスが行った取り組みエムケイ観光バスが行った取り組み

他にもあるバスドライバー採用成功事例！
船井総研発！

極意既に全国で、私達がご支援させていただいた、先進的に取り組まれた

事業者様が、正しい採用フローを構築し、Webを徹底活用することで、

成功を収められていらっしゃいます。その一部をご紹介いたします。
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中国エリア

採用の施策が拠点によってバラバラで、統一できて
いなかった。また施策の効果検証もできておらず、
1人あたりの採用コストは約20万円もかかっていた。

全拠点の採用施策を統一し、本社一元管理を実施。
効果検証を繰り返し行った結果、1人あたりの採用
コストが5,000円と以前の1/40を実現。
応募者数が急増したことで、採用基準を上げ、厳選
した採用が可能に。

複数の職種をそれぞれ別の求人広告に掲載して
いた為、無駄を感じていた。また、職種によっては
応募状況に大きな差が出ていた。

会社全体のホームページをリニューアルし、強みを
明確に掲示した。広告は必要な職種に必要な分だ
け投資する形に変更。その結果、応募コストは1人
あたり5万円から2,000円ほどまで下がった。
採用が充足し、新規拠点の開設に力を入れている。

人が全く集まらず、年に２～３件応募がくる程度で
あった。今まで無料求人広告にのみ掲載していたが、
ドライバー不足が深刻になり、採用投資を検討。

採用専用ホームページを立ち上げ、県内の認知度を
向上させるため、Web広告をかけていった。その結果、
応募コストは1人あたり3,000円ほどで、集まる仕組みを
作ることができ、人手不足で引き受けることができな
かった仕事も、引き受けが可能になった。

採用コストを20万円→5,000円に削減成功

応募コストを５万円→2,000円に削減成功

1人あたりの応募単価3,000円を実現

関西エリアに拠点を持ち、全国に営業所を構える知名度の高いバス会社様。
採用に特化したホームページの立ち上げで毎月60名以上の応募が集まる仕
組みを構築。応募コストは1,000円未満を実現。

関東エリアに拠点を持ち、福祉送迎をメインに行っているバス会社様。
採用強化型のホームページをリニューアルし、毎月30名以上の応募が実現。

中国エリアで拠点を持ち、貸切観光をメインで行っているバス会社様。
採用に特化したホームページの立ち上げで毎月5名以上の応募が集まる
仕組みを構築。
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バスドライバー採用革命セミナー

会場

東京会場：2018年７月４日（水） 13：00～16：２5（受付開始12：30～）

株式会社船井総合研究所 五反田オフィス JR五反田駅西口より徒歩15分
〒141-8527
東京都品川区西五反田6-12-1
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ください。
また最少催行人数に満たない場合、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、ご了承ください。

受講料
※ご入金の際は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。
●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。 ●ご参加料金は開催日1週間前までにお振込み下さい。●ご参加を取り消される場合は、開催日より３営業日前（土・日・祝を除く）の１７時までにお
電話にて上記までご連絡下さいますようお願いいたします。以降のお取り消しの場合、参加料の50％をキャンセル料として申し受けます。また、当日及び無断欠席は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。 ●な
お、振込手数料は、お客様のご負担とさせて頂きます。●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。

お申込
方 法

【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。

お振込先

下記口座に直接お振込みください。

三井住友銀行(0009) 近畿第一支店(974) 普通No.5785937 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
お振込口座は当セミナー専用の振込先口座でございます。 ※お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

お問合せ

●申込に関するお問合わせ：時田 ●内容に関するお問合せ：荒木

税抜 20,000円 /（税込 21,600円） 税抜 16,000円 /（税込 17,280円）一般企業（１名様） 会員企業（１名様）

お振込先

TEL FAX0120-964-000 （平日9：30～17：30）

お申込専用

0120-964-111 （24時間対応）

株式会社 船井総合研究所

バスドライバー採用革命セミナーバスドライバー採用

S031434 時田※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いただきます。

【お申込みはこちらから】

FAX：0120-964-111

F2099
検


