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『製造は厳しいか・・・』と諦めるのはまだ早い！度重なる法改正、景気の影響、
人手不足、翻弄され続ける派遣業界

顧客のメインが、景気の影響を受けやすい

製造業なのでこれからが不安
現状の取扱分野から今後伸びる
マーケットへの参入を模索している

業界変革期にしっかりと会社を
成長軌道に乗せたい

お金をかけても人が
集まらずに困っている

現業の手詰まり感を
払拭したい

▶スマホ全盛時代に求人誌やフリーペーパーを見る人なんていない！？
▶求人数が1年で1.5倍に！競合が増え続けるポータルサイトの実態
▶本当は怖い媒体会社の広告費の話
▶自社HPではなく、オウンドメディアを活用せよ！

正しく使えば効果抜群！世界NO1の求人検索エンジンindeed攻略法を伝授！
人材募集は、Webマーケティング求人はやり方が9割

！

採用マーケット激震！？Google for jobsを徹底解明

お金のかからない無料SNSマーケティングを実践する

■クローリングシステムとは
自社でコンテンツ制作・収集するには限
界があるため、他WEBサイトに掲載さ
れている情報を取得し利用する事で、情
報量の増加を容易に行いSEO対策も考
慮したサイト構築を短期間で構築する。

効果は？掲載するには？
などなど、その正体と活用法を

完全究明
Google 

for Jobs

indeed

Facebook indeed

無料SNSツールを使いこなしたものが人材募集を制す

今は　　   ＞メールの時代

株式会社グットパワー
代表取締役

人口3.9万人の千葉県匝瑳市の派遣会社に年間1,000名以上が殺到！
競合他社が苦戦している中、地元の求職者を独り占め！

倉石 昌治氏

巷で話題の法人用LINEアカウント　　　　 を
活用して応募数・採用数を一気に増やす

自社HPにQRコードを設置するだけで応募が
どんどん増える（もちろんコストは0円）
登録後はそのままLINEでやりとりができるので
面接設定がとってもスムーズ
登録者に一斉メッセージで掘り起こしや、
稼動しているスタッフのフォローも可能

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3こんなに便利なのに無料で利用可能！
使わない手はない！

今後も伸びるマーケットをズバリ予想！

“侠属性人口連動マーケット”に参入せよ！

中小の人材派遣会社の平均的な採用率は10％
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単位：億円
※出典：厚生労働省「労働者派遣事業報告」

‘04 派遣法改正
・製造派遣解禁

労働者派遣事業市場規模推移（1986～2016）
‘08 

リーマンショック

‘99 派遣法改正

‘13 東京五輪
　　 開催決定

ポジティブリスト
▼

ネガティブリスト

‘86 労働者派遣法施行

‘12 派遣法改正
・日雇派遣禁止
・グループ内派遣8割規制

35％
縮小

リーマンショック（’08）で大打撃を受けた派遣業界
次のターニングポイントは、2020年。
泣くも笑うも今からの変革次第！

現状を打破する“解”をお伝えします！

今すぐ求人誌ポータルサイトへの広告出稿を停止せよ！

LINE@

LINE@活用のポイント

人材募集を極める 集めた人材を全員活用する（リリースしない）

2020年以降も伸びるマーケットを攻める

アップデート

競合が少なく、
景気に左右されない

▶求人広告に1円も払わずに毎月80名以上の応募を獲得する方法
▶応募⇒移動の移行率50％を誇る脅威の採用テクニック
▶１人で2億円を稼ぐコーディナーター育成術
▶採用コストを削減して業界平均3倍の利益を出す方法 ※営業利益率12％
▶求職者の心をつかむ求人原稿ライティング術倉石 昌治氏

このノウハウを知らずに事業の
終焉を待ちますか？  続きはセミナーで

アップデート

アップデート

人材募集に
苦戦ている中

、

退職数も補え
ないので

稼働が増え
ない

採用コストが上がり続け、
利益をかなり圧迫している

人を派遣
できない

ので、

単価交渉
もできな

い
営業マンも消極的になって、新規開拓も全然進まない

これまで採用せずにリリースしていた
残りの90％登録者を派遣・紹介とは
別の形で企業に紹介する
❶地域密着型スカウトサイト（逆求人サイト）
❷超低価格人材紹介（リリース人材紹介）

衝撃のビジネスモデルを
大公開

10年前のあの悲劇
を繰り返しますか？

経営者の皆様、こんなお悩みや願望はありませんか？経営者の皆様、こんなお悩みや願望はありませんか？こんな方はぜ
ひ

ご参加ください！

伸びる
マーケット

なくなる
マーケット

製造バブルは崩壊寸前？
今、製造派遣会社が選択すべき大切なこととは？
販売員派遣は黄色信号？
打開する秘策は”○○”にある！
AI化で事業派遣やコールセンターのニーズは
終焉間近・・・。

3年後3年後伸びる
マーケット

介護人材マーケットが、
”絶対に伸び続ける”理由とは？
外国人活用は必至！
外国人を超簡単に超低価格で集める秘策とは？
これから”助手”マーケットがアツい！
誰でも出来る職種の正しいのばし方！

介護人材マーケットが、
”絶対に伸び続ける”理由とは？
外国人活用は必至！
外国人を超簡単に超低価格で集める秘策とは？
これから”助手”マーケットがアツい！
誰でも出来る職種の正しいのばし方！

10年前のあの悲劇
を繰り返しますか？

現状を打破する“解”をお伝えします！

泣くも笑うも今からの変革次第！



（株）船井総合研究所  東京本社

049299

東
京2019年  8月6日 火月

（株）船井総合研究所  大阪本社

大
阪2019年  8月5日

逆境の中、業績を伸ばす人材派遣会社の条件

これからを勝ち抜く人材派遣のビジネスモデル

人材派遣会社の経営者に“今”考えてほしいこと

人口減少トレンドと人材派遣業のこれから
人材募集最前線！現状の課題とこれからの人集め
“今”業績があがっている会社の取り組みと、これから派遣会社が構築すべきビジネスモデル

人が集まらないのはやり方を知らないだけ！脱媒体依存の募集マーケティング
競合他社はやっていない、お金をかけずに人を集める最新・最強ノウハウ
全部見せます！募集成功事例

講座内容＆スケジュール

セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

セミナー内容抜粋③

セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

セミナー内容抜粋③

人材ビジネス専門のコンサルタント。入社以来、BtoB、BtoCの様々な業種・業態のWEBマーケティングに従事。現在は人材業界に特化した
マーケティング・リサーチ、戦略策定から実行支援までを担当している。数々のコンサルティング実績が認められ、現役最速でエグゼクティブ経
営コンサルタントに就任を果たす。

安本 哲弥株式会社船井総合研究所  人材ビジネス支援部
人材ビジネスグループ　グループマネージャー  エグゼクティブ経営コンサルタント

早稲田大学を卒業後、新卒で経営コンサルティング会社に入社。入社後は社内でも”異常”と評されるほど 多数の業種・業界に携わり、多くの
プロジェクト・コンサルティング業務を経て、従来の概念に時流を組み合わせた独自のマーケティングノウハウを確立。現在は人材ビジネス業
界を専門に活躍するコンサルタントであり、その事象の本質を掴む力と一切の妥協を排した論理構築能力は他の追随を許さない。現在人気急
上昇中の新進気鋭のコンサルタントである。

人口3.9万人の千葉県匝瑳市にて製造業・倉庫内軽作業を中心とした人材派遣を展開。優れた人材募集スキームを有すると共に、プ
ロセス管理においても独自のノウハウを持ち、業界平均を大きく上回る成果を上げている。変化の激しい昨今においても、常に「この
先は何ができるだろう？」というポジティブアクションのもと、クライアントに有益な情報と人材を提供すべく、社員一丸となって創意工
夫を弛まずに重ねている。

宮本 光昭株式会社船井総合研究所  人材ビジネス支援部
人材ビジネスグループ  プロポーザルチーム  チームリーダー  チーフ経営コンサルタント

撤退を覚悟していた派遣事業が復活
超人手不足の今、弊社が業績を伸ばせた理由

人が集まらなかった頃にやっていた”間違った採用方法”
競合企業には絶対に教えない！ 地方でもできるWEBを活用した募集テクニック
人材募集を改善して地域NO.1の高収益企業になる方法

セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

セミナー内容抜粋③

第1講座

第2講座

第3講座

第4講座

特別ゲスト
講座

（24時間対応）担当：時田

安本 哲弥株式会社船井総合研究所  人材ビジネス支援部
人材ビジネスグループ　グループマネージャー  エグゼクティブ経営コンサルタント

株式会社グットパワー
代表取締役 倉石 昌治氏 特別ビデオ出演

Administrator
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5785454

2019年8月5日（月）
（株）船井総合研究所　大阪本社
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル
地下鉄御堂筋線　淀屋橋駅　⑩番出口より徒歩2分

2019年8月6日（火）
（株）船井総合研究所　東京本社
〒100-0005 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

S049299

8月6日（火）8月5日（月）
製造派遣業復活セミナー

宮本

F2091
検

Administrator
中止

Administrator
中止




