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逆境の中、業績を伸ばす人材紹介･派遣会社の条件
セミナー内容抜粋①

第 1 講座

セミナー内容抜粋②
セミナー内容抜粋③

人口減少トレンドと人材派遣業のこれから
景気に左右されない！伸びるマーケット
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

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

安本 哲弥

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。

この先10年を勝ち続けるためのビジネスモデル大公開
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
無競合のブルーオーシャン、侠属性人口連動マーケットで勝つ方法
セミナー内容抜粋③ 「ポテンシャルワーカー」
主婦、シニア、外国人を活用して業績を伸ばす
セミナー内容抜粋①

第 2 講座

セミナー内容抜粋②

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

宮本 光昭

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。

『業界変革期の今、大事なこと』
（森本様）
セミナー内容抜粋①
セミナー内容抜粋②

特別ゲスト
講座

セミナー内容抜粋③

日本を代表するキャリアコンサルタントから見た変革期の人材マーケットにおいて大事な事
3万人の転職支援を通して気づいた「企業と求職者から選ばれ続ける超実践的なノウハウ」
激動する時代で生き残る人材会社の条件とは
株式会社 morich
代表取締役

森本 千賀子氏

滋賀県出身 獨協大学外国語学部英語学科卒
(株)リクルート人材センター（現リクルートキャリア）入社。
転職エージェントとして、幅広い企業に対し人材戦略コンサルティング、採用支援サポート全般を手がけ、主に経営幹
部・管理職クラスでの実績多数。2017年株式会社morich設立、
「兼業・複業＝パラレルキャリア」を意識した多様な
働き方を自ら体現。 また、2012年にはNHK「プロフェッショナル仕事の流儀」にも出演。NPO理事、社外役員・顧問
など歴任。本業（転職エージェント）を軸にオールラウンダーエージェントとして各メディアでの発信や講演をおこなっ
ている。
『マンガでわかる 成功する転職(池田書店)』等著書多数。現在、2男の母でもある。

人材紹介･派遣会社の経営者に 今 考えてほしいこと
第 4 講座

株式会社 船井総合研究所
人材ビジネス支援部 部長

山根

康平

総勢30名の人材ビジネスの専門コンサルタントが所属する支援部の責任者。国内最先端の人材募集ノウハウと船井流経営法を駆使し、数多
くの人材ビジネス会社の業績アップを実現してきた。机上の空論を嫌い、実現可能性の高い提案のみで構成されたコンサルティングは多くの
経営者から支持されている。数多くの企業でのコンサルティング成功事例が評価され、船井総研史上最年少の27歳でエグゼクティブ経営
コンサルタントに昇格した船井総研が誇る人材ビジネスのスペシャリスト。
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講座内容＆スケジュール

大阪

人材紹介･派遣会社
経営者・幹部層必見
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（株）船井総合研究所 東京本社

人材ビジネス業界

どうなる日本？

求人プラットホームの
黒船 襲来

人口減少で
人材獲得競争激化

外国人・主婦・シニア
活用ポイント

Google for jobs

攻略法徹底解説！
求人媒体にもう頼るな！
自社募集力を備えよ

景気連動マーケットで
戦うな！

9割以上が失敗！
企業HPで人が
来ないワケ

これから縮む職種・
伸びる職種

人を出すだけでは、生き残れない！
顧客価値を上げろ

集めた 全員 を活用する

人事部のアウト
ソーシング機能を
備えるRPOとは

見落としてきた金脈
リリース人材 の
可能性

第2 回
株式会社 morich
代表取締役

森本 千賀子氏

滋賀県出身 獨協大学外国語学部英語学科卒
（株）リクルート人材センター（現リクルートキャリア）入社。
転職エージェントとして、幅広い企業に対し人材戦略コンサルティング、採用支援サポート全般を手がけ、主に経営幹部・管理職クラスでの実績多数。
2017 年株式会社 morich 設立、
「兼業・複業＝パラレルキャリア」を意識した多様な働き方を自ら体現。また、2012 年には NHK「プロフェッショ
ナル仕事の流儀」にも出演。NPO 理事、社外役員・顧問など歴任。本業（転職エージェント）を軸にオールラウンダーエージェントとして各メディ
アでの発信や講演をおこなっている。
『マンガでわかる 成功する転職 ( 池田書店 )』等著書多数。現在、2 男の母でもある。

第2回人材ビジネス時流予測セミナー

お問い合わせ NO. S050115

TEL 0120-964-000 FAX 0120-964-111
（平日9：30〜17：30）

（24時間対応）担当：時田

050115

株式会社 船井総合研究所 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-4-10 大阪本社ビル

(24時間対応）

申し込みに関するお問い合わせ：時田

050115

度重なる法改正、景気の影響、人手不足、AI・ロボット化・・・ 翻弄され続ける人材ビジネス業界

『もう人材紹介･派遣は儲からない』と諦めるのはまだ早い！
ぜひ
こんな方は
！
参加ください

ご

経営者の皆様、こんなお悩みや願望はありませんか？

景気の影響を受けやすい派遣事業の

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

人さえ集まれば確実に業績は上がる

成長軌道に乗せたい

集めた人材を全員活用する（リリースしない）

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

が9割！
求人はやり方

業界変革期にしっかりと 会社を

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

2020年以降も伸びるマーケットを攻める

中小 の人材紹介（派遣）会社の平均的な成約率（採用率）は10%
※成約率 ( 採用率 )= 成約人数 / 応募人数

人材募集は、Webマーケティング

正しく使えば効果抜群！世界NO.1の求人検索エンジンindeed攻略法を伝授！

まだ誰も知らないindeed攻略法を伝授
たとえば

2,000社の人材募集を手がけた
船井総研のノウハウを特別大公開

indeed

▶アクセス数を劇的に増やす求人原稿ライティングテクニック
▶応募数を3倍にする職種の表記方法
▶採用コストを半分以下にするクリック単価の入札テクニック etc...

採用マーケット激震！？ついに日本上陸！ 黒船 Google for jobs とは？
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

誰でも一瞬で 案件数 No.1サイト を作る船井総研独自の「求人クローリングサイト」とは？
■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。

の今、

業界変革期

Facebook indeed

株式会社 morich
代表取締役

森本 千賀子氏

身動きがとれない

滋賀県出身

競合他社を置き去りにして 一人勝ちせよ！

獨協大学外国語学部英語学科卒 （株）リクルート人材センター（現リクルートキャリア）入社。

転職エージェントとして、幅広い企業に対し人材戦略コンサルティング、採用支援サポート全般を手がけ、主に経営幹部・管理職クラスでの実績多数。
2017 年株式会社 morich 設立、「兼業・複業＝パラレルキャリア」を意識した多様な働き方を自ら体現。また、2012 年には NHK「プロフェッショナル
仕事の流儀」にも出演。NPO 理事、社外役員・顧問など歴任。本業（転職エージェント）を軸にオールラウンダーエージェントとして各メディアでの発信
や講演をおこなっている。『マンガでわかる 成功する転職 ( 池田書店 )』等著書多数。現在、2 男の母でもある。

2019 年 9月20日（金）

（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 9月25 日（水）

中止

（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

5785588

時田

濱﨑

S050115

時田

第2回人材ビジネス時流予測セミナー
中止
】9月 25日（ 水 ）
□【 大阪会場 】9月 20日（ 金 ） □【 東京会場

検

