人手不足 をビッグチャンス に変える 新ビジネス

人材紹介ビジネス

お仕事を探している方を
企業に紹介するだけで

100% ビジネス

全業種で立ち上げ可能な 粗利率

人材紹介ビジネス
第9回人材紹介ビジネス新規立上げセミナー

高利益率
超短期間

超少労力

超低投資

超低リスク
超カンタン

今泉勝

山田健太郎

代表取締役

専務取締役

10 月 18 日 金

TKP ガーデンシティ広島駅前大橋

東京

TKP 新橋カンファレンスセンター

10 月中止
25日 金
TKP 博多駅前シティセンター

第9回人材紹介ビジネス新規立上げセミナー

日田

050883

10 月中止
15 日 火

TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口

10 月 18 日 金
TKP 名古屋伏見ビジネスセンター

10 月 28日 月

大阪

地域のドライバー
50％を独占！

福岡

薬剤師を
たったの7,774円
で獲得！

月 10 日 木
10 中止

名古屋

日本タクシー

スキル・経験不要
仙台

タウンメディカル

0円
投資回収 4 ヶ月
設備投資

広島

代表取締役

100 ％
立ち上げ期間２ヶ月
必要人員１人
粗利率

（株）船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス

S050883
日田

050883

第9 回人材紹介ビジネス新規立上げセミナー
10 月中止
15 日 火

TKP ガーデンシティ広島駅前大橋

東京

TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口

10 月 18 日 金

TKP 新橋カンファレンスセンター

10 月 28日 月

福岡

10 月中止
25日 金

TKP 名古屋伏見ビジネスセンター

大阪

名古屋

2019 年

10 月 18 日 金

仙台

広島

10 月中止
10 日 木

TKP 博多駅前シティセンター

（株）船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス

少子高齢化時代だから面白い！人材ビジネスの可能性
成長マーケットに参入せよ ~成長し続ける人材ビジネス業界の現状〜
今世紀最大のニーズを抱え、今後も伸び続ける人材ビジネス業界の可能性
今世紀最大のニーズを抱え、
今後も伸び続ける介護人材マーケットの現状
人手不足のトレンドを追い風に変え、
他社が苦戦中の中一人勝ちする方法

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 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

安本 哲弥

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。

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。

たった 60 日で人材紹介ビジネスを立ち上げるノウハウ大公開
これまでの1/3のコストで人材を集める改革的募集テクニック
訪問営業不要、
値下げ交渉なし!! 営業マン無しでオーダーを受注する方法
新規参入続出中!! 全国各地の成功事例大公開

株式会社 船井総合研究所 人材ビジネス支援部
求人メディアグループ WEBマーケティングチーム
チームリーダー シニア経営コンサルタント

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 医療福祉人材ビジネスチーム

野口 豊

人材募集専門のコンサルタント。WEBマーケティングにおける独自のノウハウを持ち、人材募集において数多く
の成功事例を持つ。100社を超えるクライアント企業の広告運用や、求人サイトの制作を手がけるなど、超実践
的な募集方法を得意としている。

特別ビデオ講座

橋本 晨吾

医療福祉人材ビジネスチーム所属。最近はクライアント企業の専門特化分野の確立に力を入れており、特
に介護マーケットの参入においては数多くの成功事例をもつ。人材募集をはじめ、
クライアント開拓、営業マ
ン育成、
キャリアコンサルタント育成も得意としている。

人材紹介ビジネスを立ち上げて

タウンメディカル

田中 教善

日本タクシー
専務取締役

今泉 勝

地域 No.1 の人材ビジネス会社になるべく、静岡県に特化した介護
人材紹介事業を立ち上げたった 2 年で驚異的な成長を遂げた。現在
は、
人材紹介だけでなく「介護職専門の求人メディア」
「介護職員向け
の教育研修」など多角的に事業を展開している。

埼玉県を中心とした関東エリアで調剤薬局を運営している。今ま
での紹介会社頼みの採用方法に限界を感じ、抜本的に見直すこと
を決意。その後ダイレクトリクルーティングに取り組み、たった
3ヶ月で11名の薬剤師の応募獲得に成功した。

山田 健太郎

株式会社日本タクシーは、昭和25年創業の岐阜県岐阜市に本社を
置くタクシー会社。現在はタクシー・観光バス・送迎バス・コミ
ュニティーバス・介護タクシー・子育てタクシー事業を展開して
いる。ドライバー採用に関する先進的な取り組みを行っており、
ドライバー採用に苦戦する企業が多い中、確実に乗務員を増やし
ている今注目の企業。

今後、大不況になる前に経営者に知っておいてほしいこと
少子高齢化時代に生き残る会社とそうでない会社の違い
中小企業は徹底的に粗利率にこだわる 〜粗利率 100% シニア事業の大きな魅力〜
地域密着型中小企業の新しいビジネスのカタチ

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

0120-9６4-111
日田

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

050883

中止

TKP ガーデンシティ広島駅前大橋

〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-7
アスティ広島京橋ビルディング
JR山陽本線 広島駅 中央改札より徒歩5分

〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15
ソララプラザ
JR東北本線 仙台駅 西口より徒歩3分

TKP 名古屋伏見ビジネスセンター

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-8-26
宮井名古屋ビル
名古屋市営東山線 伏見駅 1出口より徒歩2分

中止

TKP 博多駅前シティセンター

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1
日本生命博多駅前ビル8F
JR博多駅 博多口より徒歩2分

10 月 18 日 金
TKP 新橋カンファレンスセンター

〒100-0011 東京都千代田区幸町1-3-1
幸ビルディング
JR新橋駅 日比谷口徒歩7分

10 月 28日 月

大阪

10 月 25日 金

福岡

名古屋

10 月 18 日 金

中止

TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口

東京

開催時間

10 月 15 日 火

仙台

広島

10 月 10 日 木

（株）船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス
〒541-0041 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

5785674

宮本

日田

S050883

第9回人材紹介ビジネス新規立上げセミナー
中止
□【 広島】10月10日(木)
□【 名古屋】10月18日(金)

中止
□【 仙台】10月15日(火)
中止
□【 福岡】10月25日(金)

□【 東京】10月18日(金)
□【 大阪】10月28日(月)

検

日田

