
地域密着で新規事業を
検討中の経営者様、

地方経済の人手不足を逆手に取った高生産性ビジネス

豪華ダブルゲストによる特別事例講座！

特別事例講座　

特別事例講座　

山口県に特化した求人プラットフォームを立ち上げ、3000名の求職者募集に成功！
たった2年で広告売上1億円を突破！立ち上げ当初から現在に至るまでの
“プラットフォーマー戦略”と“成功への道のり”全てを余すことなく語っていただきます。

アパレル業界から人材ビジネス業界への完全異業種参入。
求人プラットフォームの立ち上げから、わずか2か月で売上320万円/月達成
「なぜ、こんなにも早く結果が出せたのか。」そのスピード成功の“秘密”を大公開！

「地方経済の覇権を握る！」
プラットフォーマー戦略を大公開！
「地方経済の覇権を握る！」
プラットフォーマー戦略を大公開！

必見!

山口県で驚異の生産性

営業マン1名の
人口138万人の！

年間売上
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地方経済の人手不足を逆手に取った高生産性ビジネス
必見!

年間売上

時流適応×高利益率ビジネスモデル

異業種参入×即時収益化

山口県に特化した求人プラットフォームを立ち上げ、3000名の求職者募集に成功！
たった2年で広告売上1億円を突破！立ち上げ当初から現在に至るまでの
“プラットフォーマー戦略”と“成功への道のり”全てを余すことなく語っていただきます。

アパレル業界から人材ビジネス業界への完全異業種参入。
求人プラットフォームの立ち上げから、わずか2か月で売上320万円/月達成
「なぜ、こんなにも早く結果が出せたのか。」そのスピード成功の“秘密”を大公開！

「地方経済の覇権を握る！」
プラットフォーマー戦略を大公開！

時流適応×高利益率ビジネスモデル

異業種参入×即時収益化

設備投資不要！ 高スキル人材不要！ 異業種参入可能！

営業マン1名の営業マン1名
山口県で驚異の生産性
人口138万人の！山口県で驚異の生産性
人口138万人の！
営業マン1名
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新規参入企業続出！
地方経済の覇権を握る！
求人プラットフォーマー

“今”
参入不可
検討企業あり
参入可能
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参入3か月
600万/月達成

になるなら

早いもの勝ちの
地域密着ビジネスモデル
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参入2か月
380万/月達成

地方経済の覇権を握る！
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求人プラットフォーマー

F2091
中止



×一億総人手不足時代 プラットフォーム戦略
Volatility　  （不安定）
Uncertainty （不確実）

Ambiguity   （不明確）

といわ
れるComplexity  （  複雑  ）

時代を制しているのは
　　  全てプラットフォーマー
言わずと知れた検索のプラットフォームGoogle、
動画のプラットフォームYouTube、
売りたいヒトと買いたいヒトをつなぐプラット

フォームである

メルカリは、日本初のユニコーン企業となった。
令和時代に圧勝している企業は全て、プラッ

トフォーマーである。

求人広告マーケットは市場規模は

その追い風を受け、
求人広告を扱う
大手企業の業績は急成長。

若者の7割は「地元を離れたくない」。
それでも首都圏に出ていくのは
「魅力的な企業がないから」

そう感じながらも、どうすればいいかわからず、
大手求人広告会社に出稿を続ける

経営者が多いのが実情。

いま本当に求められているのは、
ただの求人広告ではなく、

そう思う経営者様こそ、
本セミナーへの参加を強く
お勧めします。

全ての経営者が採用を
困難と感じている
大採用難時代。

人手不足を追い風に急成長を続ける、
今、最も“アツい”

労働力不足に悩む地方経済を潤す 高スキル人材不要！ 驚異の応募率を叩き出す
圧倒的求コンテンツ力！

自社募集でも
活用できる！ 地方に必要な

参入も続 ！々その秘密と
作成ノウハウ 求人プラットフォーマー

毎年＋7％以上の成長を続け、
雪だるま式に急拡大！

2008年から2017年で

日本の労働力不足を逆手に取り、
今後の成長も約束された、

株価49倍となった企業も出現。

少子高齢化に伴う
人口の減少により、
どの業界も軒並み縮小。

また、エリア内の求職者の活動データが
手に取るようにわかるため、

成功している理由を
包み隠さず大公開！

高スキル人材なし、でも、
”成功する仕組み“があるから！
「逆風業界で営業マン1人あたりの
売上が落ちてきている」
「でも求人広告なんて
ウチの会社じゃ到底無理…」

「フォーマットに合わせただけの
求人では集まらない…」

本当は「地元企業の魅力を正しく
伝えられていない」だけ。

を大公開
異業種からの

求人広告マーケットは市場規模は

求人広告マーケットが
いま、“アツい”！

自社募集にも
圧倒的メリットがある！

求職者が使いやすいサイトデザイン、
求人原稿の正しいライティング方法、
データに基づいたWEBマーケティング
ノウハウなど、（株） Be Win社が

しかし、“正しいやり方さえすれば”
　　　募集は成功する！

徹底的な求職者目線！

若者の7割は「地元を離れたくない」。
それでも首都圏に出ていくのは
「魅力的な企業がないから」

参加して損はない
ことをお約束します。

「1社1社に寄り添い、特性や
強みを求職者に正しく伝える」
地域に根差した
求人プラットフォーマー！

そう感じながらも、どうすればいいかわからず、
大手求人広告会社に出稿を続ける

経営者が多いのが実情。

「フォーマットに合わせただけの
求人では集まらない…」

でも、本当は「地元企業の魅力を
正しく伝えられていない」だけ。

人材派遣業界、自動車業界、広告印刷業界、
アパレル業界、運送物流業界、など、今まで、
求人広告事業とは無縁だった企業が続々参入！
その秘密は、HPデザイン、WEBマーケティング、
原稿ライティングスキルなどを持った

高スキル人材なし、でも、
”成功する仕組み“があるから！

時代を制しているのは
　　  全てプラットフォーマー

だからいま、日本の人材不足を逆手に取った
、

求人プラットフォームに勝機がある！

求人広告マーケット

だからいま、日本の人材不足を逆手に取った
、

求人プラットフォームに勝機がある！

といわ
れる

応募獲得に
必要なのは

全ての経営者が採用を
困難と感じている
大採用難時代。
しかし、“正しいやり方さえすれば”
　　　募集は成功する！

求職者が使いやすいサイトデザイン、
求人原稿の正しいライティング方法、
データに基づいたWEBマーケティング
ノウハウなど、（株） Be Win社が

人材派遣業界、自動車業界、広告印刷業界、
アパレル業界、運送物流業界、など、今まで、
求人広告事業とは無縁だった企業が続々参入！
その秘密は、HPデザイン、WEBマーケティング、
原稿ライティングスキルなどを持った

VUCA 令和時代
求人プラットフォームに勝機あり

求人プラットフォーマーを目指すべき“今” 4つの理由



特別ゲスト講座

大
阪
会
場

東
京
会
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2019年12月5日
（株）船井総合研究所　五反田オフィス

求人プラットフォームを立ち上げ、月額粗利320万円を付加したノウハウ

人材ビジネスの時流とこれから

今、経営者に考えて欲しいこと

たった30日で求人プラットフォームを立ち上げる方法大公開

年間3,000名の求職者を集めた
ノウハウを大公開！

第1講座

第2講座

第3講座

第4講座

営業マン育成、キャリアコンサルタント研修、ＷＥＢ募集マーケティングを得意としており、
多くの派遣会社で業績アップを実現しているコンサルタント。現在は求人メディア事業も手
掛けており、新規事業立ち上げのサポートにも従事している。

大手人材派遣会社において、最速出世を果たし、その後、派遣会社を地元山口県で設立。
営業利益率20％超の地域ＮＯ１求人メディア『じょぶる』を作り上げる。
新規事業も複数手掛ける今、大注目の若手経営者！

山梨県に特化した人材サービス会社。 
人材ビジネスを立ち上げ、わずか2年で粗利5,000万円を達成。 
現在、数百の顧客接点を持ち、顧客課題を解決するために、人材紹介事業、求人広告事業を展開し 
ている。毎年、新規事業を立ち上げ続けている今、注目の経営者。

入社後は、様々な業界の業績アッププロジェクトを中心に活動してきた。現在は、求人メディ
アチームのチームリーダーであり、地域特化型の自社メディア開発の専門コンサルタント
として活躍中。実績数は累計80社以上、手がけた地域メディアは100メディア以上に及び、
同社における地域メディアの開発の第一人者である。

株式会社 クレイプラス
代表取締役

野田 秀樹 氏

株式会社 Be win
代表取締役

河村 勝就 氏

人材ビジネス支援部
求人メディアグループ　求人メディアチーム
チームリーダー　チーフ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　求人メディアグループ　求人メディアチーム　チームリーダー　チーフ経営コンサルタント
株式会社 船井総合研究所

門垣 勇太

人材ビジネス支援部
求人メディアグループ　グループマネージャー
シニア経営コンサルタント

株式会社 船井総合研究所

西山 圭

門垣 勇太

地域NO1の求人メディアを立ち上げるための３ステップ
ズブの素人でも求人掲載の受注がどんどん取れる営業テク

セミナー内容抜粋①

セミナー内容抜粋②

053344時田

講座&スケジュール

木2019年12月4日
（株）船井総合研究所　淀屋橋セミナープレイス

水
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5785542

2019年12月5日（木）
〒141-8527 東京都品川区西五反田6-12-1
JR五反田駅　西口より徒歩15分

2019年12月4日（水）
（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

S053344

12月5日（木）12月4日（水）

求人メディア新規立上げセミナー

門垣時田

時田

13:00
16:30

開催時間

受付12：30～

（株）船井総合研究所　五反田オフィス

税込33,000円 税込26,400円
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