
逆風が吹き荒れ、急激に縮小する印刷業界。
逆境の真っ只中で、悩みに悩み、考え抜いた植杉氏が見つけ一筋の光 。
そこには完全なる空白マーケットが広っていた！
斜陽業界、縮小商圏で戦う中企経営者が取るべき戦略とは？
その“答え”がここにある！

高卒採用応援ビジネスに
本セミナーのみで連携を組むモデルを発表しますので必ず今すぐお申し込みください。
このマーケットは大きなチャンスを迎えています。必ず経営者がご参加下さい。

大切なのでもう一度書きます。必ず経営者がご参加下さい。早期の決断が鍵になるからです。

地方の10億円未満の中小企業は

船井総研に新卒で入社。入社後は、広告・印刷業界/人材業界に特化をし、
新規事業立ち上げ/マーケティング戦略の策定プロジェクトを経験。現在
は、求人メディアの新規立上げおよび収益化を強みにしている。特に、
マーケティング戦略での再現性が高い提案/実行には定評がある。

地域No.1の広告会社になるべく、長崎県に特化した就職応援メディア事業を立ち上げ、大躍進
を遂げた。 また人気の地域有料雑誌『もってこい長崎』も事業展開している。『PRが企業を強く
する』を経営理念に掲げ、社内スローガンは“広告で社会貢献する”。今最も勢いのある経営者で
ある。人生でやり遂げたいことは、“九州の魅力を世界に伝える“こと。 植杉 親優氏

保泉 泰宏

講座／時間 セミナー内容／講師

地方の中小企業が取組むべき新たな地域貢献型ビジネスとは！？

減少し続ける市場で見つけた、空白の伸長マーケットで大躍進した秘密

たった９０日で、立ち上げる超高収益事業！立ち上げノウハウ大公開

地域密着型の中小企業に取り組むべきビジネスモデル

地域密着型の中小企業がやるべき求人採用商品とは？
～このビジネスが自社にもたらす７つの恩恵～
参入するなら今でしょ！ ～営業利益2,000万円を成功する秘訣を伝授～

中小企業が「何か仕事ください」営業から抜け出す唯一の方法
営業マンの能力に頼ることなく、新規受注ができる仕組みづくり
参入してこんな会社に変わりました！ ～見積りナシ、値引きナシ、無理な要求は受けない～

90日で営業利益を1,000万円以上付加するノウハウ大公開！
新規営業が苦手な営業マン、営業未経験者が活躍できる仕組みとは？
経営者が語る、このビジネスの魅力とは？成功企業事例動画インタビュー

業績を上げ続けている中小企業の７つの共通点とは？
提言！変化できる中小企業が生き残る！
中小の経営者は、誰でもできて儲かるビジネスモデルを仕入れなさい。

ｎｐｓ株式会社　
代表取締役

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　　　

特別ビデオ講演

必見！全国の
成功事例企業
動画インタビュー

（株）船井総合研究所　淀屋橋セミナープレイス

講座内容＆スケジュール

対応
担当
青木（アオキ）

担当：日田 https://www.funaisoken.co.jp/seminar/053353

人口14万人地方商圏で、
売上昨年対比250％成長

西山 圭

西山 圭株式会社 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　グループマネージャー　シニア経営コンサルタント

新・求人メディアの構想から立ち上げまでを伴走し、経営
者の思いをカタチにした。ビジネスモデルの仕組み化を
得意とするコンサルタント

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
グループマネージャー　
シニア経営コンサルタント

斜陽業界、縮小商圏で戦う全ての経営者に贈る！
もがき苦しんだ末に生まれた珠玉のサクセスストーリー！ 
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S053353

053353
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応援ビジネス

営業2か月半
で

受注 売上 万円！ ！社

12月11日 水
2019年

高卒採用
応援ビジネス

急拡大中の 低投資なのに

nps株式会社
代表取締役 植杉 親優氏

地域密着でやってきたからこそできる地元貢献型ビジネスのご案内
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なぜ、今まで気が付かなかった？なぜ、今まで気が付かなかった？
（株）船井総合研究所　五反田オフィス

12月13日 金
2019年名
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古
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12月20日 金
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TKPガーデンシティPREMIUM広島駅北口 受付12:30～

開催時間
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斜陽業界、縮小商圏において「今までと同じ取り組み」続けるだけでは「絶対に生き残れない」
その言い訳、そろそろやめませんか？

クライアントの課題を
解決できる企業を
本気で目指したい！

「 ウチの業界はどうも厳しくて… 」 

既存事業の減収が止まらない
事業展開に
限界を感じる

志が同じ、全国の展開企業が連携し、商品を開発！ 全国の英知を結集し、たった90日で成果をだす！

営業2か月半で受注50社！売上1,643万円！兵庫県A社

パート女性1名で受注21社、売上531万円！栃木県C社
受注件数80社！売上2,312万円！茨城県B社

営業経験なしの社員の活躍で売上1,600万円！千葉県F社
営業未経験者3名で受注50社、売上1,000万円！長崎県F社

受注48社うち新規20社、上場企業の新規取引5社！千葉県E社

属人営業から脱却し、
だれでも売れる、
商品を持ちたい。

一つでも当てはまる方は、今すぐに本セミナーへお申込みください。本セミナーは必ず社長ご自身でご参加ください。
営業マン
1人当たりの売上が
年々落ちている

“高”収益性、“高”即時性、“高”社会性
参入するべき３高ビジネスモデル

急成長中なのに競合皆無！
通常ありえない最高の市場

誰でも売れる仕組み！
「高付加価値」×「営業ノウハウ」

これさえ聞けば明日から参入できる！
セミナーにて参入ノウハウ大公開！

高卒採用応援ビジネスの全貌、マーケット参
入ノウハウ、高付加価値商品の作り方、営業
ノウハウ、実際に取り組んでいる法人の成
功体験談、顧客開拓における目からウロコ
の裏技まで！
他では絶対に聞けないマル秘情報を一日の
セミナーにぎゅっと濃縮！
いま感じている閉塞感を本気で打破したい
経営者様向けのセミナーです。

労働生産人口の減少に伴う超採用難
のこの時代。属人性に頼った営業スタ
イルではもう生き残れない。
令和時代に生き残るのは、“人”に依存
しないビジネスモデル！
「高付加価値」な商品と先進企業によ
って生み出された「営業ノウハウ」によ
って既に「誰でも売れる仕組み」がコ
コにある！

労働力不足を背景に、高卒の就職率は
8年連続上昇中、高卒就職率はバブル期
に迫る98.1％(H30)高卒採用市場は誰も
が認める成長市場にも関わらず、厚労省
や文科省の規制に守られた、いわば“聖
域”ルールを知り尽くしたプレイヤーしか
入れない市場であるため、競合が皆無！
参入さえすれば驚くほど上手くいく、
またとないチャンスがここにある！

❶“超”魅力的な収益性
　営業マン1人当たりの生産性約1000万円/年
　営業利益率約35％！
❷立ち上げ90日？驚異の即時性！
　新規事業の立ち上げがたった90日で実現も
　可能な即時性の高いビジネスモデル！
❸社会性の高い地域貢献型ビジネス
　就職する生徒、採用企業、保護者、先生、ひい
　ては地域経済全体にまで好影響を与える、
　五方良しのビジネスモデル！

●既存のやり方が通用しなくなってきている
●営業マン一人当たりの売上が落ちている
●将来のために仕掛けをしていきたい

参入を決めた企業が次 と々成功され、これほど盛り上がりを見せている
のは、「採用商品」が「時流」であり、まだ「競合がいない」からです。
今業界の
流れによって、

本セミナーへご参加ください。徳があっても損はないことお約束します。

今すぐ参入するために
必要なノウハウを徹底解説！

今がラストチャンス！今がラストチャンス！

●既存のやり方が通用しなくなってきている
●営業マン一人当たりの売上が落ちている
●将来のために仕掛けをしていきたい

参入を決めた企業が次 と々成功され、これほど盛り上がりを見せている
のは、「採用商品」が「時流」であり、まだ「競合がいない」からです。

本セミナーへご参加ください。徳があっても損はないことお約束します。

今業界の
流れによって、

今すぐ参入するために
必要なノウハウを徹底解説！



青木日田

S053353

5785533

第9回高卒採用マーケット新規参入セミナー
□【大阪会場】12月11日（水） □【名古屋会場】12月13日（金） □【東京会場】12月16日（月） □【広島会場】12月20日（金）

日田

税込33,000円 税込26,400円

（株）船井総合研究所 淀屋橋セミナープレイス TKP名駅東口カンファレンスセンター （株）船井総合研究所　五反田オフィス
2019年
TKPガーデンシティPREMIUM広島駅北口
12月20日 金2019年12月16日月2019年12月13日金2019年12月11日 水

〒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

〒450-0002 
愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8 
KDX名古屋駅前ビル13階
JR名古屋駅　桜通口より徒歩3分

〒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

〒732-0057 
広島県広島市東区二葉の里3-5-7 
GRANODE広島
JR広島駅　新幹線口(北口)より徒歩3分

広
島
会
場

東
京
会
場

名
古
屋
会
場

大
阪
会
場

受付12:30～

開催時間

13:00
16:30
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