
日田

全ての経営者に“今”考えてほしいこと

これから日本企業が考えるべき生存戦略
これから考えないといけないたった一つのこと。 
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参入すべきビジネスモデル

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

第1講座 株式会社 船井総合研究所
人材ビジネス支援部
ソリューション開発グループ　
グループマネージャー
シニア経営コンサルタント　

求人市場を独占する
プラットフォーマー戦略とは!?

第2講座 株式会社 船井総合研究所
人材ビジネス支援部　ソリューション開発グループ　
グループマネージャー　シニア経営コンサルタント 

西山 圭

寡占市場で見つけた
空白マーケットを開拓し

大躍進した理由

山口県で営業利益40％を
実現した求人メディアの

実態を大公開！第3講座

第4講座

nps株式会社
代表取締役 

株式会社Be win
代表取締役 

植杉 親優氏 河村 勝就氏 
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。

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40％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！

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グループマネージャー
であり、地域特化型の自社メディア開発専門のコンサルタント
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開発の
第一人者である。

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。

※都合により、ビデオ講座
　になる場合があります。
　予めご了承ください。

058322

空白マーケット！
就職応援メディアのビジネスモデル全容

（24時間対応）担当：日田

西山 圭  　

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 

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 　

株式会社 船井総合研究所　人材ビジネス支援部
Webマーケティンググループ　
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　人材ビジネス支援部
ソリューション開発グループ
グループマネージャー
シニア経営コンサルタント　西山 圭 安本 哲弥 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。

野口 豊　

株式会社 船井総合研究所　
人材ビジネス支援部　ソリューション開発グループ　
シニア経営コンサルタント 

門垣 勇太 

13:00
16:30

開催時間

受付 12:30～

株式会社 船井総合研究所
人材ビジネス支援部
Webマーケティンググループ
グループマネージャー
シニア経営コンサルタント
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営業利益率、驚異の30％
ビジネスモデルビジネスモデル

超高収益を実現した３つのポイント 超高収益を実現した３つのポイント

求人掲載
＋

RPOサービス
（応募者対応・面接設定）

地域特化型求人メディア 採用増＆求人コスト削減！
企業の不採用者

自社候補者へ求人企業 自社

❶利益率が髙い
❷在庫を持たない
❸少資本で参入できる
❹定期収入を見込むことができる

【スモールビジネス４条件】

設備投資、在庫０！ 超高収益

粗利率 80%超
営業利益率30%超

驚愕の

超低リスク！最強の
“スモールビジネス”社会貢献性が高い

地元で働きたいと考える高校生の
手助けとなるために生まれた

高校生就職応援メディアが
高卒マーケットに参入する

唯一の方法

無競合の
ブルーオーシャン
高卒採用マーケットは制約が多く大手の求人サ
イトや競合の人材ビジネス会社が参入しづらい

たとえば・・・

応募制限があり学生一人当たりが応募できる
企業数が限られている
企業側が面接時に質問出来る事が限られて
いるのでミスマッチが生まれやすい
エントリーシート（履歴書）も指定のものしか
使用できない

ポイント ポイント ポイント

顧客満足度の高いサービスを提供し

求人メディアマーケットは、
5年で5,000億円拡大する市場

1,470万件
1.6倍バブル期超

求人広告
件数

求人広告
件数

今後も日本の人手不足問題が解決すること
はありえないので、ニーズが高まり続ける。

求人メディアは
売れ続ける！

今後も拡大し続ける
巨大マーケット

既存のサービスと
完全差別化

ストック型収益モデルの実現
脅威のリピート率

ポイント ポイント ポイント

年間応募者

5,000名

既存事業の減収が止まらない
事業展開に限界を感じる

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。

不景気になっても、人は足りないので

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！

営業マン1人当たりの売上が
年々落ちている

属人営業から脱却し、
だれでも売れる、商品を持ちたい。

営業
利益率40％営業
利益率40％営業利益率、驚異の30％

しかもコ
スト

 ０円！？

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」

就職応援メディア

地元の企業と高校生を繋ぐ
社会性の高さから

多くの企業に
受け入れられやすい

既存サービスとの差別化に成功し

企業にも求職者にも
求められる
メディアに確立

一度ご契約いただいた
求人企業のリピート率

驚異の70%超！
類似サービスがリピート率60%を切る中

収益のストック化
を実現！

誰も気づかなかった空白マーケットで市場を独占
高校生就職応援メディア

山口県の求人市場を2年で独占
採用代行付き求人メディア
設備投資０円
異業種参入可能で
設備投資０円
異業種参入可能で

営業期間2か月半で売上2,563万円 営業マン１名で年間売上7,200万円

豪華
Ｗゲスト

nps株式会社
代表取締役 

株式会社Be win
代表取締役 

植杉 親優氏 河村 勝就氏 

新たに発見したブルーオシャンを悠 と々1人旅！
それぞれの市場で1人勝ち中の2社の代表がその成功の秘訣を余すことなく語る！

その言い訳、そろそろやめませんか？「 ウチの業界はどうも厳しくて… 」 



S058322 日田

日田 青木

5785074

2020年４月 求人プラットフォーム新規立ち上げセミナー
【大阪会場】4月7日（火）【東京会場】4月3日（金）

税込33,000円 税込26,400円

社長onlineプレミアムプラン（旧FUNAIメンバーズPlus）

●会員価格は、各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客様のお申込に適用となります。

2020年4月3日（金）
（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

2020年4月16日（木）
TKP博多駅筑紫口ビジネスセンター
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街
4-8 ユーコウビル
JR鹿児島本線 博多駅 筑紫口 徒歩2分 

（株）船井総合研究所
淀屋橋セミナープレイス

東
京
会
場

2020年4月7日（火）
〒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

大
阪
会
場

福
岡
会
場

【福岡会場】4月16日（木）

F2268
検


