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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！？

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～

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

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　
マネージャー　

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。 西山 圭

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　
デベロップメントチーム 

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。 保泉 泰宏

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
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～

地域密着型の中小企業に取り組むべきビジネスモデル
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。

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　マネージャー　 西山 圭

特別
ビデオ講座 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

ｎｐｓ株式会社　
代表取締役

(株)船井総合研究所　五反田オフィス
2020年 金9月25日

(株)船井総合研究所　東京本社
2020年 月10月26日

(株)船井総合研究所　大阪本社
2020年 月9月7日

(株)船井総合研究所
大阪本社月9月7日
(株)船井総合研究所
大阪本社水10月7日

(株)船井総合研究所
五反田オフィス金9月25日
(株)船井総合研究所
東京本社月10月26日

(株)船井総合研究所　大阪本社
2020年 水10月7日
全日程オンライン開催あり 開催

時間 13:00 16:30 受付
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2020年

2020年

2020年



事業者の参入を阻む
　　　厳格な制度規制の壁…

事実、高卒10人中４人は
　　  3年もたず辞めてしまう

高校生就職応援メディアは全ての悩みを解決する、
社会性の高いマッチングプラットフォーム

直接アプローチ禁止！

地元で働きたくても、
地元にどんな仕事があるのかわからない…
就職課にある文字だけの紙きれ一枚の情報から
就職先を選ばざるを得ない…
よくわからず卒業生の就職実績がある企業を
選んだけど、合わなかった…

今すぐ、セミナーにお申込みください。

営業利益率

マーケティング難易度

キャッシュポイント

競争環境

1～3％

ダブルクライアント（求職者／取引企業）

成果コミット型（稼働課金）

無制限（全国約38,000事業者）

30～35％

シングルクライアント（取引企業のみ）

非成果コミット型（掲載課金）

1商圏1枠（全国約80枠）

情報収集ができない！

植杉 親優氏

nps株式会社　
代表取締役

人材派遣ビジネス 高校生就職応援メディア

特別ゲスト講座特別ゲスト講座

営業期間3か月で1500万円達成！ 静岡県A社

営業期間3か月で1700万円達成！ 香川県C社

営業期間3か月で1650万円達成！ 兵庫県B社

営業期間3か月で4000万円達成！ 茨城県E社

営業期間3か月で4000万円達成！ 栃木県D社

　　　既存の取引先はもちろん、
過去の取引先がそのまま高校生就職応援メディアのお客様になる！

地元企業 高校生

制度上、企業から高校生に
　　　　直接採用アプローチができない…
たまたま選んでもらっても
　　　　ミスマッチが多く離職してしまう…
地元の若者がどんどん
　　　　都心に流出してしまう…

高校生の課題地元企業の課題

60分無料個別相談付き！人材ビジネスの
専門コンサルタントへの

さらに

売上2000万円！ 営業利益率35％
立ち上げ成功企業の社長が、
　　  「成功の秘訣」を全て語る！

事例 ①
事例 ②
事例 ③
事例 ④
事例 ⑤

売上2000万円！ 営業利益率35％驚異の

これからの派遣業界はこう変わる！
ポストコロナに向けて派遣会社がとるべき戦略がわかる！
地域密着の派遣会社にピッタリ！ 営業利益率35％！

高卒マーケットの全てがわかる！
高卒マーケットは制度規制のおかげで無競合！

制度を活かした正しい参入方法がわかる！
社員1名！ 設備投資ナシ！ 超低投資で立ち上げ可能！
たった3か月で立ち上がる「高卒市場の攻略方法」がわかる！

2大ショックがもたらした「人材派遣の終焉」
いま必要なのは利益を稼げる新規事業！もう、“人材派遣業だけ”にとらわれない！いま必要なのは利益を稼げる新規事業！

本セミナーでは地方の人材派遣会社が
いますぐ実践できるノウハウのみをお伝えします！

高卒マーケットビジネス「高校生就職応援メディアとは」？

派遣ビジネスに比べると、簡単かつ儲かるビジネスモデル！

全国エリアを問わず、先進取り組み企業が続々成功！



お問合せNo. S063404

ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

派遣より簡単で無競合！ 高卒マーケット新規参入セミナー

開 催 要 項

お申込みはこちらからお願いいたします

お問合せ

●申込みに関するお問合せ：時田　●内容に関するお問合せ：保泉(ホイズミ)
0120-964-000 （平日9:30～17:30)

株式会社 船井総合研究所

TEL

お申込方法 下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。 受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。
または、船井総研ホームページ（www.funaisoken.co.jp）、右上検索窓にお問い合わせNo.063404を入力、検索ください。

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内(メール)をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案 内(メール)をもってセミナー受付
とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手 元に届かない場合や、セミナー開催4営業日前までにお振込みで
きない場合は、下記お申込み担当者へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込み を取消させていただく場合がございます。●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。 ●ご参加を取り消される場合は、開催3営業日(土・日・祝除く)前まではマイページよりキャン
セルをお願い致します。それ以降は下記 事務局宛にメールまたはお電話にてご連絡ください。尚、ご参加料金の50%を、当日の欠席は100%をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

受講料

一般価格 税抜 10,000円 （税込11,000円）／一名様 会員価格 税抜 8,000円 （税込8,800円）／一名様

日時・会場

諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認ください。また最少催行人数に満たない場合、中止させていただくことがございます。
尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。

（受付12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 9月7日（月）
㈱船井総合研究所 大阪本社
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

大阪会場にてご参加
お申込期限：9月3日（木）

地下鉄御堂筋線　淀屋橋駅　⑩番出口より徒歩2分

（受付12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 9月25日（金）
㈱船井総合研究所 五反田オフィス
〒141-8527 東京都品川区西五反田6-12-1

東京会場にてご参加
お申込期限：9月21日（月）

JR五反田駅　西口より徒歩15分

本講座はオンライン受講が可能となっております。　オンライン受講の方に限り、諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。　

（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 10月7日（水）

オンラインにてご参加

お申込期限：10月3日（土）

（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 10月26日（月） お申込期限：10月22日（木）

（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 9月7日（月） お申込期限：9月3日（木）

（ログイン開始12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 9月25日（金） お申込期限：9月21日（月）

9月25日（金）東京会場

9月7日（月）大阪会場

10月26日（月）東京会場

10月7日（水）大阪会場

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、 
感染状況が収束するまでの期間は、録画等
によるウェブ開催へ移行させていただく可能
性がありますので、何卒ご理解をいただきま
すようよろしくお願い申し上げます。

（受付12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 10月7日（水）
㈱船井総合研究所 大阪本社
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

大阪会場にてご参加
お申込期限：10月3日（土）

地下鉄御堂筋線　淀屋橋駅　⑩番出口より徒歩2分

（受付12：30より）

開始

13：00
終了

16：302020年 10月26日（月）
㈱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

東京会場にてご参加
お申込期限：10月22日（木）

JR東京駅　丸の内北口より徒歩1分

 ■申込締切日9月3日（木）

 ■申込締切日9月21日（月）

 ■申込締切日10月3日（土）

 ■申込締切日10月22日（木）

9月25日（金）オンライン受講

9月7日（月）オンライン受講

10月26日（月）オンライン受講

10月7日（水）オンライン受講

■申込締切日9月3日（木）

■申込締切日9月21日（月）

■申込締切日10月3日（土）

■申込締切日10月22日（木）
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