【webセミナー】人材紹介ビジネス新規参入セミナー
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新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、
および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
【webセミナー】人材紹介ビジネス新規参入セミナー
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非常事態のなか会社を守っている
経営者様・経営幹部のあなた様へ
人材ビジネスを始めたもしくは検討されている経営者様からご相談やご要望をいただくことがありますが、
驚くほどみなさま同じことを言われます。
我々船井総合研究所はそのような経営者様のご要望に「人材紹介ビジネス新規立ち上げコンサルティング」という

新たな収益の柱を作りたい

すぐにでも事業を軌 道に乗せたい

せっかく始めた新規事業は失敗したくない

少 人 数で始められるビジネスがしたい

地元に根付いたビジネスを行いたい

人 材 紹 介を軌道に乗せる方 法を知りたい

み な さま はこのような 考 え が 頭 をよぎったことは ありま せ ん か？

カタチで応えてまいりました。

在庫 なし
初期投資 ゼロ

人材紹介は世の中に星の数ほどあるビジネスの中でも随一に始めやすく利益率の高いビジネスです。
また、日本の人手不足問題に立ち向かう大変社会性の高いビジネスで、地元に根付いてお仕事をされている
企業様にはピッタリの新規事業だと考えております。

粗利率

弊社はこれまで 2000社以上のご相談に乗らせていただきましたが、今日はその中でも目覚ましい成果を
あげられている、静岡県浜松市に拠点を構える株式会社D A N D L 様をご紹介いたします。

ただ、5年前に弊社の人材紹介立ち上げのセミナーにお越しいただいたことをきっかけに一念発起して脱サラし
人材紹介ビジネスで独立を決められました。
独立当初から弊社もサポートさせていただき5年後には粗利で1億円を達成されるほど新規ビジネスを軌道に
乗せることに成功いたしました。
弊社のコンサルティング先には似たような成功企業（さすがに田中氏のような独立パターンは珍しいですが…笑）が
たくさんいらっしゃいます。そのいずれも地方にある、地元に根付いた企業で、人材紹介ビジネスを
これまで行ったことがない未経験の企業です。
ぜひとも今回のセミナーでその成功した理由をこれをお読みのあなた様の耳でお聞きください。
平常時ですと東京や大阪などの大都市のみの開催で、ご参加者様には会場までご足労いただくのですが、
昨今の情勢でございますのでWeb上での開催を予定しております。
料金もいつも我々を支えてくださっている企業様の応援の意味も込めまして特別価格でご案内を差し上げております。

▶ 最小限のリソースを最大限活用！

100 ％

営業利益率

30 ％

既存事業と比較しみてください。利益率の高さを実 感いただけるはずです！

そうです、表紙のお写真の方が代表を務められている企業様でございます。

代表の田中氏は5年前までサラリーマンとして営業職をされていました。

まずは正社員 1名 から

驚くほど
順調 に成長中！
株式会社DANDL

静岡県浜松市

事業は人材紹介ビジネスと
その周辺サービスだけ！
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船井総研サポートの
人材紹介会社は

会場までの交通費や移動のお時間もかかりませんのでぜひお気軽にご参加ください。
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※表示は粗利額

全国
拡大中！

大変ありがたいことに現在我々のお付き合いさせていただいている企業様も100社を超えており、
全国のさまざまなところでご活躍をされております。
弊社もお付き合い先企業様のエリアバッティングには十分に気を付けておりますので、まだ空いているエリアがある
今のうちに本セミナーへご参加ください。コンサルティングを受けるつもりのない方でももちろん大歓迎でございます。

※エリアによってサポ ートのご依 頼を
お 断りする場 合 がございます

弊社から無理な営業をすることは一切ございませんのでご安心ください。
情報収集のつもりでお気軽にご参加ください。
現在お読みいただいているこちらの裏面にQRコードがございます。
それを読み取っていいただくと数分でお申込みが完了いたします。
本気で事業を軌道に乗せたい方のご参加をお待ちしております。
それでは当日お会いできることを楽しみにしております。

株式会社 船井総合研究所
人材ビジネス支援部
マネージング・ディレクター

山根 康平

本 気 で 経 営 を 考えている方 の ご参 加 を お 待ちしております

【webセミナー】
人材紹介ビジネス新規参入セミナー
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お申込期限：1月14日（木）
お申込期限：1月16日（土）
お申込期限：1月18日（月）
お申込期限：1月22日（金）
お申込期限：1月30日（土）
お申込期限：1月31日（日）
お申込期限：2月4日（木）

終了

12：00（ログイン開始9：30より）

お申込期限：2月5日（金）

本講座はオンライン受講となっております。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。

11,000円）／一名様
8,000円（税込 8,800円）
／一名様

一般価格 税抜 10,000円（税込
会員価格 税抜

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.067679を入力、
検索ください。

【年末年始休業のお知らせ】
12月28日(月)正午〜1月5日(火)まで
※休業期間中は電話がつながらなくなっております。

※Webからのお問い合わせには1月6日以降順次ご回答させていただきます。

●申込みに関するお問合せ：中田 ●内容に関するお問合せ：橋本・藤

※なお、
受講申込はWebより24時間受け付けております。

ご不便をお掛け致しますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

1月18日（月）オンライン受講

2月3日（水）オンライン受講

1月20日（水）オンライン受講

2月4日（木）オンライン受講

1月22日（金）オンライン受講

2月8日（月）オンライン受講

1月26日（火）オンライン受講

2月9日（火）オンライン受講

申込締切日1月14日（木）

申込締切日1月16日（土）

申込締切日1月18日（月）

申込締切日1月22日（金）

申込締切日1月30日（土）

申込締切日1月31日（日）

申込締切日2月4日（木）

申込締切日2月5日（金）

検

