
介護特化型人材紹介新規立ち上げセミナー
葬儀関連企業向け

シニアマーケットに顧客基盤がある葬儀会社だからこそ
確実に伸びる介護業界参入で圧倒的優位に立てる！

2021年
5 【金】14 5 【金】21 5 【水】26
6 【月】14 6 【火】22 6 【月】28

特別
ゲスト
講座

コロナ禍だからこそ、葬儀関連企業が介護人材ビジネスに参入するべき3つの理由！

株式会社 船井総合研究所　
人材・ものづくり支援部 人材ビジネスグループ リーダー

◎営業マンの生産性が低い
◎新規の見込み借主が集客できない
◎競合に負けてばかりで売上が安定しない

能登谷 京祐
人材募集専門の経営コンサルタントで、採用における独自のノウハウを持ち、多くの業界で課題となっ
ている人材採用において、多くの成功事例を持つ。また人材募集から採用に至るまでの各プロセスごと
における確かなコンサルティングにも定評がある。

葬儀関連企業が選ぶべき、未来の多角化戦略について！

DX支援本部 人材・ものづくり支援部
人材ビジネスグループ マネージャー 安本 哲弥
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。

第二本業で売上補完をしながら、既存事業の集客力UP！
シナジーを生む人材ビジネスの立ち上げ方！

株式会社 船井総合研究所　
人材・ものづくり支援部 人材ビジネスグループ 植田 航平
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・紹介会社で業績アップを実現しているコンサルタント。現在は医療・介護特化の人材紹介事業を
メインに手掛けており、新規事業立ち上げのサポートに従事している。

株式会社DANDL 代表取締役 田中 教善氏
株式会社DANDL
代表取締役

田中 教善氏
地域No.1の人材ビジネス会社になるべく、静岡県に特化した介護人材紹介事業を立ち上げたった2年
で驚異的な成長を遂げた。現在は、人材紹介だけでなく「介護職専門の求人メディア」「介護職員向けの
教育研修」など多角的に事業を展開している。
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講　座 セミナー内容

セミナー参加！全日程オンライン開催PC・スマホで

選べる曜日！スマホからもOK！
ご都合のよ良い日程で以下よりお選びください。

一般価格

お申し込み方法

セミナー情報をWEBページからもご覧いただけます！
https://www.funaisoken.co.jp/seminar/071834

ーWEBからのお申し込みー

右記のQRコードを読み取り頂きWEBページのお申し込みフォームよりお申し込みくださいませ。

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

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

PC・スマホで

オンライン開催 13：00▶15：00

2021年オンライン開催

既存事業に縛られない業績UPの成長戦略大公開既存事業に縛られない業績UPの成長戦略大公開

既存事業の売上を伸ばしながら人材紹介だけで

介護特化型人材紹介を立ち上げ

介護特化型人材紹介新規立ち上げセミナー
葬儀関連企業向け

当ビジネス専門コンサルタントによる

無料経営相談付

葬儀関連企業の経営者・経営幹部の方へ

年間粗利 億円1,2

成功事例紹介！こんな状況の会社様はぜひご参加するべきセミナーです

【WEBセミナー】

主
　
催

葬儀関連起業向け介護人材紹介新規参入セミナー

WEBからお申し込みいただけます。

TEL.0120-964-000
お問合せNo. S071834

申込みに関するお問合せ：星野
内容に関するお問合せ：佐藤

平日
9：30～17：30

株式会社 船井総合研究所 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル

（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.」を入力ください。）→ 071834

5 【金】14 5 【金】21 5 【水】26
6 【月】14 6 【火】22 6 【月】28

月
間

を万円を万円

開催時間

ログイン開始　12：30～

介護人材紹介で年間粗利1.2億円！先進企業の事例紹介

名が1
営業マ

ン

13：00▶15：00
開催時間

ログイン開始　12：30～

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。



拡大するマーケットの一方で競争激化により、　

実現可能性が低い！

顧客単価を上げる 1
顧客数を増やす 2
今のやり方を変えない3

この激動の葬儀業界で
多くの会社が取り組むこと

「身近な人の介護経験があるから」とい
う志望理由が16.5％を占めている。全国
で介護職員数が190万人を超える中、人
材紹介を利用する求職者の家族・親族
への営業をすることで、潜在層の見込み
顧客へ競合よりも優位に立ってアプロー
チすることができる。

すでに葬儀事業で取引のある介護
施設をリスト活用することで、競合
に比べ、早い段階での営業活動を
することができる。また、新規オープ
ンする際に、人材紹介先として独占
契約することで、無競合の取引先を
獲得することができる。

安定した顧客獲得ができない会社に未来はない

人材紹介の求職者リストから葬儀
業界の見込み顧客の獲得ができる

理由 葬儀業界での取引先と人材紹介の
独占契約ができ、他社よりも断然早く
売り上げを立てることができる

理由Withコロナでニーズが増加している
葬儀の契約獲得ができる

理由

×
葬儀業

（既存事業）
応募が
あった
求職者

人材紹介事業
（新規事業）

葬儀契約

×
葬儀業

（既存事業）

人材紹介事業
（新規事業）

応募者の
家族・親族

応募者

個人葬儀契約

紹介独占契約紹介契約

介護人材慢性的不足！介護施
設からの終活需要増加！介護特
化型人材紹介を立ち上げること
で、営業アポが取りやすい営業
商材として活用し、新規顧客と
の接点が生まれ本命商材の契
約が受注できる。

貴
社

収
益

営
業
先

葬儀業
（既存事業）

入居者
入居者の家族

既存事業で取引のない
介護施設

人材紹介事業
（新規事業）×

個人葬儀契約 法人葬儀契約 紹介契約

人材紹介の失敗しない始め方3つのポイント 内容を一部抜粋してご紹介

1 2 3

転職希望者の募集
1

人を集めたいなら最新Webマーケティング
「求人特化検索エンジン×自社求人媒体」一択！

不人気職種だって月間89名確保！

法人の開拓営業
2

これで本業の商談機会も激増する！
攻めやすい狙い目業界やトーク内容をご紹介！

パート女性たった1名、しかも
電話だけで月間67件開拓！

人と企業のマッチング
3

ここを外すと全ての苦労が水の泡‥‥

業界平均2倍の成約率を達成した
黄金の交渉術を大公開

※既存クライアントへの営業はもっと簡単です

既存事業と比較してみてください。

利益率の高さを実感いただけるはずです！

圧倒的始めやすさ圧倒的始めやすさ

粗利率 100％

営業利益率 30％

★在庫 なし
★初期投資 ゼロ
★在庫 なし
★初期投資 ゼロ

超高収益ビジネス超高収益ビジネス 粗利率 100％

営業利益率 30％

葬儀業　事業者数の推移

2019年2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年

1,407

高齢化に伴い、参入障壁の低
い葬儀業界の競争環境は厳
しい状況です。同業者による
積極的な新規施設の出店に
加え、異業種からの新規参入
が相次いでおり、価格競争が
激しくなっています。

1,713
1,888 1,997 2,082

2,205
2,291 2,361

2,417 2,496

（※2）この事業を行う場合、「有料職業紹介」の事業許可が必要です。
（※3）人材派遣（「労働者派遣事業」）と人材紹介は異なるものです。

①登録

②求人紹介（面談）1 求 職 者
（転職希望者）　

人材紹介会社

求人企業2

③人材の紹介

※1：紹介手数料=採用者の想定年収×手数料率20～35％
（例）年収400万円の方を手数料率25％で紹介できた場合、100万円

④面接・採用 ⑤紹介料手料※1

⑥入社

介護福祉施設・入居者との葬儀契約 新規見込み顧客の獲得  
葬儀の取引先リストを活用し、人材紹介独占契約

3
1 2
3

今すぐ介護特化型人材紹介を立ち上げる　　つの理由！
現実的に難しい課題を可 能にする解決策を提言



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。 

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。
オンラインミーティングツール「Zoom」を使用いたします。Zoomご参加方法の詳細は「船井総研 web参加」で検索

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.071834を入力、検索ください。

●申込みに関するお問合せ：星野　●内容に関するお問合せ：佐藤

5月14日（金）オンライン受講
申込締切日5月10日（月）

5月21日（金）オンライン受講
申込締切日5月17日（月）

5月26日（水）オンライン受講
申込締切日5月22日（土）

6月14日（月）オンライン受講
申込締切日6月10日（木）

6月22日（火）オンライン受講
申込締切日6月18日（金）

6月28日（月）オンライン受講
申込締切日6月24日（木）

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。

日時・会場

オンラインにてご参加

開始 終了

2021年5月14日（金） 13：00 ▶15：00 (ログイン開始  12：30より) お申込期限：5月10日（月）

開始 終了

2021年5月21日（金） 13：00 ▶15：00 (ログイン開始  12：30より) お申込期限：5月17日（月）

開始 終了

2021年5月26日（水） 13：00 ▶15：00 (ログイン開始  12：30より) お申込期限：5月22日（土）

開始 終了

2021年6月14日（月） 13：00 ▶15：00 (ログイン開始  12：30より) お申込期限：6月10日（木）

開始 終了

2021年6月22日（火） 13：00 ▶15：00 (ログイン開始  12：30より) お申込期限：6月18日（金）

開始 終了

2021年6月28日（月） 13：00 ▶15：00 (ログイン開始  12：30より) お申込期限：6月24日（木）

受講料

お申込方法

お問合せ

葬儀関連起業向け介護人材紹介新規参入セミナー お問合せNo. S071834

開催要項

お申込みはこちらからお願い致します。

一般価格

会員価格

税抜

税抜

10,000円

8,000円

(税込11,000円)／一名様
(税込 8,800円)／一名様

●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。


