
総合⼈材サービスのご紹介

はりま求⼈ナビ



会社概要

会社名 株式会社 ⼤翔

代表者 代表取締役 中⼭雅博

平成７年 ２⽉ １⽇設⽴

資本⾦

所在地

事業内容

1,000万円
兵庫県姫路市広畑区東新町１丁⽬２１番地
４ ⼤翔ビル１･２F

◆⼀般労働者派遣事業 厚⽣労働⼤⾂許可 （般２８-３０００８８）
◆有料職業紹介事業 厚⽣労働⼤⾂許可 （２８-ユ-３００１５２）
◆警備業 兵庫県公安委員会認定（第６３００１４６９号）
◆宅地建物取引業 兵庫県知事 （１）第４５１４６６号
◆総合建設業 兵庫県知事許可 （般-２７）第４５８２５６号

姫路(はりま)×⼈材総合サービス
現在の⼈⼿不⾜が加速してい く状況で、姫路に特化し、多 くの
地元企業様の⼈⼿不⾜をWEBマーケテ ィングで解消し、よ り良
い⼈材を採⽤できるよう総合サポートいたします。



はりま求⼈ナビの応募者実績

年齢⽐率職種⽐率男⼥⽐率

1 年間応募者数 800⼈

※ 2 0 1 8年 − 2 0 1 9年実績

２ ⽉間アクセス数 15,000 アクセス

DAISHOU



職員が⾜りない…
ハローワークに掲載しても、
応募が来ない…採⽤できない…

職員が疲弊して辞める…

シフトが組めない…
職員から⽂句出る…

⾃分ももちろん休めない… 求⼈媒体に依頼しても
応募が来ない

全ての原因は⼈⼿不⾜…

このままでは、
いつ事故が起きるか
不安でたまらない…

こんなお悩みありませんか？



⼈材派遣サービス

北海道介護求⼈ネットワークの2つのサービス

⼈材紹介サービス

概要

サイト掲載費⽤ なし ⽉額︓派遣単価×時間

「現在の⾜りない⼈員を埋めたい」
「定期的に⼈材不⾜が発⽣している」
企業様向けのプランです。
当社に登録をされている求職者を派遣いたします。
料⾦は業種や希望⼈数によって変化します。
良い⼈材であれば⾃社正社員として採⽤する紹介予定派遣
もご利⽤いただけます。

「いますぐに採⽤したい…」
「⻑期で働く⼈材を採⽤したい…」
「⾃社にあった⼈材を厳選して採⽤したい…」
そんな企業様向けのプランです。
掲載〜⾯接まで完全無料︕
採⽤時に年収の10〜20%を⼿数料としてご負担いただきます。

概要

費⽤

⼀時⾯接代⾏/原稿作成代⾏/
⾯接⽇程調整/採⽤・定着サポート 等

採⽤するまで完全無料︕完全成果報酬型︕ ⼈材不⾜をすぐに埋めることができる

⼈材派遣/紹介予定派遣サービス/原稿作成代⾏サービス

採⽤決定時に発⽣（3つのプランをご⽤意。）
※採⽤するまで⼀切費⽤は掛かりません

サービス

費⽤

サービス

はりま求⼈ナビは２つのサービスで解決します。



広告媒体サービス詳細（掲載の流れ）

①求職者が⾒やすい原稿の作り込み ②LINE@を利⽤した求⼈情報の提供

③圧倒的なWEBプロモーションノウハウ

企業の外観や内観の写真や、スタッフインタビューを活⽤し、
貴社の魅⼒や仕事環境をPRし、求職者の⽅が貴社で
働くイメージをしやすい原稿を作成いたします

たくさんの求職者の⽅々がLINE@に登録をしていただいており、
求⼈案件情報を定期的に配信しております。こちらを通して、
より多くの転職希望者の⽅々に貴社の原稿にアクセスしていただけます

弊社、求⼈サイトに掲載するだけではなく、様々な媒体も利⽤し、
貴社の求⼈がよりたくさんのアクセスを獲得します。
また、広告費や掲載、運⽤⼿続き等は弊社が負担いたします。

はりま求⼈ナビの3つの特徴

WEBマーケティングを駆使した地域密着型の求⼈募集
最先端のWEBマーケティングノウハウを駆使し、企業様の案件を魅⼒的に作りこみ、
求職者の⽅へお届けいたします。



⼈材紹介サービス

サービス

料⾦ メリット

ご利⽤の流れ

⼈材紹介サービス

弊社では、姫路(はりま)に特化したリクルーティングアドバイザーが
求職者と事前に⾯談することで丁寧なマッチングを⾏っておりますため、ミス
マッチや条件トラブルの⼼配はご無⽤です。
継続的な費⽤や⼿間が⼀切なく、弊社リクルーティングアドバイザーが求
職者を連れてくるので、アナタは⾯接するだけです。
何度⾯接しても無料なので、まずは多くの⼈材と会ってみて、
企業様にぴったりな⼈材を厳選することができます。
「忙しくてなかなか採⽤活動に時間が割けない…」
「⻑く働いてくれる⼈材が欲しい…」そんな企業様にぴったりのサービスです。
また、万が⼀、早期退職の場合も返⾦制度があるので安⼼です。

・原稿作成代⾏
・⼀次⾯接代⾏
・⾯接⽇程調整
・採⽤サポート
・定着サポート 等

⼿間なし︕⾯接するだけ︕採⽤するまで完全無料︕

⼈材紹介⼿数料︓ 選べる3つのプランをご⽤意︕
※⼊社決定時に発⽣

⼿数料返⾦規定︓プランによって返⾦制度が異なります。

⼈材紹介サービスの詳細

お⼿軽ライトプラン
スタンダードプラン
安⼼プレミアムプラン

15%
20%

※随時ご相談に応じます。

※別紙でご案内。

10%



⼈材紹介サービス

サービス

料⾦ メリット

ご利⽤の流れ

A
すぐに多くの⼈材が必要だけど、応募が来ない、採⽤⼯数が
かけられない……。そんな企業様のお悩みが解消されます。
料⾦は職種や⼈数によって異なりますが、すぐに⼈材を登⽤
することができます。また、良い⼈材で正社員に登⽤したいご
要望も求職者の⽅に了承を得られれば「紹介予定派遣」とい
う形で実現可能です。
(※登⽤の際は⼈材紹介と同等の料⾦が発⽣いたします。)
サイトへの掲載も無料なので、⾃社ブランディングにも活⽤
できます。

⼈材派遣サービス

・⼈材派遣サービス
・紹介予定派遣サービス
・WEBプロモーション代⾏
・LINE＠登録者への案件送付サービス

まずは掲載︕現在登録中の求職者を派遣いたします。

※上記以外にも価格調整可能です。

⼈材派遣サービスの詳細

B
C
D
E

派遣料⾦ 給与⾦額
2,500円〜

2,250円〜2,375円

1,875円〜2,200円

1,625円〜1,750円

1,271円〜1,375円

1,700円〜

1,600円〜

1,375円〜1,500円

1,000円〜1,250円

900円〜1,000円



⼈材紹介サービス

媒体/派遣/紹介費⽤⽐較

媒体 派遣 紹介

他社料⾦⽐較

費⽤ 3万円~１０万円/⽉ 1,500円~2,000円/時 40万円~70万円/⼈

メリット

デメリット

⼤量採⽤を⾒込むことができ、
採⽤単価が10万円以下に抑
えることができる可能性がある。

即時⾜りない⼈材を埋めることが
できる。また、紹介予定派遣を利
⽤し、採⽤したい⼈材を試⽤する
ことができる。

⻑期的に働く⼈材を選別し、採⽤
することができる。（⾯接までが無
料。採⽤時に費⽤が発⽣）

採⽤数0の可能性があり、そもそ
も⾃社案件が⾒られない可能性
がある。

⻑期的に⾒ると費⽤が紹介より⾼
くなる。

すぐに退社する可能性がある。

正社員

製造

採⽤⼯数



Recruitment
⼈材紹介サービスのご提案
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⼈材紹介サービスご利⽤の流れ

登録・応募
求⼈情報を集める

求職者

１

多くの転職希望者の中から
企業にピッタリの⽅をご紹介いたします

当社
（⼈材会社）

⼈材を求める
企業紹介

求⼈情報 依頼・求⼈

DAISHOU はりま求⼈ナビ 11



サービスを利⽤する3つのメリット

メリット 1

メリット 2

メリット 3

採⽤にかかる無駄な
コストを0円にできる

情報の⼊⼒が⾯倒な
原稿作成の⼿間ナシ

事前⾯談を必ず実施するので
ピッタリの⼈材を選定

採⽤への負担を⼤幅にカット
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⾃社での採⽤活動 ⼈材紹介の利⽤

⾃社採⽤と⼈材紹介との⽐較

⼈材紹介を利⽤すれば楽に採⽤が可能

⼈材募集コスト

採⽤コスト

採⽤の⼿間

応募者の質

弊社が全額負担

応募がある度に⼿間がかかる

応募者の質を選べない

⾯接までは弊社が対応

採⽤時のみ⼿数料が発⽣

貴社に適した⼈材を選定

⾃社で全額負担

⾃社で全額負担
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サービス内容と料⾦

採⽤するまで

0円

求⼈原稿
WEBサイトUP

求職者⾯談

⾯接

紹介⼿数料は
採⽤時のみ発⽣

⼊職

採⽤プロセス
申し込み 採⽤
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料⾦のご案内

⼈材紹介サービス料⾦のご案内

選べる3つのプラン 紹介⼿数料

10%
15%
20%

お⼿軽ライトプラン

スタンダードプラン

安⼼プレミアムプラン
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返⾦制度のご案内

お⼿軽ライトプラン
1ヶ⽉以内の退職

紹介⼿数料の50%返⾦
︓定着に⾃信がある企業様にお勧めです

スタンダードプラン
1ヶ⽉以内の退職

紹介⼿数料の70%
1〜2ヶ⽉の退職

50%
2〜3ヶ⽉の退職

20%返⾦

︓皆様にお選びいただいている1番⼈気のプランです

安⼼プレミアムプラン ︓退職率が⽐較的⾼いお客様にお選びいただいております

1ヶ⽉以内の退職

紹介⼿数の80%
1〜2ヶ⽉の退職

60%
2〜3ヶ⽉の退職

40%
4〜6ヶ⽉の退職

20%返⾦
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