
<永久保存レポート> 

やっと完成した、コーチを採用するノウハウが 17 都道府県で成果が出たので、公開します！ 
 

全国 17都道府県で成果実証済みの 
コーチ採用ノウハウを遂に公開！ 

 
13 週間以内に必要な人数のコーチを採用し、安定したスイミ
ング運営ができます。そのために必要な求人広告の出し方、求
人広告の記載事項リスト、予算の掛け方、初期定着で退社しな
い研修フォロー術、保護者から口コミが発生するほど指導品質
を最短期間で引き上げる方法など…全てを公開します。 

FROM 濵⽥将⼠ 

⼤阪市⼤阪府⼟曜⽇、午後 10 時 38 分 

なぜコーチが集まらないのでしょうか？ 

たくさんのスイミングがあり、何⼗年もの間、⼦どもの習い事ランキングでは１位が続い
ているにも関わらず、⼀体なぜスイミングのコーチが不⾜してしまう状態になってしまうの
でしょうか?  
 
その理由は、2 つあります。 
 
コーチが採⽤できないのは、実はあなたやスイミングの責任では無かったのです。  

全て求⼈広告会社のやり⽅と採⽤システムの『せい』なのです。  
 
詳しくお話します… 

 

なるほど！これでコーチが採用できるのか！ 

現在、多くのスイミングスクールがコーチ不⾜で困っています。 
コーチが採⽤できない、若いコーチが⼊らない、ママさんコーチが⾜りない、コーチがいな
いから集客できない、負担が⼤きくなってコーチがやめて⾏く、将来性が⾒えない、授業が



運営できない、会費外収⼊が運営できない、本来やるべき仕事に⼿が回らない、⼊⽔時間が
増えて体の負担が増える、体調が悪くなる、新しく⼊ったスタッフが続かない…まさに負の
ループとも⾔える状態。 
 

こう⾔った悩みが本当に多いです。全体の 80％くらいのスイミングがコーチ不⾜で困っ
ています。実際どのように対策しているかと⾔うと、何もできていないのが“現実”です。 
 

コーチが採用できなくてオープン延期 
ある郊外で新規オープンするスクールでは、⼦どもの集客はできても、運営するだけのコ

ーチが集まらないために、東京のヘッドハンティング会社を使って⾼額なコーチを正社員で
採⽤して、それでもコーチの人数が足りないからと言う理由でスタート時期を遅らせている
スクールもあるほどです。 
 

私は、2018 年 4 ⽉現在の今、コンサルティングしているスイミングスクール先が 41 ス
クールあります。⽇本全国にクライアントがあり、依頼内容も業績アップ、新規出店、ビジ
ネスモデル構築、組織改⾰、⽣徒集客と様々です。しかし、どのスクールにおいてもやはり、
採⽤強化は、避けられない話題です。 
 

集客の専門家のノウハウすら通用しない厳しいコーチ採用 
出版した書籍も好評、⽇本スイミングクラブ協会様のトップセミナーで講師をさせていた

だくほど集客の専門家として認知していただいています。集客の専⾨家ですから会員集客と
同じようにすれば『採⽤くらい簡単にできるでしょ！』と軽く考えていました。 

 
しかし、実際に採⽤広告を⼿がけても反応０。完全に⾃信が打ち砕かれました。今まで多

くの広告に携わってきましたが、スイミングの採⽤広告でコーチを集めるほど難しい広告は
ないかもしれません。それほどむずかしいと感じました。 

 

愛知県名古屋市で開催された⽇本スイミング協会トップセミナーでの講演 
アマゾンのマーケティング
ランキング１位を獲得した
書籍 



１から勉強、現場で使えるノウハウを確立 

そこで１から勉強し直すつもりで次のような修⾏をやりました。中には全く役に⽴たない
ノウハウもありましたし、地域によっては通⽤しないアプローチなどもありました。実践し
ない限り絶対に分からないような採⽤マーケティングの本質なども次々と発⾒していきま
した。  

 

１から勉強、その１：全国のスイミングの求人広告スパイ 
日本全国のスイミングが出している求人広告を北海道から沖縄までこっそり取り寄せて

全て一文字一文字、完全にチェックしました。その数 200 社以上になり、PDF で保存した
資料は、500 ページを超えました。これを⼀つずつチェックしていく作業は、想像をはるか
に超える労⼒でした。 

 
この膨⼤な資料のおかげで採⽤できる会社とでき

ていない会社の広告の出し方の違いが明確にわかり
ましたし、どのように載せればいいのか、採⽤が取れ
る広告の出し⽅のコツがつかめました。この資料を元
に作ったのが、求人広告必須記載事項リストです。 

 
このリストにある項⽬を求⼈広告に記載した途端、反応が上がるほど、採⽤するためには、

必要な記載項⽬が掲載してあります。まさに、カンニングリストです。 
 

１から勉強、その２：有名求人媒体のやり手営業マンをスパイ  

さらにバイトル、リクナビ、an、indeed、タウンワークなどの
求⼈誌を扱う会社の担当者から直接ヒアリングをして、システム
の詳細を確認しました。 

 
そうすることでやってはいけないミスにも気づけましたし、逆

にやらなければいけない設定にも気づけました。完全に盲点にな
っていたシステムだったので、あのまま続けていても採⽤できな
くて納得というほどの気づきでした。丁寧に教えてくださった各
担当者さんや詳しい分析結果を出してくださった各社には本当



に、感謝いたします。 
 
例えば、フィットネスクラブとスイミングスクールを総合でやっている会社って多いと思

いますが、どちらで求⼈をかけていますか？おそらくフィットネスクラブでかけていると思
います。これが⼤きなミスで、フィットネスクラブのカテゴリーでコーチのことを記載して
も反応が取れないのです。なぜなら、スイミングとしての検索に全く引っかからないからで
す。このようなシステム上の問題が他にもたくさんあります。 

 

１から勉強、その３：お金をかけずに質のいいコーチを集める方法 

 これらのおかげで“結果につながる採用広告”と“採用するためのシステム”が⼿に⼊りま
した。それを使って次は有料広告に頼らずになるべく安く採用するために、SNS や自社サ
イトでコーチを採用するノウハウを構築しました。正直に⾔うと、求⼈雑誌や求⼈ウェブペ
ージに広告を出した⽅が、数は集まります。が、質のいいコーチや即戦力として働いてくれ
るコーチは、自社サイトから来る傾向が高いことがわかりました。 
 
 そして、アルバイトやパートのコーチだけではなく、今後の経営幹部として活躍できるよ
うな⼈材を社員として採⽤する仕組みにまで発展させることに成功しました。 
 
 おかげで私のクライアントは、コーチ不⾜に陥ることなく、安定してスクール運営をでき
るようになりました。 
 

『田舎だからコーチが集まらないと思い込んでいました。』 
濱⽥さんには、以前から集客をサポートしていただき、おかげさまで会員数は、過去最⾼で
す。しかし、会員の増加とコーチの増加のペースが合わなくて困っていました。（コーチは、
⼊⽔が⼤変だと⾔うし、保護者さんからは、もっと⾒て欲しいと⾔われるし…）今年で 32
年を迎える弊社は、田舎と⾔う⽴地もあり、人口が少ないからコーチが集まらなくても仕方
がないと思っていましたが、濱⽥さんの作った求⼈広告をダメモト（失礼！）で、3 万円の
枠に出してみたら、１年ぶりにコーチの応募がありました。それから媒体を変えたり、広告
のサイズや内容を変えて、当初と⽐較すると、ママさんコーチの数が５⼈増えました。保護
者さんたちは、⼤満⾜のようで、幼稚園を中⼼に⼝コミが広がっています。 
田舎だから集まらないのではなくて、田舎だからこそチャンスだったんですね！ 

（九州地域：スイミング⽀配⼈：42 歳男性） 



『フロントで募集してコーチで採用！際どい裏技を封印』 
濱⽥さんの体験⼿法や短期集客などびっくりしたものは、いくつもあります。その中で、驚
きを隠せなかったのは、ママさんコーチの募集です。まさに⽬から鱗でした。今までママさ
んコーチを集めるのに、フロントスタッフ募集で求⼈を出して、⾯接でコーチなら採⽤しま
すと際どい裏技的なやり⽅でなんとか採⽤してきましたが、もうやらなくてすみます。 

（東北地域：スイミング社⻑：51 歳男性） 
 

『学生アルバイトの口コミ効果で売上が上がりました』 

近くにアルバイトしてくれるような学校がたくさんあるわけでないのですが、学⽣がアルバ
イトに来てくれるようになりました。最初は苦労しましたが、⼀度来てくれるとドンドン友
達をアルバイトに紹介してくれるので、助かっています。やっぱり体育会系の学⽣さんなの
で、保護者のママさんたちが喜んで（？）くれて、ギャラリーに来てくださる保護者さんの
⼈数も増え、指導の良さが伝わって、紹介による⽣徒数が増えています。 

（関⻄地域：スイミング経営者：50 代⼥性） 
 

採用システムは、あなたのスイミングでも、できる！ 
このように結果が出せたのは、どうやって募集をかけるのか、何を伝えれば、集まるのか、

どこに、どんな⼈を狙って求⼈を出せばいいのか、やるべきことが明確になったと⾔うこと
とリアルとネットを融合させ、どれだけの予算をどのようにかければいいのかが、はっきり
分かったからです。 
 

このやり⽅は、求⼈媒体を扱っている会社の優秀な営業マンでさえ気づかなかったやり⽅
です。おそらく私のクライアント先以外で実践できているスクールは、⾒つけることが難し
いでしょう。しかし、特別なことをやっているわけではなく、働き⼿の⽴場からみれば当然
のことをやっているだけなのです。それだけで採用システムが簡単に作れるのです。 
 

⼀度、採⽤システムを作って採⽤の流れが安定すると⻑期的に保証された固定募集が発⽣
します。つまり安心できる募集フローが⽣まれるのです。固定された募集フローで⼈材が確
保できるスクールは『資産』として⻑期的に残りやすい点もあります。つまりあなたの⼦供
や孫にスクールを資産として受け継ぐ事も可能なのです。 
 



そして安定したスクールを経営すると保護者からの『評判』も良くなります。今後は、保
護者からの評判が⽣徒集客における最も重要な要素になります。 

 
実際に 2017 年以降にプロデュースした新規出店のスイミングスクールでは、オープン前

から「どんなコーチが教えますか？」「一人当たりのコーチに対して生徒の数は？」と⾔う
問合せが急増しています。それだけコーチの数と質に価値を感じている保護者が多くなって
いると⾔うことです。 
 

質と数の話ですが、質が先か、数が先かで⾔うと、100％数が先です。指導品質をあげて
少⼈数で授業をするよりも、⼤⼈数で授業をしているスクールを保護者は選びます。そして
研修さえ整えれば、品質をあげることは、難しくありません。 
 
コーチ採用ができ、コーチの数が増え、品質が上がれば、保護者からの口コミが自然発生

するので、集客にも追い風となるのです。 
 

今回、私が作り上げたこの成果実証済みの採⽤モデルと全てのスキル・テクニック・マニ
ュアルを公開する『コーチ採⽤ノウハウ公開セミナー』が『遂に』開催されます!  
 

全国 17 都道府県で成果実証済みのコーチ採⽤ノウハウ。13 週間以内に必要な⼈数のコー
チを採⽤し、安定したスイミング運営ができます。そのために必要な求⼈広告の出し⽅、求
⼈広告の記載事項リスト、予算の掛け⽅、初期定着で退社しない研修フォロー術、保護者か
ら⼝コミが発⽣するほど指導品質を最短期間で引き上げる⽅法など…：コーチ採⽤ノウハウ
公開セミナー 

 
※写真はイメージです。 

セミナーでは下記の内容を詳しくお伝えいたします。 



コーチ採用ノウハウ公開セミナー 

カリキュラム 
 

１）	スイミングコーチの採⽤マーケティング 
・	コーチを採用してスクール運営を安定させる方法とは 
・	なぜ、コーチが集まらないのか？ 
・	求⼈募集でコーチの応募が来ない5つの理由とは？ 
・	コーチ募集を絶対に出してはいけない求人媒体の特徴 
・	10 の募集要項を記⼊するだけで、募集６倍の事例 
・	市場の求人募集が自社にだけ殺到する 
・	なぜ、募集が来る会社と０の会社が存在するのか 
・	求⼈応募が０のスクールの 3 つのミス 
・	コーチの高齢化と採用不足が招く最悪の状況 
・	集客よりもコーチ不⾜が深刻な理由 
・	なぜ、コーチが集まらなくなったのか 
・	採⽤するための仕組みの全体像 
・	どんな人を採用するのかペルソナ設定の⽅法 
・	出すべき求人広告媒体と属性の理解 
・	リアル求人とウェブ求人の攻め⽅の違い 
・	集まるスクールと集まらないスクールの決定的な求人募集の違い 
・	短期間で反応のいい求人広告を作る方法 
 

２）	スイミングのアルバイト・パートコーチの集め⽅ 
・	ママさんコーチが採⽤できる“おたまじゃくしのルール”とは？ 
・	コーチの求⼈を出すべきタイミングとは？ 
・	パート・アルバイトが多曜日入ってくれるシステム 
・	コーチがコーチを紹介してくれる紹介制度 
・	ママさんコーチが⾒ている求人募集の7つのポイント 
・	なぜ、パート・アルバイトコーチが集まらないのか？ 



・	即戦⼒になるコーチを集めるマグロの法則とは 
・	ド田舎のスクールでもコーチが集まる秘密とは 
・	なぜ、競合のライバルより時給が安いのに、応募が殺到するのか 
・	市場のコーチの応募を独占するためのアクションプラン 
・	コーチになる⼈が潜在的に求めている５つのこと 
・	絶対に記載すべき事項リスト 
・	リアル広告でコーチを集める⽅法 
・	ウェブ広告でコーチを集める⽅法 
・	卒業生からコーチ募集をする広告決定版フォーマット 
・	最適な時給設定法 
・	商圏内のアルバイトコーチを独占する⽅法 
 

３）	 スイミングの将来の幹部になる正社員の集め⽅ 

・	新卒社員を採用するまでのフロー 
・	お金をかけずに新卒を採用する⽅法 
・	学校へのアプローチと営業 
・	採⽤のための営業ツール 
・	学校の就職課との関係を保つ⽅法 
・	新卒社員の活かし⽅ 
 

４）	 いい⼈材をやめさせないための初期研修のフォロー⽅法 

・	新人コーチが相談できない10の不安 
・	新⼈コーチに教えるべき仕事術 
・	入社２年目までの人材を劇的に成長させるお兄さん・お姉さん制度とは 
・	新⼈コーチに必要な初期研修の項⽬ 
 

５）	 指導品質を短期間で引き上げる社内研修とは 

・	指導品質を短期間で引き上げるための社内ツール 
・	社内勉強会システムと運営⽅法 
・	OJT研修の質を上げるための4つの工夫 
 



６）	全体のスケジュール 
これからどんなスケジュールで何をするのかを明確になるまで整理します。実際の行
動に移せるようにスケジュールをクリアにします。 

 

７）	まとめ&質疑応答 
当⽇の内容をまとめてこれからのアクションプランを整理します。また当⽇に出た
質問に対して回答していきます。 
 

８）	情報交換 
時間の限り参加者同⼠での現在やっていることや結果が出ていることなどを情報
交換する時間を作ります。ライバル店が参加することがないので、質の高い本当の
情報が手に入るチャンスです。 

 
※セミナーでは、理論の説明から実際に実践するに当たっての行動方法、そしてテストの方
法やそのテストのクリアポイントまで具体的に丁寧にお伝えします。 
 
私のセミナーは、即時業績アップと具体性がウリです。 
 
上記の内容をマスターすることで、安定したスクール運営が安全にできるようになります。 
 

 
 
実際に私が、クライアント先で実践している内容なので、従来では考えられないような結

果になってしまい⾯接のスケジュールがパンパンになる可能性も⼗分予想しておいて下さ
い。 ⽉ 5 ⼈、10 ⼈、15 ⼈...と⾯接の時間が増えていく事を考えておいて下さい。 
 
 

今回、コーチ採⽤ノウハウ公開セミナーの参加者には、セミナーで学んだ内容をスムーズ
に実践していただき、確実に成果につなげていただきたいので、採用に役立つ秘密のアイテ
ムをもれなくプレゼントさせていただきます。 

 



採用に必要な門外不出の 
3つの秘密アイテムを特典で無料プレゼント 

 
BONUS特典１：全国のスイミングの求人広告を集めた 

『スイミング求人広告カンニングファイル』 通常価格 非売品 
200 社以上の広告をまとめた資料で、私自身が参考にし、カンニングとして使用している

ファイルをそのままプレゼントいたします。 
 
このファイルから私は、広告に記載すべきすべて

の内容を学びました。その貴重なファイルを製本し
てプレゼントいたします。 

 
膨⼤な量になっているので、資料がかなり重たい

です、⼤きなカバンを持参してください。 
 
 
BONUS特典２ 

全国のスイミングの給与一覧表 通常価格 非売品 

日本全国の初任給、コーチ時給を掲載している一覧表です。 
あなたの地域の平均採⽤時給や初任給はご存知ですか？ 
 
これがライバル店より低すぎるとなかなか採⽤できません
し、⾼すぎると損していることさえあります。地域の相場を
知るためにも必要な資料です。 
 

これがあれば、コーチ採⽤も社員採⽤もハードルがガクッ
と低くなります。 
 
 
 



 
BONUS特典３：先行する働き手不足業界で成果を出している会社の求人広告を集めた 

『求人広告他業種カンニングマニュアル』 通常価格 非売品 
スイミングのように働き⼿不⾜になっている業界は、ほかにもたくさんあります。 
 
例えば、病院、パチンコ業、飲食業、介護などで

す。他業種で結果を出している会社の採用広告を集
めたカンニングマニュアルをプレゼントします。 

 
これを⾒るとこれから業界の採⽤がどうなるの

か、何を基準に記載していけばいいのかが⼀⽬瞭然
になります。 
 

これらの 3 つの特典は、すべて弊社で集めたものですが、今まで社外に公開したこともあ
りませんし、プレゼントすることなんて今後、一切ありません。今回だけの特典です。 
 

コーチを採用して欲しいです。本気です。 
なぜ採⽤ができるようになるノウハウまで全て公開して、私のネタ元とも⾔える情報源ま

でプレゼントするのか…正直、情報源を公開しなければ、セミナーを受講した参加者からコ
ンサルティングの依頼があるかもしれません。しかし、情報源をプレゼントした時点でコン
サルティングを依頼しなくても、全て自社で、できるようになるのです。 

 
チャンスを捨ててまで情報源を公開する理由、それは、成果を出してもらうこと。コーチ

をきちんと採⽤してより良いスクール運営をしてもらうことにフォーカスしているからで
す。ですから、安心してください。このセミナーに来たからといって、⼤事なポイントはコ
ンサルで！と⾔うようなクオリティの低い内容ではありません。 
 
それでは、参加費ですが…今回のセミナーはスイミング業界の採⽤の常識を根底から覆した
内容になっており普通の発想をはるかに超えた最新のテクニックが数々と公開されます。 

 
はっきり⾔って本当に⾮常識で危険な内容になると思いますので、ライバル店には絶対に

内緒にしておいた方が良いと思います。 



 

ライバル店は”完全無視”の独占ルール採用 

今の業界では、働き⼿の奪い合いをしている状況です。きつい⾔い⽅をするとあなたが市
場の働き手を独占すれば、それで勝負は決着します。逆にライバル店に独占されると文字通
りTHE ENDです。 
 

スイミングスクール全体の８割以上が採⽤に困っていると⾔うことは、他と同じことをや
っていても全く無駄。と⾔うことなのです。 
 

90%の⼈は普通に苦しみながら⽣きていきます。 成功できるのは 10%の⼈たちだけです。
その 10%に⼊る為には、常識を外れた大胆な発想で物事を考える必要があります。ダイナ
ミックに物事を考えて、ダイナミックに素早く決断する必要があります。だらだらと決断を
遅らせていたら、成功のチャンスを永遠に失ってしまうのです。 
 

ですから、今回は、特別ルールを設けました。 

“１商圏につき一社限定参加。しかも…先着順”です。 

 
あなたが、申込みをした時点で、商圏（⽬安⼈⼝ 10 万⼈）内のライバル店は、セミナー

への参加ができないのです。つまり、あなたが市場の働き⼿を独占することができるように
なります。もちろん、このセミナーは、収録して販売することも絶対にしませんし、今後同
じ内容で開催することもありません。チャンスは、今回だけなのです。 
 

実際にスイミング業界でアルバイトコーチを採⽤できずに、正社員で採⽤した場合、平均
すると約 200 万円余分に経費がかかります。それも毎年… 
 

今回のセミナーに参加することで、今後そのようなことは起きなくなるので、参加費 200
万円でも安いと思います。実際にクライアント先では、このノウハウを実践して、340 万円
ほど経費が削減できました。 
 

そう考えると、かなり⾼額な参加費になってもあなたにとっておいしい話だという事に、
カンの良い⽅は、気づいているはずです。 

 



しかし、今回あなたを確実に成功に導く為に私は、通常ではあり得ない案件を⽤意しまし
た。 コーチ採⽤ノウハウ公開セミナー...この成果実証済みの『コーチを集めるノウハウ』
の参加費は、今回...50 万円でもなく、40 万円でもなく、20 万円でもなく...何と 49,700 円と
いう信じられない参加費に決定しました。  
 
私はスイミング業界を将来にかけてずっと残したい、と思っています。 
 
なので、私は今回、⾃分のメリットを完全に無視してスイミング業界を変える、たくさん

の成功店舗を次々と⽣み出していく、という決意をしました。  
 
今回、49,700 円の参加費で同じ会社の方もう一人無料で参加できるようにします。つま

り 49,700 円で最⼤２名まで参加できるのです。 
 

もうこれ以上の案件は絶対に⾒つかりません。 
 
私も、会社の仕組みを変えることや上司や部下を説得することが難しいことを知っていま

す。ですから、説得したい方と一緒に参加してください。もちろんボーナス特典も付けたう
えでの特別価格です。 
 
BONUS特典１：『スイミング求人広告カンニングファイル』非売品 
BONUS特典２：全国のスイミングの給与一覧表 非売品 
BONUS特典３：『求人広告他業種カンニングマニュアル』 非売品 
 
これも完全に無料でプレゼントします。 
 

コーチ採⽤ノウハウ公開セミナーに参加『さえ』すれば、あなたは今後、何も苦労せずに、
必要な時に必要なだけコーチが採用できるようになり、即戦力にして永く働いてもらえるシ
ステムを完成させることができるのです。 

 
今すぐ参加希望を知らせて下さい。 
もう何も迷う必要はありません。 
 
そして今回、更に信じられない約束をあなたに提案します。 

 



完全返金保証の約束 
コーチ採⽤ノウハウ公開セミナーに参加して、万が⼀、得るものがなかったと⾔う場合、

参加料は全て全額あなたに返金されます。 
 

例え全ての授業内容を暗記した終了間際であっても返⾦を希望する場合は全額、参加費が
返⾦されます。返⾦の理由も⼀切聞きませんし、プレッシャーを与える事も負担も義務も 1
ミリもない事を約束します。返⾦された後も、あなたは暗記した内容やノートにメモした内
容はいつでも好き勝⼿に利⽤できるという事になります。つまりあなたは絶対に損をしない
という結論になります。 
 

結果が出るまで徹底サポートの約束 
セミナー参加後に業界の広告に必要な費⽤をかけたにも関わらずコーチを一人も獲得で

きなかったら、広告を私がくまなくチェックし、赤ペンを入れて、結果が出るまでサポート
します。参加に1 円もリスクが無い事が私のプライドであり自信なのです。 
 

『真面目な方』以外は参加お断り 

私は、⾃分のメリットを捨てて、あなたの結果にフォーカスしました。ですから参加され
る⽅には、結果を求めます。結果を出すことに真⾯⽬な⽅だけ参加してください。 
それでは今すぐ申込みに必要な事項をご記⼊の上、お申込ください。  
 

『コーチ採用ノウハウ公開セミナー』 
⽇時：2018 年 6 ⽉ 28 ⽇(⽊) 時間 12：00〜16：00 （開場時間 11 時 45 分） 
場所：東京都内（参加者のみにお知らせします。） 講師：濵⽥将⼠ 
参加料⾦：49,700 円（税抜き）最⼤２名まで同⼀料⾦で参加可能 
特典：①『スイミング求⼈広告カンニングファイル』 ②全国のスイミングの給与⼀覧表  
③『求⼈広告カンニングマニュアル』 ※一商圏につき１社限定：先着順 

コーチ採用ノウハウ公開セミナーに申込む 

https://goo.gl/JvCu35 



追伸：私自身、スイミングに助けられました… 
 

私は、４歳から 18 歳まで⽔泳をやっていました。喘息がきっかけで習い始め選⼿コース
で競泳を⾼校三年⽣の夏まで続けました。専⾨種⽬は、200m 個⼈メドレーでベストタイム
は、2 分 6 秒 57 です。 

 
私がこうして経営コンサルティングをできるのも、今の⾃分があるのも全てスイミングが

きっかけです。スイミングで苦しい壁を乗り越える楽しさ、できっこないような挑戦にでも
努力を続ければ、達成できるという自信、友達や仲間と一つの同じ目標に向かって切磋琢磨
しながら頑張ることの大切さを学びました。 

 
今、⼦どもの運動神経がどんどん低下していると⾔うニュースを聞きますが、それ以上に

精神が育っていないと感じるのは、私だけでしょうか？学校教育では、学べない重要な知恵、
それは⽣き抜くことにつながるような内容かもしれません。私はそれをスイミングで学んだ
ような気がしています。 

 
当時は蹴られ、殴られ、⽵⼑で…、幼児⽤の輪投げで…といろんなハプニングのおかげ

で感謝の気持ちもなければ、成⻑の実感もありませんでしたが、今になって気づくことがで
きました。 

 
私は、スイミングがこれからも⽇本にとって、⼦どもたちにとって絶対に必要な役割だと

確信しています。 
 
今後、少⼦化がどんどん進んでいく⼀⽅で、子どもの成長や教育を支えるために私たちの

世代が責任としてできることをやりたいと思い、今回のセミナー開催を決定しました。 
 

ぜひ、⼀緒に明るいスイミング業界と感謝される仕事をできればと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。 
 

コーチ採用ノウハウ公開セミナーに申込む 

https://goo.gl/JvCu35 
 



講師紹介：濵田将士（はまだまさし） 
集客コンサルタント。ビジネスモデルプロデューサー。経営コンサルタント。著書にアマゾ
ンマーケティングランキング１位を獲得した『10 年後もつきあってくれる新規の顧客をゼ
ロから育てるマーケティング（総合法令出版）』がある。これまでに全国で154社の業績ア
ップコンサルティング、55店舗の立ち上げプロデュースを行う。 
フィットネス スイミング 介護施設 リサイクルショップ パチンコ お⼟産屋 旅館 
家具屋 アパレルショップ 飲⾷ 酒屋 ホテル 保険代理店 占い師 カウンセラー 
経営コンサルティング業 エステティックサロン 病院 クリニック ⻭科 カーディラ
ー ネイルサロン ホットヨガスタジオ など今までに 33 業種に携わる。新規顧客獲得の
コンサルティングを多数⼿がける。 対象とする企業は、年商 3000 万円規模の⼩企業から、
東証⼀部上場企業まで幅広い。 
■プロのセミナー講師・講演者として… 
講演やセミナーで、毎年約 500 名以上の経営者に講演を⾏っている。 
経験に裏付けられ、事例を公開しながら伝える講演では、「やることが明確になった」「即効
⼒がある」と⼤好評を得ている。 
HFJ2011 様、HFJ2012 様、HFJ2013 様、HFJ2014 様、岐⾩県スイミングクラブ協会様、北
陸スイミングクラブ協会様、北陸フィットネスクラブ協会様、北海道スポーツ連絡協会様、
有限会社感動セールスサポート様、カルチャースクールアクロスモール守⾕様、i-step 株式
会社様、SPORTEC2016、トヨタカローラ和歌⼭様、レイズワン様、株式会社メディケアソ
リューション様、桜泳スイミンググループ九州地区連絡協議会様、ジョンソンヘルステック
ジャパン株式会社様、SPORTEC2017、WellnessLifeEXPO2017、⽇本スイミングクラブ協
会様、株式会社ビジネスバンクグループ様、プレジデントアカデミー様 などがある。 
 

『コーチ採用ノウハウ公開セミナー』 
⽇時：2018 年 6 ⽉ 28 ⽇(⽊) 時間 12：00〜16：00 （開場時間 11 時 45 分） 
場所：東京都内（参加者のみにお知らせします。） 講師：濵⽥将⼠ 
参加料⾦：49,700 円（税抜き）最⼤２名まで同⼀料⾦で参加可能 
特典：①『スイミング求⼈広告カンニングファイル』 ②全国のスイミングの給与⼀覧表  
③『求⼈広告カンニングマニュアル』 ※一商圏につき１社限定：先着順 
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