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⼈事制度導⼊⽀援サービス提携社労⼠の⽅の募集について
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⼩さな会社への⼈事制度づくりで“魅⼒ある会社づくり”を実践し、⽇本の中⼩企業
の成⻑をサポートする㈱ミルリーフ の榎本代表と、⽇本の住宅づくりをバックアップする
住宅設備最⼤⼿のLIXILグループに属する㈱LIXIL住生活ソリューションがコラボ
レーション。

住宅業界中⼩事業者向けの⼈事制度コンテンツを開発、提供して参ります。

×
株式会社MillReef 代表取締役
社会保険労務士 榎本あつし

コラボレーション
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この度、㈱LIXIL住生活ソリューションとのコラボレーションで、
LIXILグループのパートナー企業（全国の建築関係中⼩企業）に、シンプルな⼈事制度
パッケージを提供、展開していくことになりました。
このサービスを一緒に実施していただける社労士の方を募集をいたします。

株式会社MillReef榎本より、今回の⼈事制度導⼊⽀援サービスのご説明

・顧客開拓はありません。4ページにある㈱LIXIL住生活ソリュー
ションのパートナーであるお客様から依頼があった場合に業務
が発生します。

・実施していただいた場合に、報酬が発生します。（P12）
・導入3か月、その後運用支援12か月ほどの業務になります。
（その後も半年或いは年間単位での継続延⻑あり）
・導入のためのツール、パッケージはすべて弊社と㈱LIXIL住生
活ソリューションで用意いたします。（P8)

・登録費用はありません。2⽇間の研修費用のみ、2万円ほど
発生します。

・地域ごとに、ある程度の登録数に限定させていただく予定です。

募集する業務について
※50⼈未満の中⼩企業がお客様の中心であ
るため、導入費用が抑えられています。
そのため、実施していただく際の報酬は決して
高額ではありませんが、顧客の安定した紹介、
業務のパッケージング化、その後のお客様との
継続業務等のメリットがあります。
実際に、3社ほどモニターのお客様もすぐにお申
し込みがあり、サービスを希望される企業が多く
発生すると⾒込まれます。ご関心がありましたら、
まずは説明会にご参加ください。
㈱LIXIL住生活ソリューションとしては、社労士
の先生方からの収益を目的としたビジネスモデル
ではなく、パートナー様に⼈事制度導入支援
サービスを提供して費用をいただき、 それを実
施していただける方の募集と、サービスの品質の
確保を目的としています。

榎本より
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ＬＩＸＩＬ
（全国８支社）

代理店
販売店 ビルダー エンド

ユーザー

【LIXIL商品のパートナーを通じた基本的な商流】（全国）

〔約500社〕 〔約65､000社〕〔約10､000社〕

■パートナーは全国で約7万5千社あり、そのほとんどが５０⼈未満の⼩企業
■パートナーの殆どは、⼈事制度（等級制度・評価制度・賃⾦制度）をもっていない
■昨今の、⼈材不⾜傾向から、⼈事制度の導入を希望する事業者が多い

LIXILグループのパートナー（住宅業界事業者）の概要

キッチン バスルーム トイレ インテリア建材 サッシ 玄関ドア エクステリア建材
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⼈事制度導⼊⽀援サービスの概要

⼈事制度構築⽀援（３ヶ⽉︓計7回×3〜4時間程度）
・建築業界に特化したパッケージ型の⼈事制度をベースに
会社の状況に合わせカスタマイズした等級制度・評価制
度・賃⾦制度を構築頂きます。
※制度構築に必要なノウハウ・ツールを弊社より提供

⼈事制度運⽤⽀援（1回/⽉×12か⽉×2時間程度）
・毎月訪問し、評価基準の設定・⾒直しから、従業員の
研修まで、⼈事制度の運用をサポート頂きます。
※制度運用に必要なノウハウ・ツールを弊社より提供

⼈事制度がないことが離
職・採用難の原因か。
導入には専門家の支援が必
要だが、誰に頼めば・・・

制度ができたな。でも⾃社
でうまく活用できるかな。

⼈事制度が定着して、従業
員に活気がでてきた。これ
からもサポート頼むよ。

貴社にぴったりの制度を
作りましょう。

毎月訪問し、サポートし
ます。社外の⼈事部だと
思ってください。

当社の⼈事制度支援サー
ビスで、制度構築・導入
ができますよ。

是非たのむよ︕

LIXIL住生活
ソリューション

提携社労士

提携社労士

LIXIL住生活
ソリューション

3ヶ月後

⼈事制度定着

⼈事制度のコンサルを実施頂
く社労士の先生を募集します。

社労士の
先生

是非提携しましょう。

住宅業界事業者 提携・登録

・ツール・帳票
・マニュアル・研修
・相談窓口

対応依頼



6

事業モデルについて

LIXILグループ
パートナー企業
※代理店
※販売店
※ビルダー

LIXIL
住生活ソリューション

提携社労士の先生

・弊社からの依頼業務として、弊社顧客への⼈事制度構築・⼈事制度導入の支援を頂きます。
・サービス料は弊社が顧客より徴収し、貴社へのコンサル料は弊社より支払となります。

【ビジネスモデル】

情報・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ サービス 資⾦

営業活動・サービス紹介

⼈事制度構築
運用支援サービス料

（顧問アドバイザー）
㈱MillReef

榎本あつし先生

【⼈事制度導入支援サービス】
※榎本先生監修・協働開発

■各種ツール・マニュアル
■社労士の先生と提携制度

⼈事制度構築支援ツール

⼈事制度運用支援ツール

申込
研修実施

相談・問合せ

⼈事制度構築・
運用支援コンサル料

対応依頼（案件紹介）

ツール提供

⼈事制度構築支援実施

⼈事制度運用支援実施

実施報告
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LIXIL住生活ソリューション提携社労⼠の先生の位置づけと募集要件

■“働き方改⾰”ブームで注目度が高まっている「組織と⼈」の課題を解決する仕事です。

■住宅業界の中⼩事業者の業績アップと社員の給与アップの実現に結び付く社会貢献度の高い
仕事です。

■経営者にアドバイスをする⽴場で、⾃分⾃⾝のスキルアップ、成⻑にも繋がります。

■中⼩企業の⼈事に関心があり、その会社の成⻑・発展の為に、経営者と真剣に向き合い、誠実
な対応で⼈事制度づくりに貢献できる志の高い⼈

■⼈と接する業務となる為、明るく元気でコミュニケーション好きな⼈

■社会保険労務士の資格保有者

【提携社労⼠の先生の位置づけ】

【募集要件】・・・以下のような⽅を募集いたします。
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⼈事制度構築⽀援サービスの概要

サービス
概要

お打ち合わせスタートから導入まで３か月で導入の⼈事制度です。

1０名〜5０名規模＆住宅業界に特化したパッケージングにする
ことにより、短期間で低コストの構築・導入を可能にしています。
また、シンプルであるため、継続運用がやりやすくなっています。

打ち合わせ回数はキックオフも含めて、全７回。
各打合せで用いる、説明資料、帳票、シミュレーションツール等は
LIXIL住生活ソリューションより提供いたします。

等級制度 賃⾦制度 評価制度

運用
マニュアル

給与・賞与
反映ツール

３か月後
導入内容

キャリア
パス

サポート
ツール

住宅業界の特性に合わせたパッケージ住宅業界の特性に合わせたパッケージ



9

３か月
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

初回のキックオフミーティングから、２週間に１回の
打ち合わせペースで、全７回で制度の構築を実施していきます。

⼈事制度構築⽀援サービス ３か月・全７回のスケジュール

① •キックオフミーティング

② •等級制度の作成

③ •賃⾦制度の作成

④ •評価制度の作成

⑤
•キャリアパスの作成
•新給与制度設定シミュレーション

⑥
•導入から運用スケジュール確定
•運用マニュアル作成

⑦
•社内説明会（１H）
•評価者研修の実施（半日）

運用へ

・説明セミナー、スケジュール提示

・等級制度案の提示、役割定義の提示

・賃⾦制度案の提示、役割定義の提示

・評価内容案・評価シート案の提示

・キャリアパス案の提示
・新給与シミュレーション実施

・年間スケジュール案の提示
・運用マニュアル案の提示

・新制度説明会の実施
・評価者研修の実施
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導入後の
運用

全7回、約3か月で導入パッケージは完了しますが、
その後、年間を通して制度を回すことのサポートを実施いたします。
年間での運用サポートでは、毎月１回程度訪問（2時間程度）し、
評価者とのミーティングをしながら、運用の精度を⾼めること、
次年度への制度の修正点などの改善作業を⾏っていきます。

⼈事制度運⽤⽀援サービスの概要
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提携業務の実務について

実務 営業活動は不要です。全て弊社から顧客を紹介します。
（顧客から弊社へサービス申込があってから、弊社にて担当頂く提携社
労士の方を選定・依頼致します。）

導入支援フェーズでは、単独で顧客先を3ヶ月で7回（半日[3，4時間]程
度）訪問し、⼈事制度構築支援の実務を⾏います。支援実務に必要な
ツール類・帳票等の原紙は全て弊社より提供します。

運用支援フェーズでは、単独で顧客先を毎月1回（2時間程度）訪問し、
アドバイスや研修等を⾏います。支援実務に必要なツール類・帳票等の
原紙は全て弊社より提供します。

顧客先訪問後に、毎回本部に「訪問レポート」を提出頂きます。

■提携社労士は⾃身の本業の傍ら、当お仕事を担当して頂きます。
■将来的には当該エリアにおいて、複数社を担当して頂きますが、顧客への丁寧なサー
ビス対応を目指す為に、過度な業務負担を避けて、導入フェーズでは最⼤1⼈5社担当
とします。

■提携社労士は⾃身の本業の傍ら、当お仕事を担当して頂きます。
■将来的には当該エリアにおいて、複数社を担当して頂きますが、顧客への丁寧なサー
ビス対応を目指す為に、過度な業務負担を避けて、導入フェーズでは最⼤1⼈5社担当
とします。
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報酬について

報酬

導入フェーズ︓顧客先を3ヶ月で7回（半日[3，4時間]程度）訪問分計42万円/社
（3ヶ月） ※事前準備含む

運用フェーズ︓顧客先を毎月1回（2時間程度）訪問分 4万円/回
（4ヶ月目以降12ヶ月） ※事前準備含む

顧客1社担当分で１5ヶ月計 42万円（3ヶ月）＋4万円×12ヶ月分＝90万円
（交通費は別途実費支給）

■就業規則⾒直し
■ルールブック作成
■研修等

その他報酬が得られる
今後展開予定の付加サービス

LIXILパートナー店の
“社外⼈事部”を目指します
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今後のステップ
5月 6月 7月 8月 9月 10月

応募

説明会（2時間）
参加

① 6日②８日
③21日
④23日

研修会（2日間）
参加

①13日・14日
②24日・25日

認定試験・面接

選考

登録手続き

顧客対応業務開始

■説明会・研修会・認定試験・面接会場は㈱LIXIL住生活ソリューション（東京都江東区）を予定
■研修会は受講料2万円（税別）
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