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こんなお悩みありませんか？

優秀な人材が
採用できない

どんな人材を
採用すればいいか分からない

採用活動の時間を
確保するのが難しい

事業成長のスピードを
加速させたい

マーケティング・PRの
外注費を抑えたい事業責任者 経営者



「プロの助っ人」が提供できること

転職市場では出会えない優秀なプロフェッショナル人材を、
週1.5～3日の業務委託でアサインし、貴社の経営課題の解決や事業成長のサポートをいたします。

企業 プロ人材

ヒアリング スカウト

経験・スキル・ノウハウを提供

に登録

SERVICE

人材リサーチや面談のセッティングは、貴社の事業内容や現状などをヒアリングした上で、弊社が行います。
そのため、効率よく採用活動ができます。また、業務開始後のフォローも行っており、安心して外部の人材を活用するこ
とができます。



「プロの助っ人」 つのポイント

ハイスキル人材が
10,000人以上

企業様を
中長期的にサポート

即戦力人材を
スピードアサイン

課題抽出や戦略立案からプロ
人材が参画し、中長期的な経
営目標の達成のために半年か
ら1年以上並走してサポートす
ることも可能！部署の内製化
などもお任せください。

採用までに時間のかかる正社
員と違って、最短で2週間以内
の採用も可能です。ヒアリン
グ後、貴社の求める人材をリ
サーチし、1回の面談（最大2
回まで）でご紹介できます。

SERVICE POINT

マーケティング・広報PRの上
流設計、新規事業開発、戦略人
事などの分野で、持続的な企業
成長をさせた、プロ人材が半数
以上。CxOなど社長の右腕とな
る人材も登録しています。

３



登録人材属性 HUMAN RESORCES

副業解禁で、転職市場に出てこな
い一般企業のマネージャ―クラス
以上社員の優秀な人材の登録も増
加中。

マーケティング・広報PR関連の職
種に強い。

年収500万円以上の厳選されたプロ
フェッショナル人材が70％以上。

フリーランス
27％

会社役員
18％

会社員
55％

マーケティング
37％

広報PR
16％

人事
16％

新規事業
13％

その他
18％

1,200万円以上

800～1,200万円
23％

500～800万円
38％

500万円以下
27％

（求職者向け副業/複業紹介サービス）に登録されている人材の内訳

12％



登録数増加の背景
14.7%

26.5%

85.3% 69.1%

4.4%

2014年 2019年

政府は「兼業・副業」など柔軟な働き方を促進している。

副業推進、容認企業

5年で2倍以上に拡大！

WORK STYLE INNOVATION政府が進める働き方改革

(出典)抽象企業委託事業「平成26年度兼業・副業
に係る取り組み実態調査事業」、株式会社ルート
キャリア「兼業・副業に対する企業の意識調査
(2019)」よりホールハート作成

副業を推進している

推進している副業を容認している

副業を認めていない

副業の現状



契約概要 PLAN

業務委託
業務形態

3か月～
期間

案件の内容
で調整

料金

紹介料 ＋ 月額業務委託費 × 契約期間

人材クラス 紹介料 月額業務委託費 期間

エグゼクティブ
（経営戦略、経営企画、CxOなど）

50万円

ハイクラス
（部門戦略、コンサル型）

30万円

ミドルクラス
（制作、運用、作業型）

15万円

※詳しくは別途お見積りとなります。
※直接雇用に切替える場合、理論年収の35%の紹介手数料を頂きます。
※直接業務委託契約に切り替えも可能ですので別途ご相談ください。

※初回のみ

プロ人材への報酬
＋

「プロの助っ人」サービス利用料 3か月～

（応相談）

料金形態

（月額16万円～）



ご利用の流れ SERVIS FLOW

成果報酬型で初期費用0 契約書の締結 業務開始後もサポート

経営課題や採用課題をヒアリン
グし、貴社に合った人材をリ
サーチ。面談日程調整を行いま
す。ご成約するまでは無料で
サービスを利用できます。

貴社とプロ人材の双方と業務委
託契約書を締結します。契約書
類の手続きは弊社が行います。

業務開始後、支払・請求の手続
きは弊社が行います。また、進
捗確認も行っており、貴社のプ
ロジェクトをスムーズに進めら
れるようサポートいたします。



こんな企業におすすめ

マーケティング・広報PRの
専任者がいない

新規事業を立ち上げたいが
優秀な人に出会えない

外注費を抑えたい

専任者ではない方が担当者の場合、手
探りで業務を進めなければならず非効
率になりがちです。
戦略設計から実行までを貴社の課題に
合わせてサポートしてくれるプロ人材
を活用することで、事業成長のスピー
ドを加速させることができます。
正社員で採用しようとした場合、理想
のスキルを持った人材は、なかなか転
職市場に現れずに困っている、という
企業様におすすめです。

新規事業開発には、経験豊富で優秀な
人材が必要不可欠です。
しかしながら、このような人材は採用
したくても採用コストや人件費が高く
て断念してしまう、などの課題があり
ます。
優秀な人材に副業社員（業務委託）と
して働いてもらうことで低コストで事
業拡大を支援してもらうことができま
す。緊急度が低く重要度が高いポジ
ションにもおすすめです。

マーケティングや広報PR業務は代理
店に依頼すると膨大なコストがかかっ
てしまうことが課題です。
プロ人材に副業社員として関わっても
らうことで費用を抑えることができま
す。
また、プロ人材に社員教育などを行っ
てもらうことで、自社にノウハウを蓄
積することができますので、内製化を
ご検討中の企業様にもおすすめです。



導入事例 CASE STUDIES

マーケティング

新規事業開発

企業様の課題
（IT企業／アプリ運営）

・集客を強化したいが、社内にマーケティン
グに詳しい人がいない。
・正社員で採用したいけどスキルと給与の条
件が合わず採用に至らない。

企業様の課題
（IT企業／プラットフォーム運営）

・新規事業を始めたいが正社員で採用すると
年収1,000万円クラスの人材になり、採用コ
ストと人件費がかかる。
・優秀な人材は転職市場にいない。

エグゼクティブ

ハイクラス

30代男性・プロのデジタルマーケター
（会社員）

・アプリ領域のデジタルマーケティング、広
告運用、CRM、SNS運用が得意
・代理店との折衝、ツール導入（AppSDK、
Adebisなどの3rd partyの計測ツール等）も
対応可能

週1日稼働

リモートワーク

マーケティング戦略立案
広告運用、代理店との均衡

業務イメージ

業務イメージ

週1日稼働

リモートワーク

市場調査・競合調査
マネタイズ戦略立案
ビジネスプラン構築
開発プラン構築

50代男性・新規事業開発のプロ
（会社役員）

・デジタルマーケティングコンサルティング
会社を経営
・新規事業やSaaS事業化への経営企画・事
業企画、マーケティング実行までの支援を得
意としている



導入事例 CASE STUDIES

広報PR

マーケティング

40代女性・広報PR歴20年のプロ
（フリーランス）

・事業会社側、制作側、メディア側、広告代
理店側での一連の制作経験あり
・独立後は、スタートアップ企業の1人広報
を多数担当

週2日稼働

リモートワーク

コーポレート戦略立案
プレスリリース作成・配信
メディアリレーション創出

業務イメージ

業務イメージ

企業様の課題
（IT企業／メディア運営）

・自社採用と営業目的で広報を強化したいが、
社内に広報の経験者がおらず、なんとなく
やっている状態
・今後はもっと戦略的にやっていきたい

企業様の課題
（人材会社／求人サイト運営）

・MAツールを導入したものの、うまく運用
できていない状態
・カスタマーサクセス部強化のため、全体の
課題抽出と改善案の提案をしてほしい

30代男性・プロのBtoBマーケター
（会社役員）

・BtoBマーケティング支援の会社の役員。
営業寄りのマーケティング戦略立案が得意で
MAツール導入支援の経験も豊富
・アドバイスだけでなく社員教育も対応可能

週1.5日稼働

リモートワーク

Hubspot運用支援
スコアリング設計
社員教育

ハイクラス

ハイクラス



導入事例 CASE STUDIES

マーケティング

マーケティング

30代女性・プロのECコンサルタント
（フリーランス）

・EC×WEBマーケティング×統計解析の分
野が強み
・ Web広告運用も可能
・EC物販ビジネスを起業し年商4,000万円の
売上。ECに関わる全体の戦略設計が可能

週2日稼働

リモートワーク

キャンペーン設計(年間)
SEO対策
コミュニケーション設計
コンバージョン設定
Web広告運用

業務イメージ

業務イメージ

企業様の課題
（IT企業／アプリ運営・スマホケース販売）

・マーケティング担当が不在
・今まで何となくマーケティング施策をやっ
てきたが戦略的にマーケティングしたい。
・特にリピーターを増やすCRM施策を強化
したい

企業様の課題
（広告代理店）

・ネイティブ広告記事を執筆できる社員が不
足しているが、社員の教育コストをかけたく
ない
・案件が不定期に入ってくるため、経験者の
正社員を雇うにはリスクがある

20代男性・セールスライティングのプロ
（会社員）

・会社員として働きながら起業。自身でア
フィリエイトサイトを運営
・現職は日用品メーカーでWeb広告運用全般
を担当

週2～3日稼働

リモートワーク

ネイティブ広告記事執筆
（月8本／分析・改善含む）
LP・バナー改善提案

ハイクラス

ミドルクラス



FAQ よくある質問

1

２

３

４

５

Q，クラウドソーシングサービスとの違いはなんですか？
A，自社の課題は何か、どんな人材を採用したらよいか？等のご相談から、求人票の作成、プロ人材へのオ
ファーや面談のセッティングまで、貴社の採用活動を幅広くサポートしています。

Q，1か月のみの契約はできますか？
A，マーケティングや広報PRの領域は、実行してから成果が出るまでに一定の時間が必要となるため、原則、3
か月以上の契約となります。（案件によっては1か月契約でもご対応可能ですのでまずはご相談ください。）

Q，副業社員として採用した後、正社員採用することは可能ですか？
A，可能です。途中で正社員採用をする場合は、想定年収の35％の紹介手数料が発生いたします。切り替え時に、
紹介手数料から紹介料を差し引いた額を請求いたします。

Q，契約後に想定していない業務が発生した場合はどうしたら良いですか？
A，事前にご相談をいただけましたら、月毎に契約内容を見直しすることも可能です。月内に追加発注をいただ
きましたら、次月稼動分から業務内容と金額面を変更させていただきます。

Q，候補者との面談前にプロ人材の経歴や実績は提示してもらえるのですか？
A，ご推薦時に経歴や実績が記載された書類やポートフォリオなどを確認できます。また、弊社スタッフと面談
をしてから貴社との面談を調整しますので、書類に記載のないことを追加でヒアリングすることも可能です。



会社概要

株式会社ホールハート（HALLHEART.INC）

設立 2008年12月

資本金 5,130万円（資本準備金を含む）

所在地
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目22－９ AD-O渋谷
tel 03-6427-7970／fax 03-6427-7971

役員
代表取締役CEO 小野進一
取締役COO 飯田賢平

事業内容
広告・デジタル・ベンチャー領域の人材紹介サービス「プロの転職」
ハイスキルシェアリングサービス「プロの助っ人/プロの副業」

厚生労働大臣許可番号 人材紹介13-ユ-311845

取引先銀行 りそな銀行ほか

関連会社
ソライロ株式会社
加盟団体一般社団法人新経済連盟（新経連）

公益社団法人日本広告制作協会



他サービスのご案内

広告・マーケティング/IT領域に特化をした、即戦力採用支援サービス

取引先企業様は、大手事業会社からベンチャー・スタートアップ系企業まで幅広く1,000社を超え、毎月拡大中。成長市場領域に
注力する企業様へ、適材適所な人材（即戦力人材・プロ人材）をご紹介しています。保有タレント数は20,000名。オンラインでの
対面面談を実施しています。

主な取引先企業
＜ご紹介手数料について＞
採用候補者が内定承諾書を提出した際に、
想定年収の35％の紹介手数料が発生します。

（紹介手数料は紹介難易度によってはmin設定等ご相談させて
いただく場合がございます。）

また、3か月以内に退職した場合は規定に沿ってご返金いたし
ます。

＜返金規定＞
下記期間で退職された場合に、以下の料率でご返金いたします。

１ヶ月以内80 ％
１ヶ月を超えて２ヶ月以内60 ％
２ヶ月を超えて３ヶ月以内50 ％



最小限のコストで、最大限の前進を。


