
株式会社 サツキャリのご案内



Copyright 2019 Satsucari All rights reserved 
2

会社概要

『奉仕の精神』
店頭での接客販売業務を中心に、コンプライアンスを遵守し、 6 0余年歩んできました。

会社名 株式会社サツキャリ

代表者 代表取締役社長 石田 国広

本社所在地 〒060-0061 

北海道札幌市中央区南1条西1丁目8-2 高桑ビル8F

・量販店グループ・教 育 事 業 部・営業推進部 TEL.011-281-5422 FAX.011-222-6542

・総 務 部 TEL.011-281-5423

・百貨店グループ TEL.011-281-5424 FAX.011-222-0415

支社（函館） 〒040-0064

北海道函館市大手町5番10号 ニチロビル2階

・道南オフィス TEL.0138-24-1060 FAX.0138-24-1061

設 立 昭和54年10月23日（昭和32年3月31日創業）

資本金：10,000,000円 年 商：540,000,000円 社員数：35名

事業内容 マネキン紹介・人材紹介・人材派遣・業務委託

免 許 有料職業紹介事業許可 01-ユ-010045

一般労働者派遣事業許可 般01-010108

加盟団体 （社）全国民営職業紹介事業協会（社）全日本マネキン紹介事業協会

需要が高い道南エリアも対応可能
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メニュー

販売系のお仕事は当社にお任せ下さい。
クライアントニーズに即した高品質業務をご提供致します。

1

3 4

2

百貨店販売員
～アパレル、バレンタイン、物産展 など～

量販店販売員
～お肉、お菓子、清涼飲料、たれ など～

外国人派遣
～アパレル、免税店、ドラッグストア など～

教育事業
～社員向け接遇研修、ES向け研修 など～

Copyright 2019 Satsucari All rights reserved 



4

メニュー

催事運営丸ごと当社にお任せ下さい。
企画～ロケーション交渉～設営～運営～撤去～分析までワンストップ運営。
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～事前準備～ ～搬入・設営～ ～運営～ ～撤去～
弊社担当者による
打ち合わせ

・売上目標
・スケジュール
・商品理解
・販促物等の手配

弊社担当者によ
る設営

設営完了報告書

マネキンスタッフの販売
・弊社担当者によるOJT

日報

弊社担当者・マネ
キンスタッフによる
撤去

報告書

～場所調整～

催事場所の調整
及び交渉

・家賃
・スケジュール
・展開場所

【業務フロー】

【ロケーション例】
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売上本数 売上目標数

全て当社で担当致します！

【実施事例】

某食品メーカー様にて予算比138%!

集客力のある

ロケーションへ交渉可能！
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強み

60余年の実績による圧倒的品質。
クライアントリピート率95% ・スタッフ指名率40%の実績。

充実した
研修体制

スタッフ
の質

道内
全域
カバー

①定着率
②指名率
③帰属意識

スタッフ品質に関するクレームはほぼ「０」です。

①対面研修
②同行・巡回
③教育事業

①自社スタッフ
②紹介所

③函館オフィス
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ベテランスタッフと充実の研修体制。
スタッフ＝「人財」。スタッフひとりひとりを大切にするフォロー体制。

スタッフの質 研修体制

当社職員とスタッフ間でのコミュニケーションが他社とは違います。

①スタッフ定着率・・・

1,500名で700現場稼動。
定着率70％！稼働率60%！

(※定着＝3回以上入職)

②クライアントからの指名率・・・

40%。
※他社は10%程度(※弊社調べ)

③帰属意識・・・

全スタッフを雇用。※紹介を除く
勤続年数10年以上100名以上！

①研修・・・

新規登録者は対面研修。
3ヶ月後にもフォロー研修。

②同行・巡回・・・

初回入職時は社員が同行！
その後も高頻度で定期巡回！

③教育事業

長年の経験で培ったノウハウで
研修プログラムを事業化。

強み
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60余年の「現場」実績で培った研修メニュー。
リアルの店頭で役立つ接客スキルをお約束します。

強み

企業向け研修

・接客販売サービス研修

・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ（接遇）研修

・外国人観光客対応研修

・委託公共職業訓練

スタッフ向け研修

・ﾆｭｰﾌｪｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

・ｽｷﾙｱｯﾌﾟﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

・宣伝販売促進講座

・専門分野研修

社内研修

・新入社員研修

・職業紹介従事者研修

・職業能力開発推進者研修

・スキルアップ研修

◆基礎研修プログラム

・「購買心理と販売技術」研修

・「クレーム顧客をリピーターに！」クレーム対応研修

◆応用研修プログラム

・「お店のファンをつくろう」顧客満足（CS）アップ研修

・「お客さまを引き寄せる！」売場づくりの心理学講座

◆エキスパート研修プログラム

・インバウンド観光客ヒアリング研修

・「商品価値を上げる」ラッピング応用研修

・「お店づくりのレシピ」VMD研修

ノウ
ハウ

①参加型の研修

②ロールプレイ形式の実技

③豊富な事例

④習熟度のチェック

⑤充実したフォロー体制

フォロー
制度

ＯＦＦ
-ＪＴ

ＯＪＴ

◆5つの特色
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道内全域カバーが可能。
函館にオフィスがあり、道南エリアも対応可能です！

強み

マネキン
紹介所

自社
スタッフ

函館
オフィス

登録スタッフ

2,000名
※函館含む

提携先

18社
登録スタッフ

150名

道内1day最大200現場 ( ※ 試 食販売の み )の稼動が可能です。
Copyright 2019 Satsucari All rights reserved 
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法令遵守。
クライアントのニーズに即し、最適な契約形態でご提供致します。

コンプライアンス

◆業務委託
企業様より委託を受けた業務を、当社の指示のもと登録スタッフが
お仕事をします。スタッフ雇用主は当社になります。

◆派遣
企業様の業務指示のもと登録スタッフがお仕事をします。スタッフ雇
用主は当社になります。

◆紹介
企業様の業務指示のもと登録スタッフがお仕事をします。弊社は紹
介のみを行ない、スタッフ雇用主は企業様になります。

◆紹介予定派遣

最大6か月の派遣期間つき「紹介予定派遣」で、無理なく社員登
用。雇用のミスマッチを回避。

Copyright 2019 Satsucari All rights reserved 



10

店頭可視化のレポートシステム。
弊社独自開発のW E Bレポートシステムにより、実施結果をスピーディーに展開。

レポートシステム

個店閲覧

WEBレポートのメリット
・スピーディなフィードバック！※実施後5営業日内

・レポートは半永久的に閲覧可能！
・設問をカスタマイズ自在！
・画像も同一レポート内で閲覧可能！
・レポート結果をexcel or PDFでダウンロード可能！

現場ならでは分析も可能！！

Copyright 2019 Satsucari All rights reserved 



11

事例①

目的：バレンタイン時期に百貨店内催事スペースでの運営
Menu：催事運営
手配人数：約150人（札幌市内百貨店4店舗）
クライアント数：約30社
期間：1ヶ月間
内容：●催事ブースの搬入搬出

●各メーカーブース運営(接客販売・レジ対応 等)
成果：
⚫長年の知見により、毎年クレームゼロでの運営を実現。
⚫催事経験者が多く、未経験者が入職する際も対面研修を徹底している為、
売上予算も多くのクライアントで達成。

⚫約1ヶ月にわたり札幌市内百貨店でのバレンタイン催事実施
⚫毎年実施している知見により、スムーズな運営を実現
⚫催事期間中のみでなく、常時スタッフを手配している為、
百貨店様側との連携もスムーズ

⚫催事場内での弊社手配スタッフ割合9割以上
⚫催事期間中に新規で入る方には対面での新規研修を徹底
⚫催事期間中は毎日社員が店舗を巡回。イレギュラー発生時
には即対応

⚫搬入・搬出作業ももちろん対応

[対面研修] 百貨店特有のルール
などもしっかり研修。

百貨店でのバレンタイン催事運営対応。
9割を超えるメーカー様のスタッフ手配・運営をクレームゼロで実施！

催事運営・スタッフ派遣/紹介 ‥‥バレンタイン催事の事例

POINT

[搬入・搬出]売場設営などももちろん
対応！

[実施概要]
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事例②

目的：インバウンド観光客接客対応
Menu：通訳派遣/紹介
手配人数：各店1～2名（札幌市内百貨店4店舗）
クライアント数：10社以上
期間：3ヶ月以上の長期
内容：●インバウンド観光客の接客対応

●その他店舗運営フォロー
成果：
⚫インバウンド観光客対応による売上拡大。
⚫店舗スタッフ様が日本人のお客様対応に注力でき、日本人による売上も拡大。
⚫インバウンド以外も対応する為、店舗スタッフ様の残業も削減。

⚫長期にわたり大型商業施設内のテナントにて通訳スタッフ
を派遣/紹介
⚫日本語も堪能な外国人スタッフが対応
⚫インバウンド通訳対応だけでなく、接客販売も対応
⚫インバウンド対応に特化することで従来の店舗スタッフ様が
日本人のお客様対応や店舗運営に注力が可能に
⚫大学生の外国人がスタッフがメイン
⚫定期的に弊社社員も店舗を巡回し、スタッフのフォロー/改
善を徹底
⚫商業施設だけでなく、百貨店などにも対応可能

商業施設へのインバウンド対応コンシェルジュ派遣・紹介
通訳業務だけでなく接客販売業務も対応！

インバウンド対応スタッフ派遣/紹介 ‥‥大型商業施設の事例

POINT [実施概要]
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事例③

百貨店内テナントの店長含めたショップスタッフ全員手配を実現。
弊社の知見を行かしたショップ運営サポートも実施！

お菓子ショップ運営 ‥‥お菓子メーカー の事例

目的：百貨店内お菓子売場での長期ショップ運営
Menu：ショップ運営
手配人数：店長含め4人（札幌市内百貨店）
クライアント数：1社（実績は複数社あり）
期間：1年以上の長期
内容：接客販売、在庫管理など、ショップ運営全般
成果：
・長年の知見により、スムーズなショップ運営を実現。
・百貨店経験者が多く、未経験者が入職する際も対面研修を徹底している
為、売上予算も達成。
・弊社社員が定期的に巡回する為、北海道外のメーカー様からも安心して
ご発注いただけております。

⚫百貨店内のお菓子ショップへのスタッフを派遣
⚫スタッフだけでなく、店長も手配
⚫未経験スタッフも、徹底した研修で、即戦力化
⚫売り上げ報告・在庫管理など、ショップ運営全般を担当
⚫創業以来、札幌市内百貨店とのお取引がある為、百貨店
ルールも熟知。百貨店との強いパイプも

⚫派遣ながら、定期的に社員が店舗を巡回フォロー。イレギュ
ラー発生時にも即対応

⚫ 北海道以外のメーカー様も安心して依頼いただけます！

[対面研修] 百貨店特有の
ルールなどもしっかり研修。

POINT

[店舗巡回]弊社社員が定期
的に巡回フォロー。

[実施概要]
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事例④
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展示会場での大規模イベント運営を一括手配！
ディレクター・館内アナウンス・通訳対応など、多様な業務が可能。
イベント運営 ‥‥展示会主催、企画メーカー I社様の事例

目的 :IR(統合型リゾート)誘致に向けた認知度拡大
Menu ：イベント事務局設営、運営対応

（現場統括ディレクターを含めスタッフ一括手配）
期間 ：4日間 （うち会期2日間、設営、撤去含む）
内容 ：担当スタッフへ事前のマニュアル内容落とし込み

：事務局の搬入、設営からイベント運営対応、撤去まで実施
：来場者様に対する受付、案内業務対応

成果 ・過去の実績により、スムーズな運営を実現
・イレギュラーにも現場経験のある自社職員対応により、柔軟に
即時フォローを実施
・来場者も約7,000名を超える結果となった。

⚫展示会等イベントの現場運営弊社にて一括対応
⚫現場統括ディレクターはもちろん、館内アナウンスや
多言語対応スタッフも手配

⚫イベント経験者が豊富に在籍
⚫抽選機やトランシーバー、カウンターなどの手配も可能
⚫設置・撤去のサポートも実施
⚫当日のイレギュラーにも即時対応
⚫来場者アンケートの集計業務も対応可能

企画メーカーとの現地でのダイレクトな連携により
現場でのイレギュラー発生にスピーディーに対応、即日の改善に繋げることができた。

POINT

[実施概要]

接客経験豊富なスタッフによる
会期中イベントの受付、案内対応

事務局の設営、事前準備作業
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事例⑤
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企画～場所交渉～設営～運営～撤去～分析をワンストップ運営
催事丸ごと当社で運営し、売上拡大を実現！
催事まるごと運営 ‥‥食品メーカー R社様の事例

目的 :対象商品の売上・認知度拡大
Menu ：催事丸ごと運営

(企画～場所交渉～設営～運営～撤去～報告会)
期間 ：21日間 （うち会期2日間、設営、撤去含む）
内容 ：ESTAの地下にて屋台を設営し、催事実施

雲丹醤油をご飯にかけて試食提供
成果 ・予算比138%の実施

・クライアントの工数がほぼない状況で催事終了
・ロケーション側にも好評で条件を緩和いただいた上で継続
・同商品にて別ロケーションでの実施も決定
→道外での実施も決定

⚫集客力がある各種商業施設との交渉を実施
⚫販促物やデジタルサイネージなどの手配も当社で対応
⚫クライアントにとってリスクが少ない、商品を当社に卸して
いただく売上歩合制で実施
⚫販売のプロを手配し、高品質な接客販売を実現
⚫設置・撤去業務も実施
⚫当日のイレギュラーにも即時対応
⚫報告書を作成し、実施の振り返りを実施

グループ会社のcabicとの連携で、道外での実施も可能。
全国どこでも同様のサービスをご提供致します！

POINT

[実施概要]
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予算比138%実現！！
平均日販

場所選定
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対象商品は雲丹醤油 全業務を弊社で担当

デジタル
サイネージ
の活用


