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A l l R o u nd e r A g e nt

C o m p a n y In fo r m a t i o n

人と人の出会いに
長年寄り添い続けてきました。
普段なにげなく使っているものや、
あたりまえに存在しているものは、
すべて誰かがつくったものです。
私たちは、人とつながることで生きています。
人と人がつながっていくことでこの社会ができています。
人と人の出会いが良いものをつくっていくのです。
私たちは つなげること を通して、
より良い社会をつくることに貢献していきます。
私たち morich が良い出会いをつなぐ、
幸せの赤いm or ic h ( モリチ ) となれますように。

事業一覧

両者の持つ 価値観 を共有し、可能性を紡いでいく。

ビジネスパートナー
ビジネスアドバイザリー事業

人材紹介事業
エグゼクティブサーチ事業
UNVISIBLE

UNVISIBLE

・想い、価値観

・想い、価値観、仕事、人生観

・本質的な課題

・強みや成功体験

・提供している本質的な価値

・キャラクター

経営幹部層（社長・取締役、CEO・COO・CFO・CHRO・CMO・CSO 等の

社外取締役、理事、顧問、アドバイザー、アンバサダー、ベンチャーパート

経営執行責任者、事業部門責任者）、部長職位者、課長職位者、経営リーダー、

ナー等としての経営・事業支援、組織・人材開発支援。

その候補となる志高いビジネスパーソンの人材紹介。
社外取締役・非常勤監査役・顧問等の人材紹介。

セミナー・研修・講演会・講座関連事業

・今後の成長戦略

コンサルティング事業

・社会へ与えるインパクト

経営者・管理職・リーダー・女性社員・新入社員・学生向けセミナー・研修・

・経営と現場のギャップ
経営体制強化支援、組織・人事・人材採用関連コンサルティング、エグゼク
ティブコーチング。

・スキル

共通の価値観

・事業内容

・希望の仕事内容

・サービス内容
・経営者の希望
・採用条件

メント）、入社員心得、就職活動、キャリア、人材採用・育成、面接トレーニング、人材ビ

組織・人事・採用関連
支援サービス事業

・経験

がこだわる

・ビジョン

ジネス、地方創生、事業承継、マインドセット、自己啓発、業務スキルアップなど

・希望勤務地

経営・事業・組織課題からの人事・採用関連支援サービス 、経営トップの

・希望の給与、待遇

要望の明確化・ソリューション手法の選定・実務支援まで（管理職育成、社

・求人スペック

メディア事業

員・リーダー育成、組織力強化、営業力強化、人材採用、人事制度構築、生
産性向上等）。

・福利厚生制度

働き方改革に関わる、業務生産性向上を目指す研修の企画・運営
※領域例：働き方改革、女性活躍推進（ダイバーシティ）、営業、リーダーシップ（マネジ

VISIBLE

VISIBLE

講演会・講座等の主催・運営、講師。

経営者・リーダー・女性・学生・営業パーソン・人材エージェント等の対象
の各種コンテンツ提供。

ビジネスマッチング（着火人）事業

クライアントと転職希望者をただ目に見えるスペックだけで繋ぐのではなく、両者の価値観の方向性や本質を共有し、自身でも気づかなかった可能性を紡ぐことが
私たちの仕事です。2000人以上の決断に寄り添った経験を活かし、人と人との出会いによる最高の ケミストリー を生み出します。

「企業―企業」、「企業（サービス）―人」、「人―人」、「想い―想い」のマッチ
ング支援。アライアンスパートナーによるクライアントへの複合的な経営・
事業・組織課題、ニーズにフィットしたソリューション手法の提案。チャネル・
パートナーセールス、オールラウンダーエージェントとして多様なソリュー
ションマッチングの推進。
※領域例：HR 関連、マーケティング（ブランディング・CRM）、セールス、広報 PR、ファ
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シリティ等

モリチ

従来型の領域にとどまらない、お困りごとを解決する
オールラウンダーエージェント

完全成功報酬型人材紹介サービス
転職希望者

・転職、キャリア相談

経営幹部（社長・取締役・監査役・CEO・COO・CFO・CMO・CSO・CHRO・CXO 等の経営執行責任者、事業部門責任者等）
、

対象者

契約社員も承ります。

・新卒採用 / 女性採用等の独自の
強みを持つ人材サービス会社
・人事 / 組織コンサルティング会社

企業

企業
サービス

お困りごと

・人事制度の見直しをしたい

・ITツール支援会社

・社内活性化を図りたい

・CRM支援会社

人

・CRMの導入を検討したい
・ビジネスパートナーを探している

紹介者一人につき年収の 35 % ミニマムチャージ 450 万円

※ただし一般社員
（非管理職）
採用で年収 700万円未満の場合はミニマムチャージ 250万円とする。

弊社の実施したコンサルティングによって採用された人材が退職した場合、
弊社は下記の金額を貴社に返金いたします。

・HR テック会社
・PR / ブランディング支援会社

・人材教育に注力したい

コンサルティングフィー

・人材育成、教育等の人材開発会社

・優秀な人材が不足している

部長職位者、課長職位者、経営リーダー、一般社員（非管理職）等。社外取締役、常勤 / 非常勤監査役等。その他、業務委託社員、

返金について

3ヶ月以内の在籍で退職

※ただし、
貴社の責による退職、解雇など不測の事態による退職の場合、
本項は適用されません。

顧問紹介サービス

パートナー企業紹介サービス

各種企画運営サービス

顧問紹介料 … 別途お見積り

・新卒紹介

・エージェント向けの説明会

・理系院卒生DBサービス

・リーダー管理職研修

・月１〜２回程度の顧問契約に限る。

・女性特化型DBサービス

・社員向け啓発セミナー

・社外取締役、非常勤監査役候補等を除く。

・エンジニア紹介

・女性活躍促進、ダイバーシティー研修

・採用プロセス管理ツール

・新入社員向け研修

・人材開発支援サービス

・働き方改革セミナー

・エグゼクティブメンター
・婚活支援

・広報、ブランディングを強化したい
…など

人材紹介エージェントの領域にとどまらず、morich が持つネットワークを最大限に活かし「企業と企業」「企業（サービス）と人」「人と人」など様々な領域で つ
なげる ことをサポートしていくことができる、オールラウンダーエージェントです。お客様の「お困りごと」を様々な角度から解決するための channel となります。

50 %

・広報 / ブランディング支援サービス

大学生の時、一冊の書籍との出会いが
わたしの人生を大きく変えた。
大学 3年生の時、一冊の書籍との出会いがわたしの人生に大きく影響しました。終身雇用・年功序列制度が当たり前の時代に、
転職によって自身のバリューアップを実現していくと言うメッセージに衝撃を受けました。
いつか日本もそんな時代が到来すると直感しました。
起業した父の背中を見て育った私は、中小企業の経営において大事なものは「ヒト」だと実感していました。
日本において約 99.7％と言われる中小企業を応援したい。
最も苦労していた「ヒト」にフォーカスしたい…。そんな想いからこの業界に飛び込みました。

森本千賀子

AIやロボットが労働力を代替する時代が現実となった今でも、人が介在する価値ある仕事、
株式会社morich 代表取締役
その人がより輝ける場所は必ずあると信じています。

1970年、滋賀県生まれ。獨協大学外国語学部英語学科卒。
1993年リクルート人材センター（現リクルートキャリア）に入社。
転職エージェントとして、大手からベンチャーまで幅広い企業に対し人材戦略コンサルティング、採用支援サポート全般を手がけ、主に経営
幹部・管理職クラスでの実績多数。2012年には NHK「プロフェショナル仕事の流儀」にも出演。
2017年 3月に株式会社 morich設立、代表取締役に就任。同年 10月に独立。「兼業・複業＝パラレルキャリア」を意識した多様な働き方を自

目の前の困っている人を助けたい。

ら体現。転職エージェント業のみに留まらず、NPO 理事、顧問・社外取締役を歴任。他、TV・雑誌・新聞など各メディアを通じて想いを発信、
その傍ら全国の経営者や人事、自治体、教育機関などで講演活動を行なっている。
「本気の転職パーフェクトガイド」
「女性管理職 FAQ」
「35歳からの人生を変える転職」
「1000人の経営者に信頼される人の仕事の習慣」
「朝３時起きでトリプルハッピーに生きる本」など著書多数。

株式会社 morichでは、
「転職エージェント業」を核に、お客様、そしてご縁のあった皆様の
「オールラウンダー(全方位 )エージェント」として多様なソリューションマッチングを推進していきます。
採用（斡旋）という点のソリューションだけでなく組織・人事に関することすべて、マルチにオールラウンダー(全方位 )にです。
全方位型で必要なシーンでタイムリーにソリューションすることが目指す姿です。

社名に込めた想い
森本（呼称：モリチ）

channel

企業組織だけでなく、個人・ヒト一人ひとりに向き合い、まさに目の前の「困っていること」に対して
（モリチ）

代表森本の呼称である「モリチ」と「channel」(省略表記でc h)の文字を掛け合わせてできた名前です。
channelは元々「水路」や「運河」という意味があります。
昔、人類の活動が栄えた場所には必ず河川がありました。
様々な物資を運び、いろんな街を繋ぎ、繁栄を支えていました。

徹底してお応えしていきたいと思っています。
期待に応えるだけでなく、期待を超え感動や感謝の域に辿り着くことが真のソリューション。
まさに WILLに突き動かされ、独立を決めました。
一社一社、お一人お一人とのご縁を大切に関係を育んでまいりたいと思っています。
ご縁のあった皆様から受けてきた「ご恩」をしっかり社会に還元していきたいと思います。
多くのご縁・出逢いに感謝し、このご縁が今後も更に広がりますよう、

私たちが繋ぐのは人と人です。
morichは「企業と人」だけでなく「企業と企業」
「人と人」そして、
「想いと想い」を繋ぎ
幸せの赤い糸として両者の可能性を紡いでいきます。
morichで紡がれたご縁がより良い関係を生み出し、さらに成長していくことを表現しています。

更に明るい希望にあふれる社会になりますよう心を込めて祈念いたします。
地球上にいる 70億人分の 1人の奇跡のご縁に感謝し、様々なチャレンジをはじめ、”人間力 ”を磨きこみ、
”人” として更に成長できるよう精進してまいります。
これからも株式会社 morichの応援団としてエールをお送りいただけましたら幸いです。

morichが様々な企業や人にとっての channelとなり、企業の繁栄や成長を支える存在でありたい。
そんな想いを社名に込め、これからもより良い社会づくりに向けて進化してまいります。

株式会社morich代表取締役
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