
コンサルティングファームとコンサル転職希望者を
繋ぐスキルセット・マインドセット育成プログラム

Consul Gate
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企業の投資意欲・人材採用意欲は、近年にないほど強まっており、コンサルティング業界においても、熾烈な人材
獲得競争の環境にあります。そして、その人材獲得競争は、コンサル業界内だけでなく、Web系、ベンチャー企業
、投資ファンド等の業界・業態をまたいだ競争になっています。
そのような環境のなか、多くの既存の人材紹介会社のアプローチは、コンサル業界への転職スイッチの入った層の
なかで、コンサル業界にフィット感のある人材を見つける、というアプローチから抜け出せていません。
また候補者の側をみると、自分の成長できる場やキャリアに関する情報は、コンサル業界に限らず数多の情報があ
ふれる状況になっており、本当に自分の成長に資する環境を考え、キャリアを選択することが難しくなっています
。加えて、コンサル業界は厳しい業界であるがゆえに、コンサル業界を知っている現役あるいは出身人材と接点を
もつことも難しく、適切な相談相手を見つけるのも難しいのが実情です。
結果として、候補者のなかでイメージが先行し、コンサル業界に挑戦もしないまま転職マーケットで埋もれてしま
っている可能性があると考えています。
そのような環境認識のもと、エム・アイ・パートナーズはコンサルティング業界への転職を目指す方に向けたスキ
ルセット・マインドセットの獲得・醸成を行うためのトレーニングプログラム「Consul Gate」を開催いたします
。

プロジェクト実施の背景

Consul
Gate
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応募～選考の段階での見極めが十分にできる仕組みがなければ、入社後に候補者
、ファーム側の双方が利益を得られない。

• 玉石混交の応募があり
、会うべき人材のスク
リーニングが困難また
は、負荷が大きくなっ
ている

フ
ァ
ー
ム

• ケース面接対策が充実
してしまい、本当に現
場で活躍できる素地が
あるのかどうかを見極
めることが困難

• 短時間の面接では、本
当にプロジェクトサイ
ドが見たいスキルセッ
トを見ることが難しい

• 中途採用者がキャッチ
アップできるまで、既
存のメンバーが作業を
巻き取るなどの負荷大

• プロジェクトに入って
しまうと、中途採用者
に対するフォローの取
り組みがしにくい（研
修や面談の時間はとり
にくい）

内定～プロジェクトへ
のアサイン応募 選考 定着

• せっかく採用したのに
、定着せず、高い離職
率になってしまう

候
補
者

• 自分がコンサルファー
ムに向いているか、も
しくはその可能性があ
るか、判断できるだけ
の情報がない

• 実際のコンサルワーク
にイメージがないまま
、アプライしてしまう

• ファームに転職するた
めの準備しかしておら
ず、実際のプロジェク
トで活躍するためのス
キルセット（資料作成
力、自律自走のマイン
ドセット等）の不足が
発覚しても、すぐには
キャッチアップできな
い

• １stプロジェクトでの
評価がついて回り、次
のプロジェクトにうま
く入れず、短期で転職
活動を開始ということ
になる

• ESを取り繕ったり、
ケース面接対策に注力
し、本当にコンサルタ
ントとして活躍し続け
るための素地を磨かず
に選考に臨んでいる

転職候補者/コンサルティングファーム双方が持つ課題

コンサルティング職転職者
コンサルティングファーム
双方に選ばれるプログラム
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コンサルファーム転職希望者やその可能性を模索する層に対し、教育プログラム
（コンサルティングワーク）を提供し、大手コンサルティングファームの元採用
責任者やマネージャー経験者によるレビューを実施することによって、最適な選
考プロセスと採用後のミスマッチ解消を実現する

ポテンシャル人材の
育成プログラム 候補者へのフォロー

• 転職サービスとしてではなく、
潜在的な優秀層に対するスキル
開発機会を、教育プログラムと
して訴求・提供

• 実際のコンサルティングワーク
に近い内容をベースにした複数
回の演習・学習プログラムを実
施

• 講師およびメンターには、ファ
ームおよび事業会社でトップラ
ンナーのプロフェッショナルが
参画

• プログラム中の演習や活動、コ
ミュニケーション、アウトプッ
トのレベルをコンサルファーム
の目線・レベルでフィードバッ
ク

• 個別にコンサルタントとしての
キャリア開発にむけた検討を討
議

ファームとMIの
バックアップによる
選考・面接プロセス

STEP１ STEP２ STEP３

課題解決の方向性

大手コンサルファームの元 採用責
任者やマネージャーによるレビュ
ー・フィードバックによって、採
用後も活躍し続けるコンサルタン
トへの成長を実現
（直近コンサルファームにいかなくとも、得られたス
キルは事業会社で一段階上がった仕事をしていく地と
して間違いなく役立ちます）
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実際のプロジェクトと同じ、疑似的なコンサルティングプロジェクト空間を創出
します。

本物の
テーマ

本物の
スキル・
マインド

本物の
メンタ
ー

• クライアント企業が実
際に抱える具体的な課
題をテーマとして提示
。本物のコンサルティ
ングテーマをケースと
して扱います。

• これからのビジネス環
境で求められる、スキ
ル・マインドセットの
素地をしっかりと創る
ことを目的に、第一線
のフロントランナー、
プロフェッショナルが
スキル開発部分を担当
。

• 価値を継続的に提供し
ているプロフェッショ
ナルから学ぶ

• 事業会社、アドバイザ
リー会社の両方で活躍
しているロールモデル
となりうるビジネスパ
ーソンによるサポート

• コンサルタントとして
実績を残してきている
メンターが参画

Consul Gateの特徴

実際のコンサルティングプロ
ジェクトに近いケース・プロ
セスを体験
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参加者にとっては、転職後もコンサルタントとして活躍できる（または所属会社
に残ったままでも飛躍的に活躍できる）スキルの素地を養うことができます。

デザイン思考
ビジネス
モデル分析

シミュレーション
モデル策定

図解・
ドキュメンテーション

キックオフ
（テーマ提示） 最終プレゼン

コンサルティングプロジェクトを遂
行するうえでの基礎スキルをトレー
ニングとして提供

テーマ提示企業および
、求人企業、その他の
プロフェッショナルが
聴き手として参加

中間レビュー/
メンタリング

プログラムのイメージ

ビジネスパーソンとして活躍
するスキルを徹底的にトレー
ニング

中間レビュー/
メンタリング
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アドバンストコースのプログラムイメージ

企画系職種で複数年経験し、施策立案等を単独で行うことが求められ始めている人材レベルを対象としたコースです。

ビジネスモデル
分析

デザイン思考
シミュレーション
モデル策定

•事例によるビジネスモ
デルの分析
•ビジネスモデルキャン
バス
•自分のアイデアのビジ
ネスモデル化

様々なビジネスモデル
を学び、自分のアイデ
アに活用してみる

イノベーションを起こ
す手法・思考法を理解
、実践する

シミュレーションモデ
ル策定の方法を学び、
自分のビジネスモデル
の経済性を分析

•課題発見の方法
•解決策・アイデア出しの
方法
•実際にアイデア出し

• PLモデルの作り方
•自分のビジネスモデル
をシミュレーション化

戦略的資料作成 ピッチ＆
レビュー

自分が解決すべき課題
とアイデアを第三者に
伝え、共感を得るスキ
ルを学ぶ

クライアントに対し、
自分の考えをピッチし
、レビューをもらう

•図解思考ワーク
•プレゼンワーク

講義および演習形式（個人、グループ） ピッチおよびWS形式

テ
ー
マ

内
容

形
式

※上記は参加者全体が集合する場です。

上記とは別に、期間中は各個人にメンターがつき。参加者に伴走します。

最終ピッチに向け、
メンターとの共有・
討議を実施

メンタリングの実施

最終ピッチに向け、
メンターとの共有・
討議を実施

メンタリングの実施

Day１ Day２ Day３ Day４ Day５
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エントリーコースのプログラムイメージ

学生～社会人数年（第2新卒）のレベルの人材を対象としたコースです。

ロジカル
シンキング

ロジカル
コミュニケーション

総合演習

• ロジカルシンキング
の基本

• MECE、ロジックツ
リー

ビジネスパーソンとしての基本スキル
であるロジカルシンキングを、コンサ
ルタントとして論理的に物事を捉え、
分析し、解決策を立案するレベルに基
本から体得していきます。自分自身の
思考をテーマにした講座です。

Day1に続きロジカルシンキ
ングを扱いますが、ロジカル
に考えたことを相手に理解し
やすく伝えていく、コミュニ
ケーションに軸足を置いた講
座です。

実際のマーケティング戦略等
のショートケースを題材に、
戦略を検討し、立案した戦略
をロジカルに提示するワーク
を行います。

• 論理構成の仕方
• ピラミッドストラク
チャー

• ショートケース
• 戦略立案
• ディスカッション

ケーススタディ ピッチ＆
レビュー

マーケティング戦略のロングケースを
題材に、テーマについてゼロベースで
検討します。Day3よりも情報量が多
いケースとなるなか、素早く論理的に
論点を整理し、課題発見・解決策策定
を行うトレーニングとなります。

Day4のケースに対する提案を実施し、
プロフェッショナル（コンサルタント
、企業経営者、マーケティング責任者
等）と討議します。リアルに意思決定
を討議することにより、自ら課題を見
出し周囲を巻き込み解決策を進めてい
く意思決定者の思考を体感します。

• ロングケース
• グループディスカッショ
ン

• 戦略提案
• クライアントとのディスカ
ッション

• 全体＆個別のレビュー

講義および演習形式（個人、グループ） ピッチおよびWS形式

テ
ー
マ

内
容

形
式

※上記は参加者全体が集合する場です。

上記とは別に、期間中は各個人にメンターがつき。参加者に伴走します。

最終ピッチに向け、
メンターとの共有・
討議を実施

メンタリングの実施

Day１ Day２ Day３ Day４ Day５
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ケーステーマ
”ロクシタンの手掛けるオーガニック化粧品の

新ブランド「メルヴィータ」の新しい購買体験を提案せよ”
ロクシタンジャポン株式会社 Melvita ブランドディレクター 塚崎氏

昨年度のケース
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＜基本情報＞
● 養蜂家・生物学者であるフランス人ベルナー・シュビリアによってはじめられた、オーガニック化粧
品

● 創業以来30年以上の歴史をもち、2011年2月に日本初上陸
＜事業展開の状況＞
● ビジネスモデル

• 日本では直営店（2016年9月現在 22店舗）が売上の85%を占める
✓店舗リスト：http://jp.melvita.com/店舗情報,11,2,1870,12651.htm

• 現在の直営ＥＣの売上比率は2%
• 直営店のビジネスモデルは、カウンセリング購入による製品単価および購入平均金額のアップ
が可能

• その反面、出店可能数は全国100店舗程度
● 事業状況

• ブランドの売上は順調に伸びてきており現在年間約20億円。5年後までに80億円まで拡大を計
画

• 原価率：25％程度
• 現在の直営ＥＣの売上比率は2%。5年後の目標は20%

＜特徴＞
● ビューティーケア市場は年間2兆円ほどの市場規模多様な販売チャネルや、数えきれないほどのブラン
ドがひしめいている

● 日本における化粧品のＥＣでの購入率はいまだ低く、全市場の1.7%程度

ケーステーマの前提
昨年度のケース
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真保浩 ： M.I.パートナーズ 代表取締役
1986年明治大学商学部を卒業後、アーサーアンダーセン（現アクセンチュア）入社。金融サービス業本部エグゼクティブパートナーとして
CRM統括、保険業統括などの役割を経て2006年退社。その後、新規事業開発・コンサルティングサービスを提供するPIマネジメントLLPを設
立。2008年5月よりエム・アイ・コンサルティンググループ取締役を経て、2014年4月より現職。
アクセンチュア時代には、コンサルタントの採用責任者として採用活動全般を統括。
コンサルタントとしての専門は、様々な業界における事業戦略策定、新規事業戦略策定、マーケティング戦略策定、オペレーション戦略策定、
業務改革(BPR)、 IT戦略策定、プロジェクトマネジメント（PMO)。
共著書に『CRM顧客はそこにいる』（東洋経済新報）、『保険業の大転換』（東洋経済新報）、『変革への挑戦～日米欧の保険経営戦略』（
保険毎日新聞）など。
米国プロジェクトマネジメント協会 (PMI) 認定PMP® (ProjectManagement Professional)

若松誉典 ： プロジェクトマネジメント
慶應大学法学部卒業後、2000年東京海上火災保険（現東京海上日動）に入社。2001年、アドバンテッジ・リスク・マネジメント（学生時代の
インターン先）に入社。新規事業開発（個人向け生損保商品の窓口販売事業、企業/従業員向けのメンタルヘルスケアプログラム）、および同
社IPO時の主要メンバーとして、ベンチャーのIPOを実現。
その後、コンサルティング業界に移り、アクセンチュア（戦略）、エム・アイ・コンサルティンググループ（現エム・アイ・パートナーズ）等
で、新興企業や農業・環境等の新しい課題領域でのテーマを担当。金融機関・メディア・行政・自治体等における新規事業開発・中長期計画策
定/実行を、ハンズオンで支援。
現在、MIパートナーズでは、コンサルティングファームのプロジェクト人材とフリーコンサルタントをマッチングするコンサルネット事業を統
括。

プログラム運営者・メンタープロフィール
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櫻井亮 / GOB Incubation Partners 共同代表

山口高弘 / GOB Incubation Partners 共同代表

プログラム運営者・メンタープロフィール

世界11ヶ国に15のオフィスを持つ北欧系ストラテジックデザインファームであるDesignitの日本拠点、Designit
Tokyo株式会社を立ち上げ、新規ビジョン策定・情報戦略の企画コーディネート、ワークショップのファシリテー
ション、デザイン思考アプローチによるイノベーションワークなどを行う。Designit以前のキャリアとしては、新
卒でヒューレットパッカードにてジョイントベンチャーの立上げ、NTTデータ経営研究所での新規事業創出・立ち
上げのコンサルティングに携わっていた。 2015年、GOB-IPを創業。イントレプレナー、アントレプレナーのど
ちらも経験しており、企業の変革を支援しつつも、”マジシャン”として一人でも多くの学生起業家の心に火をつけ
る活動を実施している。

19歳で不動産会社を起業、3年後にバイアウト。 大学卒業後、野村総研にてイノベーション室長としてコンサル
ティング業務に従事。専門は、インキュベーション、デザインコンサルティング、イノベーション創出支援、ソー
シャルイノベーション支援、ビジネスセクター、非営利セクターに対する事業創造支援に携わっている。
主に0→1及び1→10フェーズでのインキュベーション実績が豊富。某アパレルメーカーの新ブランド開発（同種カ
テゴリで過去最高の売上を記録）、某国内最大級C-Cプラットフォーム戦略アドバイザー、某売上約100億円イン
ターネットベンチャー 経営者への事業スーパーバイズなど。内閣府「若者雇用戦略推進協議会」委員、産業革新
機構「イノベーションデザインラボ」委員。主な著書：「2015年のサービス産業」（東洋経済新報社）、「壁を
超える技術」（共著・日経BP出版センター）。
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熊野整 / スマートニュース株式会社 財務企画

松上純一郎 / 株式会社ルバート 代表取締役

プログラム運営者・メンタープロフィール

ボストン大学卒業後、モルガン・スタンレー証券 投資銀行本部に入社し、大型M&Aや資金調達プロジェクトをリ
ード。 退社後はグロービス経営大学院にてMBA取得、エムスリー株式会社に入社。コンシューマーマーケティン
グ事業責任者として事業計画の立案から戦略遂行まで行う。
現在は、スマートニュース株式会社 財務企画担当として、収益計画策定や資金調達などファイナンス業務全般を
担当。 「グローバル投資銀行のエクセルスキルを分かりやすく伝えたい」というモットーの下、2013年10月から
週末に個人向けエクセルセミナーを開催したところ、参加者数は1年で3,000人を超え、大人気セミナーとなった
。
現在は、個人向けセミナー、企業研修に加えて企業向けコンサルティングも展開するなど、多くのビジネスパーソ
ンの収益計画の作成アドバイスを行っている。
著書：2015年2月に書籍「投資銀行のエクセル仕事術」を出版。

神戸大学大学院、University of East Anglia修士課程を修了。米国戦略コンサルティングファームMonitor Group
に入社し、外資系製薬企業のマーケティング戦略や営業戦略、途上国政府の依頼によるツアリズムのマーケティン
グ戦略、国内企業の海外市場進出戦略やパートナーシップ戦略策定にも参画。
その後、シリコンバレーのベンチャーキャピタリスト原丈人率いるアライアンス・フォーラム財団に参画。発展途
上国プロジェクトの企画立案・実行に従事。ザンビアでの栄養不良改善プロジェクトのプロジェクトマネージャを
務める。日本企業向けサービスにおいては、バングラデシュでの太陽光エネルギーを利用した新商品開発プロジェ
クト、栄養食品開発プロジェクトに携わる。 現在は株式会社ルバート代表取締役を務め、新規事業、KPI運用など
のコンサルティング、アプリ事業「スマホからハガキが送れるアプリ『ピクレタ』]（www.picleta.com)などの事
業を行う。



© M.I.Partners All Rights Reserved. 14

中山遼二 / 株式会社ドレミ共同代表

飯田悠祐 / 大手ライフスタイル支援カンパニー

プログラム運営者・メンタープロフィール

早稲田大学卒、米国系コンサルティングファーム戦略グループ入社。国内外の大手消費財・小売・情報サービス会
社向けの成長戦略、新規事業戦略、業務改善、M&A等のプロジェクトに従事。
その後、日系大手情報サービス会社における海外事業のプロジェクトマネジャー、米国系情報サービス会社での管
理職を経て現職。現在、新規事業開発/マーケティング/業務改善等のコンサルティングの傍ら、リーダーシップ/
働き方/キャリア形成の研修を実施。
著書に"他社から引き抜かれる人の仕事術"(クロスメディア・パブリッシング)ほか

慶應義塾大学卒業。Accentureに入社。大手ハイテク企業に向けたSCM案件に携わったのち、HR系コンサルティ
ング企業CRM系Webサービス企業での事業開発に携わったのち、GREEに入社。グローバルプラットフォーム開
発のディレクターチームマネジャーとしてとして携わる。現在、大手ライフスタイルウェブカンパニーにおいて事
業開発および中長期戦略策定・実行を推進している。
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岡田佳奈美 / PAND PAND代表

プログラム運営者・メンタープロフィール

大学卒業後、デロイトトーマツグループの経営コンサルティング会社に入社。 主に中小企業の組織開発・人材育
成に携わり、200社以上の教育を支援。その他、オペレーション業務の改善や行動指針作成の支援も行う。また、
コンサルティング業務と併せて新規開拓営業とセミナー講師を担当し、年間100回を超えるセミナーに登壇。
その後GOB-IPに所属しながら2015年7月に株式会社ORPを設立し代表取締役社長CEOに就任。ペット業界で働く
人財の活躍の場を創るべく活動中。 個人活動として、世界で3,000万部を超えるビジネス書となった『7つの習慣
』を用いた読書会ワークショプを開催するため、「7つの習慣®実践会」認定ファシリテーターの資格を取得。

西元涼 / Trunk株式会社 代表取締役社長 CEO

新卒でトーマツイノベーション株式会社に入社し、ミドルマーケットの人事コンサルティング業務に従事。入社２
年目にして、新人MVPと全社MVPを同時獲得。入社2年目からはメンバーのマネジメントに従事し2年連続でチー
ムを目標達成に導く。入社4年目以降は新規事業開発本部へ異動し、モバイルナレッジという内定者向けのモバイ
ルラーニングサービスの開発に従事。マーケティング・セールスのマネージャーとして東京・大阪・名古屋にて活
動。4年目以降の事業開発と同時に、自社の新卒採用業務にも従事。会社説明会や選考に携わる。約2年間、新規
事業開発と新卒採用に従事した後、新卒採用面で感じた課題を解決すべく2015年7月にTrunk株式会社を設立。


