
事業の後継者・地域の担い手
募集の皆様

ninatte九州サイトご利用案内



会社情報
サイト運営会社：Skytune株式会社

福岡県福岡市東区馬出1-10-3

☎092-710-6150
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ごあいさつ

Skytune株式会社は「実現したい未来へともに」
をキーワード に、多様化する働き方・生き方と向き
合いそれぞれの想いにそった フライト (理想への道
のり)をサポートしていきます。

また、生まれ育ったふるさとへの想いを大切に人と
人 ココロとココロを結び、地域の新たな営みを育む
ための支援を通して、ふるさ との魅力を広げ未来
へつなげていけるよう努めてまいります。



ninatte九州について

事業の後継者・譲受者
募集

第三者継承や事業譲渡、
今後の事業引継ぎに向け

た後継者さがしに

伝統産業や文化を担う
後継者募集

地域の伝統技術や残して
いきたい食文化などの担い

手募集に

農林水産業などの
担い手募集

農業・林業・水産業・畜産
業など、地域を支える第一
次産業人材の募集に

事業規模拡大における
管理者・責任者の募集

医療機関の分院・サービス
事業の新施設立ち上げ時
などの管理者募集に

地域協力隊としての
人材募集

地域活性を担う公的職員、
まちおこし支援を担う協力

隊の募集など
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ninatte九州は、事業譲渡や技術の継承をお考えの方と、後継者として事業を引き継ぎたい・まちの今
後を担っていきたいとお考えの方を結び、伝統・文化や地域に根付いた営みを未来につなぎ、残していく
ためのサービスです。

後継者・担い手さがしを幅広くサポート



サイトの特徴

まちの魅力や歴史も
伝える

営みの背景にある風景や
たくさんの魅力も伝え、未
来を担う新たなココロへつ

なぎます

事業承継の調整
サポート

事業承継時にはご希望
に応じてアドバイザーによ

るサポートも実施
（別途費用）

低料金で幅広い
可能性を

情報の掲載料・アドバイ
ザーのサポート費用ともに低
料金設定で複数記事の掲

載も安心のプラン
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情報の掲載方法

公開記事
（掲載費：有料）

ｎinatte九州スタッフが現地
取材へ伺い、事業や仕事の
背景にある魅力や、まちの歴
史・風景を、サイト閲覧者へ
しっかりと伝えていきます。

まちおこしイベントや独立支援
制度の紹介など、PR動画も
活用した幅広い魅力訴求が
可能です。 （取材・記事編集費
は別途）

企業名や店舗名などの具
体情報を伏せ、案件特定
できない程度の基本情報を
掲載。
情報に関心をもった閲覧者
と掲載者様のやり取りは
ninatte九州専門アドバイ
ザーが仲介し、スムーズな事
業承継をサポートします。
（成約時手数料が掛かります）
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非公開記事は事業譲渡案件のみ掲載可
（従業員募集などの一般求人は公開記事のみ対応）

非公開記事
（掲載費：無料）



公開記事 基本掲載料金
地方公共団体様・各産業協同組合様・商工会様などの団体料金は、別途プラン設定（次ページ）

掲載料金

80,000円（税別）

Advantageous long-
term plan
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2週間 4週間

掲載料金

96,000円（税別）

8週間

掲載料金

148,000円（税別）

取材・記事制作費

35,000円（税別） 各掲載期間一律

The most reasonable 
plan



公開記事 公共/団体様掲載料金
3ヶ月～のお申込みプラン （３ヶ月・6ヶ月・12ヵ月のコースを設定）

ライトプラン
￥50,000/月

• 月間追加記事：1記事
掲載OK（お申込み月は弊
社取材による1記事掲載）

• 初回記事の取材・記事編集
費：別途35,000円

• 追加記事の取材依頼は任
意にて受付（別途 記事編
集費）

• 応募受付窓口は1箇所

• 月間追加記事：3記事
掲載OK（お申込み月は弊
社取材による1記事掲載）

• 初回記事の取材・記事編集
費：別途35,000円

• 追加記事の取材依頼は任
意にて受付（別途 記事編
集費）

• 応募受付窓口は3箇所まで
設定可

• 追加記事 無制限掲載OK
（申込月より追加掲載可）

• 初回記事の取材・記事編集
費 35,000円 ⇒ 無料

• 追加記事の取材依頼は任
意にて受付（別途 記事編
集費）

• 応募受付窓口5箇所まで設
定可
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スタンダードプラン
￥75,000/月

プレミアムサブスクプラン
￥150,000/月

オススメ



農業も、林業も、漁業も
伝統産業も、まちのお店も

担い手を求める、地域の産業・事業など、
幅広い募集情報を無制限に情報発信！
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サブスク型情報発信
地域担い手さがし

プレミアムサブスクプラン

￥150,000/月（税別）
※公共・団体様の管轄エリア内情報に限ります。



公開情報掲載までの流れ
標準的な工程

20YY

問合
せ

サイト問合せフォーム
よりご依頼

お問合せ日

1日
後

2日
後

3日
後

4日
後

事務局より詳細ご案内

3営業日中にご連絡

5日
後

6日
後

7日
後

8日
後

取材先・日程等
ご指定/調整

現地訪問日を設定

9日
後

10日
後

11日
後

お問合せ～記事ご掲載開始まで、
約2週間（目安）

※追加記事掲載（記事素材ご提供時）
約10日後

現地ご訪問取材

約3時間程度

12日
後

13日
後

14日
後

15日
後

16日
後

17日
後

記事プレビュー

送付

お申込み期間に応じた掲載

18日
後

ご掲載開始
ご請求書発送
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記事修正箇所
ご指示

文字情報の校正

掲載記事

確定



非公開記事 事業承継サポート

専任アドバイザーによる調整

事業の譲り手と後継希
望者のやり取りがスムー
ズに行われるよう、引継
ぎ工程をサポート

こころもつなぐ承継に

譲り手と後継者それぞれ
の想いを大切に、条件
面だけでない心の通う引
継ぎを

専門家と連携した支援も

税理士・会計士・弁護
士などの各専門家と連
携し、より慎重に安心で
きる引継ぎ支援の実施
も可能（別途費用）
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非公開記事 事業承継サポート手数料

事業譲渡成約時

サポート手数料

¥200,000円（税別）

• 税理士・弁護士など専門家への依頼費用は
別途

• 医療機関・介護施設の譲渡仲介は除く
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譲渡される方 後継希望者

ninatte九州

―医療機関・介護施設承継時ー

¥500,000円（税別）

• 税理士・弁護士など専門家への依頼費用は
別途

• 行政への手続き支援・補助費用は別途



運営会社

事業概要

• 地域の担い手さがしメディア＜ninatte九州＞の運営

• 事業承継支援

• 医師独立/開業支援/医療機関運営コンサルティング

（医院立地選定・事業計画策定・各専門企業調整・

融資支援・人材採用/雇用支援・広告戦略支援・

付帯事業支援・医院運営サポート・多角化支援）

• 薬剤師独立開業/調剤薬局運営コンサルティング

（調剤薬局の多角運営支援・医療モール・ビル開発プラン

サポート・M&A支援）

・ キャリアチェンジサポート・独立/起業支援

飲食事業開業支援・食品関連事業サポート

お問合せ
• Skytune株式会社

本社 福岡市東区馬出1-10-3

☎ 092-710-6150

✉ info@ninatte.com

✉ info@skytune.co.jp
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Skytune株式会社

mailto:info@ninatte.com
mailto:info@skytune.co.jp


お気軽にお問合せ下さい
Skytune株式会社

092-710-6150

080-4656-9417

info@minatte.com

www.ninatte.com

☎

http://www.fabrikcam.com/

