
強 み 仕 組 み 方 針責任者に聞く

「�深い知識と専門性を持つコンサルタントが�
適切な人材紹介で企業の採用戦略を支援します」

主領域はコンサルティングファーム、 
金融機関、事業会社へのポストコンサル

主に外資系コンサルティングファーム、
外資系・日系大手金融機関、およびグロー
バル規模の大手事業会社に対するポストコ
ンサルのポジションなど、3領域における
人材紹介支援を強みとしています。

当社の候補者の多くは難関大学・MBA
出身のバイリンガル、弁護士、公認会計士、
税理士などの有資格者等、人材マーケット
におけるトップティアプロファイルの方が
多く在籍しています。コンサルやM&Aの
現場の即戦力となる若手人材はもちろん、
ファンド投資先CXO幹部人材へのサーチ
依頼にも多く対応する中で、若手幹部候補
から執行パートナーまで幅広い層の候補者
を有しています。近年は3領域に加え、非
営利団体のカントリーヘッドポジション、
大手日系企業の執行役員の採用実績も増え
るなど、より幅広い分野においても優秀な
候補者を適切に紹介しています。
業界経験者による確かな人材紹介支援と 
グローバルビジネスへの対応力も強み

当社に在籍するコンサルタントは、国内
外の大手リクルーティングファームで豊富
なキャリアを積んだ人材業界のスペシャリ
ストと、投資銀行、コンサルティングファー
ム、事業会社出身の業界知見・人脈を有し

たプロフェッショナルで構成しています。
このため、各業界・業務への深い知識と人
材紹介の専門知識・ノウハウとが融合され
たトータルサービスの提供を可能にしてお
り、日本進出を希望する外資系企業幹部の
紹介や日系企業の海外事業部における採用
支援など、グローバルビジネスへの対応力
も強みとしています。ビズリーチ社主催の

「ヘッドハンター大賞」では3年連続で
MVP（コンサルティング部門）、優秀賞を
受賞するなど、クライアント、候補者双方
から継続的に支持されています。

昨今、コンサルティングファームで培っ
た経験とスキルを活かし、事業会社にて経
営戦略に携わりたいという優秀な若手戦略
コンサルタントが増加しています。企業側
も、ポストコンサルタントの受け皿を整え
ている傾向にあります。当社ではマーケッ
ト動向を踏まえて、顕在化した求人ニーズ
への的確な人材の紹介だけに留まらず、潜
在的経営課題へのソリューションとなるよ
うな人材・ポストの提案をするなど、候補
者・企業双方にとっても長期的な成長が実
現できるようなマッチングに努め、企業の
採用戦略をサポートしたいと思っています。
香港・インドの運営会社と連携し、 
アジア各国でも人材採用を支援

私自身が外資系投資銀行やコンサルティ

ングファームでのキャリアを積んでいる頃、
転職コンサルティングを受ける中で「もっ
とこうすればよいサービスになる」といっ
た問題意識を感じていました。これを解決
したいと考え、10年以上のキャリアコン
サルティング経験を持つShaun Sundberg
と共同で創業に至りました。Sundbergは
2015年のRecruitment International社
主催による「リクルートメントインターナ
ショナルアジアアワード」でベストリク
ルーター賞にも選出され、現在は香港で

「VantagePoint Asia」を運営しており、
連携を活かしてアジア各国で実績も上げる
など、日本に限らず海外拠点人材の採用を
支援しています。

南�健司  日本代表パートナー

米国サンフランシスコ大学を卒業後、外資系投資
銀行、M&Aアドバイザリー等を経て2012年に
バンテージポイントを設立。金融・コンサル・事
業会社において多岐に渡るサーチを統括する。
2016年度コンサルティング部門MVP受賞。

バンテージポイント

コンサルティングファーム、金融機関、事業会社幹部に特化した人材会社。所
属コンサルタントは、経験豊富なプロフェッショナルだ。各分野における業務
に関する深い知識と専門性で、高精度の人材紹介とキャリアサポートを提供し
ている。候補者に対しては、転職しないことがベストであればそう進言する姿
勢が信頼感を醸成し、候補者ネットワークが広がり強みとなっている。また、
半数が外国人コンサルタントでアジアでの紹介にも実績がある。

業　種

コンサルティング
金融
投資銀行
投資ファンド
保険
消費財・サービス
ラグジュアリー
自動車
食品・飲料
メディカル

職　種

戦略コンサルタント
会計財務コンサルタント
組織人事コンサルタント
ITコンサルタント
事業再生コンサルタント
M&A・PMI

専門分野株式会社バンテージポイント
代表者●日本代表パートナー 南健司
設立●2012年
資本金●900万円
従業員数●20人
住所●東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 3F
その他の拠点●香港、インド

PEファンド
経理・財務
経営企画
事業企画（海外）
マーケティング
サプライチェーン
人事

対象者

経営者・役員
事業責任者
新規事業責任者
海外戦略責任者
ポストコンサル
会計士・税理士
金融専門職
マネジャー
中堅
バイリンガル

編集部の

評 価

http://www.vpointcareers.com

フィー体系 成功報酬、リテーナー
コンサルティング、金融、事業会社経営幹部専門チーム

TEL●03-5413-4433　E-mail●info@vpointcareers.com連絡先

企業・候補者担当 15人コンサルタント数
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