２０１３年 開 催 実 績 表
経 営 ・マーケティング戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／23（水）
２／21（木）
３／21（木）
13014

１／25（金）
13008

１／29（火）
13032

２／12（火）
13046
２／14（木）
13053
２／15（金）
13015

２／19（火）
３／11（月）
３／14（木）
13061

２／20（水）
３／６（水）
13004

２／21（木）
13009

２／22（金）
13010

２／26（火）
13047
２／28（木）
13056

２／28（木）
３／19（火）
13067

テ ー マ ・ 講

師

＜好評リピート開催２０１３年１～３月連続講座＞
全３回「これは押さえたい」契約実務
－持ち帰り活用できる契約例＆サンプルを用いた実践セミナー
【第１回】ビジネス文書・法務の基礎知識
【第２回】契約書作成・締結交渉の基礎トレーニング
【第３回】日常業務で頻出する契約の基礎トレーニングと実践
丸の内総合法律事務所 弁護士 縫部 崇
－大好評につき「2013 年版」東京開催決定！－
退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
－「社員を適正に辞めさせる法」著者ノウハウを伝授する３時間セミナー
－解雇は必ずしも悪いことではない！経営者はもっと勇気を持とう！！
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
＜大好評セミナー最新版 開催決定！＞
会議・打合せを円滑に進める基本スキル
～「終わらない」「決まらない」に決別してゴールを明確にする会議構築術～
(株)ナレッジステーション 代表者 伊藤 誠一郎
事業化プロデューサー養成講座
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三
テロリスト化するクレーマーへの対処術（企業編）
ワンランク上のサービス向上を目指して～「どういう教育をしてんだ！」と怒鳴られないために～
言語行動研究所 代表 対話力トレーナー 毛利 元貞
成果を出す！『食品安全』のコツ
東京情報大学 学長／東京農業大学 名誉教授 牛久保 明邦
ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド 主任審査員 星 実
テーブルマーク株式会社 執行役員品質管理部長 川越 康史
アース環境サービス株式会社 学術技術部 学術担当 次長 橋口 宏史
（ＩＲＣＡ認定ＦＳＭＳ審査員補、食品表示管理士）
２０１３年 激変する市場環境への対応
旅館のマーケティング成功事例大公開
－最新事例から「売れるプラン」「ＷＥＢ集客」「ＩＴ活用」「ＦＩＴ対応」のノウハウを伝授－
株式会社プライムコンセプト 取締役 ＷＥＢコンサルティング事業部長 内藤 英賢
株式会社陣屋コネクト 代表取締役 宮﨑 富夫
株式会社アビリティコンサルタント 常務取締役 ＷＥＢ事業統括本部長 水野 真寿
株式会社やまとごころ 代表取締役 村山 慶輔
～基礎知識からトラブル対処実務まで全２日マスターコース～
【全２回】これだけは押さえたい英文契約の基礎実務と応用
【第１回 ＜基礎編＞これは押さえたい英文契約の基礎知識】
【第２回 ＜実践編＞実際の起案例やトラブル対処法】
北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士 児玉 実史
－大好評につき「2013 年版」福岡開催決定！－
退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
－「社員を適正に辞めさせる法」著者ノウハウを伝授する３時間セミナー
－解雇は必ずしも悪いことではない！経営者はもっと勇気を持とう！！
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
－大反響セミナー福岡開催決定！－
－3 つの成長ステージからルールブックを作成、見直す！－
就業規則を整備して労務トラブルを回避し社員のやる気に火をつける！
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
＜ｓｉｄｅ ｓｔｏｒｙ＞化粧品ビジネスで成功するための１０の法則
株式会社アンビアンス 代表取締役 新井 幸江
＜第１回（全３回）ビジネス基礎力トレーニングセミナー＞
実例から考える「美しく分かりやすい」ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ資料作成の秘訣
～実際に使われた資料を基にＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ活用術を徹底解説～
(株)ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
１分で１億円のビジネスが決まった
【全２回】実践！ゼロから始める人脈力の作り方・活かし方
～誰にでもできる即仕事につながる人脈構築術～
人間関係構築＆人脈マッチング スペシャリスト 内田 雅章
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成功事例から学ぶ「最強の通販事業部」立ち上げ対策
13071

３／14（木）
13074
３／14（木）
13101
３／25（月）
13087

３／28（木）
13011

３／28（木）
13057

３／28（木）
13084

３／29（金）
13012

４／17（水）
13065

４／18（木）
13109

４／22（月）
13095

４／25（木）
13058

４／25（木）
13111

４／25（木）
13124

４／26（金）
13114

（株）四方事務所 代表取締役 白川 博司 氏
全面施行直前！重要労働３法改正と企業の対応
～実際の相談内容を元に専門弁護士が詳説～
森・濱田松本法律事務所 弁護士 荒井 太一 氏
中国ビジネスの現状と事業再構築～撤退・事業縮小の実務～
弁護士法人曾我・瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 水野 海峰 氏
【すべてのビジネスパーソン必須のスキルアップ講座】
読み手の気持ちに配慮したビジネス文書作成法
～3 条件を念頭に 7 つのシーンで使える高パフォーマンス表現～
一橋大学 国際教育センター・言語社会研究科 准教授 博士（文学） 石黒 圭 氏
－大好評につき「2013 年版」大阪開催決定！－
退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
－「社員を適正に辞めさせる法」著者ノウハウを伝授する 3 時間セミナー
－解雇は必ずしも悪いことではない！経営者はもっと勇気を持とう！！
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一 氏
＜第２回（全３回）ビジネス基礎力トレーニングセミナー＞
分かりやすいと評価されるプレゼンの秘訣
～２時間でわかるプレゼンテーションの上達法と苦手意識の原因～
(株)ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
【あっという間！眠らせない！面白い！使える！成果が出る！と大好評】
笑いで職場を活性化
魔法のビジネス・コミュニケーション術
～TPO を選ばず誰でもできる、空気活性・モチベーションコントロール～
（株）アイ・エヌ・ジー伝達研究所 代表取締役
コミュニケーション・プロデューサー
空気活性プロデューサー 夏川 立也 氏
－大反響セミナー大阪開催決定！－
－3 つの成長ステージからルールブックを作成、見直す！－
就業規則を整備して労務トラブルを回避し社員のやる気に火をつける！
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一 氏
－「部下が活き活きと働く」マネジメントを身につけ成果をあげよう！－
新任管理者のためのマネジメント力養成講座
経営コンサルタント 大塚 浩伸 氏
（ニューヨーク大学ＭＢＡ 日本プレゼンテーション協会認定プロ講師）
新規事業開発企画開発者のための
「よく分かる新規事業開発の実践的基礎講座」
～タネ探しから事業企画までのプロセス・手順と考え方～
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三 氏
お客様（消費者）対応担当者お助けセミナーＶＯＬ．３１
聴きたい講座を自由に選べる
クレーム対応スキルＵＰ講座
～誠意だけでは解決できないクレーム対応スキルが満載～
有限会社カスタマーケアプラン 代表取締役 中村 友妃子 氏
＜第３回（全３回）ビジネス基礎力トレーニングセミナー＞
プレゼンテーションの実践に効く１５の訓練法
～日頃の言動における少しの工夫で鍛えられる『伝える力』のポイント～
(株)ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
初公開 １０分間面接メソッド
採用面接から、部下の管理まで～ワンランク上の人材マネジメントの秘訣を伝授～
言語行動研究所 代表 対話力トレーナー 毛利 元貞 氏
言語行動研究所 フェロー（元警察幹部） 江崎 澄孝 氏
参加者全員に「最強チェックリスト」「運用マネジメントチェックリスト」を進呈！
絶対に間違えない給与計算のノウハウ
－ミスなしストレスなしの給与計算で、業務効率も作業品質も向上
－業務フローの見直しと最強のチェックリストでミスをなくす
濵田京子社労士事務所 特定社会保険労務士 濵田 京子 氏
＜昨年度、好評につきリピート開催！＞
データを正しく可視化する Excel グラフの知識
～各種グラフの正しい使い方から見せ方、編集機能までグラフの基本を総整理～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
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開催日
５／14（火）
13127
５／16（木）
13115

５／20（月）
６／17（月）
13125

５／22（水）
13142
５／22（水）
６／19（水）
７／24（水）
13151

５／3０（木）
13162
６／14（金）
13187

６／21（金）
13166

６／25（火）
13193

６／27（木）
13190
７／12（金）
13208
７／18（木）
13189
７／19（金）
13214

７／23（火）
13222
７／25（木）
13218

７／29（月）
13219
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業界唯一の拡大マーケット シニア向け通販化粧品の成功ポイント
～シニア世代をどのようにして「優良顧客化」するか～
株式会社フォー・レディー 代表取締役 鯉渕 登志子
＜昨年度、好評につきリピート開催！＞
実務で役立つ Excel データ分析の基本スキル
～ビジネスを可視化し、課題と対策を導き出すデータ集計とグラフ作成の実践手法～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
【新年度：契約書関連業務に携わる新任者に向けて】
ゼロからの契約書作成実務 A to Z
～全 2 回で実際に必要な基礎知識から作成ポイントまでを重点的に習得～
第１回 【入門編】 ビジネス契約書の基礎知識
第２回 【実践編】 各種ビジネス契約書の作成ポイント
光和総合法律事務所 パートナー 弁護士 花野 信子
トラブルにならない！ミスを乗り切るクレーム対応の勘所
Field-R 法律事務所 弁護士 松本 泰介
【新年度版＝新任者にも良く解る】
はじめての英文契約書実務（全 3 回演習つき講座）
～普遍的な基礎知識からベースとなる考え方、体験談、最新トレンドを基に事例と攻略法をコンパクトに徹底習得～
【第１回】基礎から分かる英文契約書実務（入門編）
【第２回】分かりやすい英文契約書の「読み方」（速習編）
【第３回】分かりやすい英文契約書の「書き方」（速習編）
赤坂ビジネスコンサルティング 代表 野口 幸雄
－パッケージデザインをマーケティング戦略に生かす－売れるパッケージデザインのつくり方講座
株式会社アイ・コーポレーション 代表取締役 小川 亮
～２０１３年版 ここでしか聞けない“マル秘”ノウハウ満載～
間違えない「採用」と間違えた時の「辞めさせ方」完全ガイド
（株）いしづかコンサルティング 代表取締役 石塚 毅
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
経営者・実務担当者向け
東アジア経済圏への販路拡大セミナー
～今年はラストチャンス、成功事例の具体策を開示～
（株）四方事務所 代表取締役 白川 博司
大阪開催 お客様（消費者）対応担当者お助けセミナーＶＯＬ．３３
聴きたい講座を自由に選べる
クレーム対応スキルＵＰ講座
～誠意だけでは解決できないクレーム対応スキルが満載～
有限会社カスタマーケアプラン 代表取締役 中村 友妃子
これだけは押さえたい！提案書の書き方・伝え方の基本
～新 たな取 り組 みの必 要 性 を論 理 的 に説 得 するための最 初 の一 歩 ！～
株式会社ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
桃太郎が教える労働法のキモ「管理職・マネジャーは雇用のルールを知りなさい！」
ー無知はマネジャーの罪ー
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
メーカーで年１２本の事業開発案件を成功させた秋山流事業開発の極意
株式会社Ｌｅｏｎｅｓｓａ 代表取締役社長 秋山 ゆかり
『元リクルートＮｏ．１の 日本で一番“効率”のよい営業法』著者が伝授
一人のお客も取りこぼさない超効率サイレントセールスのススメ
～営業のムダを省くだけで、誰でも売れる営業マンになれる～
有限会社ピクトワークス 代表取締役 サイレントセールストレーナー 渡瀬 謙
新設される消費者集団訴訟制度が企業に与える影響
森・濱田松本法律事務所 パートナー 早川 学
＜毎回大好評のプレゼンテーションセミナー開催！＞
論点が簡潔に伝わるバスガイド流プレゼン術
～シナリオ設計から資料作成の心得、本番発表の注意点を徹底解説～
株式会社ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
［札幌開催］お客様（消費者）対応担当者お助けセミナーＶＯＬ．３４
聴きたい講座を自由に選べる
クレーム対応スキルＵＰ講座
～誠意だけでは解決できないクレーム対応スキルが満載～
有限会社カスタマーケアプラン コミュニケーション事業部 事業部長 田村 綾子
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開催日
８／２（金）
13199

８／21（水）
13238
８／22（木）
９／18（水）
10／16（水）
13226

８／26（月）
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職場をイキイキさせる
マグロ船式コミュニケーション術大航海（公開）
～狭くて不便な環境ゆえに培われた知恵と工夫を活用しよう～
ネクストスタンダード マグロ船式人材コンサルタント 齊藤 正明 氏
事業化プロデューサー養成講座
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三 氏
はじめて契約業務に携わる方、契約知識の見直しをしたい方必見
全３回「これは押さえたい」契約実務－持 ち帰 り活 用 できる書 式 例 、レジュメ頒 布 －
【第１回】ビジネス文書・法務の基礎知識
【第２回】契約書作成・締結交渉の基礎トレーニング
【第３回】日常業務で頻出する契約の基礎トレーニングと実践 ～各契約類型におけるポイント～
丸の内総合法律事務所 弁護士 縫部 崇 氏

13259

化粧品開発者のための処方の留意点と実践
－化粧品原料の活用方法、注意点と処方の組み立て方－
株式会社恵理化 代表取締役（化粧品開発コンサルタント） 岩田 宏 氏

13233

２０１３年度版・最新の参考事例、成功・失敗事例満載
「薬事法・景品表示法・健康増進法」実務対策セミナー
～現場で日々試行錯誤するコンサルタントの経験とノウハウ～

13274

エーエムジェー株式会社 代表取締役 赤坂 卓哉 氏
分かりやすくて美しい！
印象に残るプレゼン資料作成術
～資 料 の役 割 から効 果 的 な構 成 ・表 現 法 、機 能 操 作 まで～
(株)ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏

８／27（火）

８／27（火）

８／28（水）
13228

８／29（木）
13263
８／29（木）
９／26（木）
10／24（木）
13235

８／29（木）
９／12（木）
９／26（木）
13245

８／30（金）
13243

８／30（金）
９／24（火）
13275

９／５（木）
13244

業種不問！たった３か月で昨対１４５％の売上をたたき出した！
悩める管理職のための「カンタン部下育成術」～明日からできる部門の最速成長法とは～
株式会社百年経営 代表取締役 山崎 城二 氏
（成長戦略コンサルタント）
最近の食品表示行政について～『食品表示法』を中心に～
消費者庁 食品表示企画課 尾松 雄士 氏
基礎知識から現地での交渉プロセスのコントロールまで
全３回 アジアビジネスで押さえたい英文契約書知識と交渉実務
【第１回】英文契約書の基礎と押さえたい交渉上の留意点
【第２回】現地企業との交渉の始め方と交渉実務 ～交渉プロセスのコントロール～
【第３回】アジアビジネス進出のために押さえておきたい法務実務と具体的な対応策
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 本間 正人 氏
３回の講座で、あなたの会話力がぐんぐん変わる！
質問力の活用から実践
◆提案に有効な情報が面白いように引き出せる
◆話し方を磨くには、まずは聞き方を磨くことから
◆繰り返しの演習で、クローズド・オープンクエスチョンを完全マスター
【第１回】質問力の基本構造を理解すれば話せるようになる（基本編）
【第２回】質問力は仮説力とセットではじめて発揮される（応用編）
【第３回】質問力は場面や相手に応じて使うことで効果が高まる（実践編）
株式会社東京ドアーズ 人間力教育センター 代表 村山 哲治 氏
【新卒から経営者まで即実践可能なシンプル思考法】
すべての仕事を紙１枚にまとめてしまう整理術
～報告書、企画書、プレゼン、会議に応用できる「紙１枚フォーマット」の威力～
（株）クリエイティブマネジメント 代表取締役 高橋 政史 氏
【全２回】豊富な実務資料をもとに対策法をマスターする！
退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
【第１回】問題社員（勤怠不良・能力不足・メンタル不調など）への対処方法
【第２回】退職者からの未払い残業代請求から会社を守る対処方法
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士
商品は作ったけど通販でなかなか売れないとお困りの皆様
物を見せないで買ってもらう為にすぐに役立つ通販広告の基本とポイント
株式会社フォーラム 代表取締役
オアシス株式会社 『元気読本』シリーズ編集長
『元気読本』シリーズデスク
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佐藤 広一 氏

浅利 忠行 氏
上杉 葉介 氏
渡辺 進一 氏

開催日
９／19（木）
13267

テ ー マ ・ 講

師

【シンプルな１枚のチャートを埋めていくだけ】
相手の心を動かし結果を出す－魔法の６分間文章術－
ライティングデザイナー 中野 巧 氏

９／24（火）
13293

10／２（水）
13299

10／11（金）
13311

10／22（火）
13291

10／25（金）
13314
10／28（月）
13320
11／12（火）
13346
11／20（水）
13350

11／21（木）
13338

11／21（木）
11／28（木）
13353
11／22（金）
13324

11／22（金）
12／19（木）
13326

11／25（月）
13359

11／27（水）
13305

＜大好評セミナー最新版 開催決定！＞
会議・打合せを円滑に進める基本スキル
～「終 わらない」「決 まらない」に決 別 してゴールを明 確 にする会 議 構 築 術 ～
(株)ナレッジステーション 代表取締役社長 伊藤 誠一郎 氏
データ分析で業績向上・問題解決！
企業内に埋もれている数多のデータを業績向上や問題解決にどのように活かしていくのか？
株式会社プラスリード 代表取締役社長 齋藤 健太
株式会社船井総合研究所 戦略コンサルティング部門 下田 寛之
－好評につき大阪開催決定！－
『退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋』
豊富な実務資料をもとにした対策法 １日（全２部構成）マスターコース
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
企業が今、最も注目すべき大きな変革を実現
コミュニケーション スキル ワークショップ
～コミュニケーションの本質を人生で初めて体験出来るプログラム～
～シンプルで効果的なコミュニケーションの理解と体得～
ＦＭ Ａｃａｄｅｍｙ 理事長 中村 正光
好評につき大阪開催決定！
事業化プロデューサー養成講座
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三
米国の制度、ビシネスに精通している講師がシナリオ予測
新・機能性表示制度への準備～米国表示制度の研究と日本導入に向けた対策～
株式会社グローバルニュートリショングループ 代表取締役 武田 猛
パッケージデザインをマーケティング戦略に生かす
売れるパッケージデザインのつくり方講座
株式会社アイ・コーポレーション 代表取締役 小川 亮
【多くの新規事業が誕生！！】
魅力ある新規事業をつくるプロセス、手順
～プロセス、手順を変えれば結果も変わる～
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三
【全ビジネスパーソン必須の信頼関係構築法】
笑いのスキルで仕事は必ずうまくいく
～現在、ゴールデン番組で活躍している数十名のタレントと喋りつくした
笑伝塾・塾長がコミュニケーションに笑いを取り入れる方法を教える笑伝塾特別講座～
（株）ヒューマンコメディックス 代表取締役 笑伝塾 塾長 コミュニケーションプロデューサー 殿村 政明
４時間で学べる、相手を宥める対話術
～アクティブ・コミュニケーションの勧め～
言語行動研究所 代表 対話力トレーナー 毛利 元貞
－好評につき福岡開催決定！－
『退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋』
豊富な実務資料をもとにした対策法 １日（全２部構成）マスターコース
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
オンラインライブ中継による東京・大阪同時開催
【全２回：契約書関連業務に携わる新任者に向けて】
ゼロからの契約書作成実務 Ａ ｔｏ Ｚ
～簡潔なポイント解説、適切な事例紹介により短時間で実践可能にする～
第１回【入門編】 ビジネス契約書の基礎知識
第２回【実践編】 各種ビジネス契約書の作成ポイント
光和総合法律事務所 パートナー 弁護士 花野 信子
消費税増税で売上が落ち込むと悩む必要はない
～売上を獲得できる仕組みを作る！～
株式会社エムズソリューション 代表取締役 大石 真
リピート通販実務コンサルタント／顧客リピート化コンサルタント／顧客心理コンサルタント
対消費者・対個人の債権回収実務
～通販代金・治療費・割賦金・各種料金等の回収戦略～
弁護士法人Ｍａｒｔｉａｌ Ａｒｔｓ 弁護士 吉新 拓世
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開催日
11／27（水）
13368
11／27（水）
12／18（水）
1／15（水）
13336

12／３（火）
13330
12／11（水）
13373
12／17（火）
13392
12／19（木）
13388

12／20（金）
13394

テ ー マ ・ 講

師

論理的な伝え方を学ぶプレゼンテーション入門
～これだけは押さえたい！人前で話すための必須のルール～
株式会社ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
オンラインライブ中継による東京・大阪同時開催
【２０１３／１４年 秋冬版】はじめての英文契約書実務（全３回演習つき講座）
－基礎知識とベースとなる考え方を易しく解説。帰社後、解説書として復習できる完成度の高い講義録有り
－実務経験二十数年のベテラン講師ならではの明日から使える『裏技』・『小技』を伝授
【第１回】基礎から分かる英文契約書実務（入門編）
【第２回】分かりやすい英文契約書の「読み方」（速習編）
【第３回】分かりやすい英文契約書の「書き方」（速習編）
赤坂ビジネスコンサルティング 代表 野口 幸雄
化粧品、健康食品、健康・美容機器等の表示関連法規と適正表示のための留意点
－ＪＡＲＯへの審査・相談事例から－
公益社団法人日本広告審査機構 審査役 小野 喜一
ドラッグストア業界１０兆円産業へのシナリオ
狭小商圏時代の新業態開発、ＤｇＳのネット通販、需要創造等ＤｇＳの成長戦略のための処方箋を紹介する！！
ドラッグストア流通研究所 代表 大川 善礦
【大阪開催】悪質クレーマーへの法的対応と交渉テクニック
林勘市法律事務所 弁護士 中井 淳
～国際取引に携わる全ての企業担当者必見～
「勝つべき事件を勝つ！ 国際仲裁を上手に利用する方法」
契約段階で必要な基礎知識からすぐに使える利用手法まで詳説
ＩＣＣ国際仲裁裁判所（香港）での勤務経験を有する
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 弁護士・英国仲裁人協会会員（MCIArb） 吉田 武史
≪緊急開催≫食品表示の偽装・誤表示は許されない
なぜ、食品偽装が発覚すると平均で半年以内に倒産するのか？！
「景品表示法違反」事例に学ぶ広告表示の徹底対策
エーエムジェー株式会社 代表取締役 赤坂 卓哉

株 式 会社 新 社 会 シ ス テ ム 総 合 研 究 所
ＴＥＬ (03)5532-8850
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