
各 位 

 

「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア

 

当社は、

のののの都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「

業合同説明会業合同説明会業合同説明会業合同説明会

「「「「全国の特選企業合同説明会全国の特選企業合同説明会全国の特選企業合同説明会全国の特選企業合同説明会

いるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリ

ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。

株式会社パワートレイン

考えていきます。

 

■■■■「「「「地域で発見するキャリア～地域で発見するキャリア～地域で発見するキャリア～地域で発見するキャリア～

１． 主催等

２． 開 催 日

３． 開 催 場

４．パネルディスカッション登壇企業（

①有限会社キャストコミュニケーションズ（福井県）

【福井県、石川県の地域の生活情報誌や、求人情報誌の企画・編集・発行で地域を元気に！

②株式会社中部コーポレーション（三重県）

【「開発、設計、製造、販売」まで独自ブランドを持つ開発型メーカーです！

③株式会社東北農都共生総合研究所（宮城県）

【グローカル産業を共に創る～持続可能な地域経営の実現を目指して～】

５．モデレーター

オンリー・テイク代表

６．参 加 費

  ※参加には整理券が必要です。

先着
 

☆詳細☆詳細☆詳細☆詳細

    

※本事業は、中小企業庁「平成

【略歴および職務内容】〇帝塚山大学大学院法政策研究科修了（法学修士）、グロービス経営大学院経営研究科修了（

〇マツダ株式会社

ブランドプロテクション：ネーミング策定プロセスの開発、模倣品対策（主に中国、中東）を担当

〇セルムグループ：株式会社ファーストキャリア

ロセスを策定、

〇オンリー・テイク

〇株式会社パワートレイン

 

地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会

「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア

当社は、中小企業庁委託事業「

都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「

業合同説明会業合同説明会業合同説明会業合同説明会」」」」を平成

全国の特選企業合同説明会全国の特選企業合同説明会全国の特選企業合同説明会全国の特選企業合同説明会

いるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリ

ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。

株式会社パワートレイン

考えていきます。 

  

地域で発見するキャリア～地域で発見するキャリア～地域で発見するキャリア～地域で発見するキャリア～

主催等：主催 

告知協力

開 催 日 時：

開 催 場 所：

（

４．パネルディスカッション登壇企業（

有限会社キャストコミュニケーションズ（福井県）

福井県、石川県の地域の生活情報誌や、求人情報誌の企画・編集・発行で地域を元気に！

株式会社中部コーポレーション（三重県）

「開発、設計、製造、販売」まで独自ブランドを持つ開発型メーカーです！

株式会社東北農都共生総合研究所（宮城県）

【グローカル産業を共に創る～持続可能な地域経営の実現を目指して～】

５．モデレーター： 

オンリー・テイク代表

参 加 費 用：無

参加には整理券が必要です。

先着 50 名の方に配布します。予定数配布次第、受付終了となりますのでご了承ください。
   

☆詳細☆詳細☆詳細☆詳細情報は、あさがくナビ情報は、あさがくナビ情報は、あさがくナビ情報は、あさがくナビ

            

※本事業は、中小企業庁「平成

【略歴および職務内容】〇帝塚山大学大学院法政策研究科修了（法学修士）、グロービス経営大学院経営研究科修了（

〇マツダ株式会社 主に知的財産部にて、製品開発のプロセスマネジメント、ナレッジマネジメントシステムの開発、及びグローバル

ブランドプロテクション：ネーミング策定プロセスの開発、模倣品対策（主に中国、中東）を担当

〇セルムグループ：株式会社ファーストキャリア

ロセスを策定、OFF-JT

〇オンリー・テイク 2011

〇株式会社パワートレイン

 

地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会

「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア

中小企業庁委託事業「

都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「

を平成 27 年 11 月

全国の特選企業合同説明会全国の特選企業合同説明会全国の特選企業合同説明会全国の特選企業合同説明会」」」」

いるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリ

ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。

株式会社パワートレイン 取締役最高執行責任者

地域で発見するキャリア～地域で発見するキャリア～地域で発見するキャリア～地域で発見するキャリア～地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～

 株式会社学情／

知協力 一般財団法人大阪労働協会

：平成 27 年 11

：マイドームおおさか

（合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」会場内講演エリア

４．パネルディスカッション登壇企業（

有限会社キャストコミュニケーションズ（福井県）

福井県、石川県の地域の生活情報誌や、求人情報誌の企画・編集・発行で地域を元気に！

株式会社中部コーポレーション（三重県）

「開発、設計、製造、販売」まで独自ブランドを持つ開発型メーカーです！

株式会社東北農都共生総合研究所（宮城県）

【グローカル産業を共に創る～持続可能な地域経営の実現を目指して～】

 

オンリー・テイク代表、株式会社パワートレイン

無 料  

参加には整理券が必要です。

名の方に配布します。予定数配布次第、受付終了となりますのでご了承ください。
 

情報は、あさがくナビ情報は、あさがくナビ情報は、あさがくナビ情報は、あさがくナビ

［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］

            

※本事業は、中小企業庁「平成

【略歴および職務内容】〇帝塚山大学大学院法政策研究科修了（法学修士）、グロービス経営大学院経営研究科修了（

主に知的財産部にて、製品開発のプロセスマネジメント、ナレッジマネジメントシステムの開発、及びグローバル

ブランドプロテクション：ネーミング策定プロセスの開発、模倣品対策（主に中国、中東）を担当

〇セルムグループ：株式会社ファーストキャリア

JT における研修の実施、その他若手の

2011 年設立（現職）企業内の人材育成（コンサルティング・研修講師）、ものづくり支援事業を行う

〇株式会社パワートレイン  2013 年設立に参画、取締役最高執行責任者に就任

 

地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会

「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア「地域で発見するキャリア～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～

中小企業庁委託事業「ＵＩＪターン人材拠点事業（大阪）

都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「

月 16 日（月）に開催

」」」」の会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献して

いるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリ

ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。

取締役最高執行責任者

地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～

株式会社学情／UIJ ターン人材拠点事業（大阪）

一般財団法人大阪労働協会

11 月 16 日（月）

マイドームおおさか（大阪市

合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」会場内講演エリア

４．パネルディスカッション登壇企業（50 音順）

有限会社キャストコミュニケーションズ（福井県）

福井県、石川県の地域の生活情報誌や、求人情報誌の企画・編集・発行で地域を元気に！

株式会社中部コーポレーション（三重県）

「開発、設計、製造、販売」まで独自ブランドを持つ開発型メーカーです！

株式会社東北農都共生総合研究所（宮城県）

【グローカル産業を共に創る～持続可能な地域経営の実現を目指して～】

株式会社パワートレイン

参加には整理券が必要です。合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」

名の方に配布します。予定数配布次第、受付終了となりますのでご了承ください。
  

情報は、あさがくナビ情報は、あさがくナビ情報は、あさがくナビ情報は、あさがくナビ 2016201620162016    http://www.gakujo.ne.jp/2016/http://www.gakujo.ne.jp/2016/http://www.gakujo.ne.jp/2016/http://www.gakujo.ne.jp/2016/

［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］［トップページ→イベントページ→エリア（大阪）］

        

※本事業は、中小企業庁「平成 27 年度ＵＩＪ

【略歴および職務内容】〇帝塚山大学大学院法政策研究科修了（法学修士）、グロービス経営大学院経営研究科修了（

主に知的財産部にて、製品開発のプロセスマネジメント、ナレッジマネジメントシステムの開発、及びグローバル

ブランドプロテクション：ネーミング策定プロセスの開発、模倣品対策（主に中国、中東）を担当

〇セルムグループ：株式会社ファーストキャリア 主に社内営業マネジメント、及び大企業の若手人材育成を担当、育成体系・運用プ

における研修の実施、その他若手の

年設立（現職）企業内の人材育成（コンサルティング・研修講師）、ものづくり支援事業を行う

年設立に参画、取締役最高執行責任者に就任

 

地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会

～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～

ターン人材拠点事業（大阪）

都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「

日（月）に開催します。

の会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献して

いるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリ

ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。ア～地域を元気にする企業に学ぶ～」を開催します。当日は、

取締役最高執行責任者 竹枝 

地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～

ターン人材拠点事業（大阪）

一般財団法人大阪労働協会 

日（月）15：30～

大阪市中央区本町橋

合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」会場内講演エリア

音順）： 

有限会社キャストコミュニケーションズ（福井県）

福井県、石川県の地域の生活情報誌や、求人情報誌の企画・編集・発行で地域を元気に！

株式会社中部コーポレーション（三重県） 

「開発、設計、製造、販売」まで独自ブランドを持つ開発型メーカーです！

株式会社東北農都共生総合研究所（宮城県） 

【グローカル産業を共に創る～持続可能な地域経営の実現を目指して～】

株式会社パワートレイン

合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」

名の方に配布します。予定数配布次第、受付終了となりますのでご了承ください。
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ＵＩＪターン人材拠点事業」として実施しています。

【略歴および職務内容】〇帝塚山大学大学院法政策研究科修了（法学修士）、グロービス経営大学院経営研究科修了（

主に知的財産部にて、製品開発のプロセスマネジメント、ナレッジマネジメントシステムの開発、及びグローバル

ブランドプロテクション：ネーミング策定プロセスの開発、模倣品対策（主に中国、中東）を担当

主に社内営業マネジメント、及び大企業の若手人材育成を担当、育成体系・運用プ

における研修の実施、その他若手の成長・育成に関わる講師の育成、大手企業や団体への講演活動を行う

年設立（現職）企業内の人材育成（コンサルティング・研修講師）、ものづくり支援事業を行う

年設立に参画、取締役最高執行責任者に就任

会 社 名

代表者名 

（コード番号

問合せ先 

（

 

地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会

～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～

ターン人材拠点事業（大阪）

都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「

します。 

の会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献して

いるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリ

当日は、モデレーターに

 正樹氏を迎え、これからの地域の可能性を

地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～地域を元気にする企業に学ぶ～」の詳細」の詳細」の詳細」の詳細

ターン人材拠点事業（大阪）

～17：00 

中央区本町橋 2-5）

合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」会場内講演エリア

有限会社キャストコミュニケーションズ（福井県） 

福井県、石川県の地域の生活情報誌や、求人情報誌の企画・編集・発行で地域を元気に！

「開発、設計、製造、販売」まで独自ブランドを持つ開発型メーカーです！

【グローカル産業を共に創る～持続可能な地域経営の実現を目指して～】

株式会社パワートレイン 取締役最高執行責任者

合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」

名の方に配布します。予定数配布次第、受付終了となりますのでご了承ください。
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ターン人材拠点事業」として実施しています。

【略歴および職務内容】〇帝塚山大学大学院法政策研究科修了（法学修士）、グロービス経営大学院経営研究科修了（

主に知的財産部にて、製品開発のプロセスマネジメント、ナレッジマネジメントシステムの開発、及びグローバル

ブランドプロテクション：ネーミング策定プロセスの開発、模倣品対策（主に中国、中東）を担当

主に社内営業マネジメント、及び大企業の若手人材育成を担当、育成体系・運用プ

成長・育成に関わる講師の育成、大手企業や団体への講演活動を行う

年設立（現職）企業内の人材育成（コンサルティング・研修講師）、ものづくり支援事業を行う

年設立に参画、取締役最高執行責任者に就任 （現職） 

会 社 名  株 式 会 社 学

 代表取締役社長

（コード番号 

 管理部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ

（ 0 6 - 6 3 4 6 

  

地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会地域を元気にする企業のパネルディスカッション＆交流会イベントイベントイベントイベント

～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～～地域を元気にする企業に学ぶ～」」」」

ターン人材拠点事業（大阪）」を受託し、

都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「

の会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献して

いるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリ

モデレーターにオンリー・テイク代表

氏を迎え、これからの地域の可能性を

」の詳細」の詳細」の詳細」の詳細    

ターン人材拠点事業（大阪）  

） 

合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」会場内講演エリア

福井県、石川県の地域の生活情報誌や、求人情報誌の企画・編集・発行で地域を元気に！

「開発、設計、製造、販売」まで独自ブランドを持つ開発型メーカーです！

【グローカル産業を共に創る～持続可能な地域経営の実現を目指して～】 

取締役最高執行責任者

合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」

名の方に配布します。予定数配布次第、受付終了となりますのでご了承ください。
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ターン人材拠点事業」として実施しています。

【略歴および職務内容】〇帝塚山大学大学院法政策研究科修了（法学修士）、グロービス経営大学院経営研究科修了（

主に知的財産部にて、製品開発のプロセスマネジメント、ナレッジマネジメントシステムの開発、及びグローバル

ブランドプロテクション：ネーミング策定プロセスの開発、模倣品対策（主に中国、中東）を担当 

主に社内営業マネジメント、及び大企業の若手人材育成を担当、育成体系・運用プ

成長・育成に関わる講師の育成、大手企業や団体への講演活動を行う

年設立（現職）企業内の人材育成（コンサルティング・研修講師）、ものづくり支援事業を行う

 

平成27年11

株 式 会 社 学

代表取締役社長 中井

 2301 東証第一部）

ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 大西浩史

6 3 4 6 - 6 8 3 0 

イベントイベントイベントイベント    

」」」」開催開催開催開催のご案内のご案内のご案内のご案内

、このたび、

都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「都市部の学生・若手社会人と日本全国各地域の企業・団体を結ぶ合同企業説明会「全国の特選企全国の特選企全国の特選企全国の特選企

の会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献して

いるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリ

オンリー・テイク代表

氏を迎え、これからの地域の可能性を

合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」会場内講演エリアにて開催

福井県、石川県の地域の生活情報誌や、求人情報誌の企画・編集・発行で地域を元気に！

「開発、設計、製造、販売」まで独自ブランドを持つ開発型メーカーです！】 

 

取締役最高執行責任者 竹枝 

合同企業説明会「全国の特選企業合同説明会」受付で 12：

名の方に配布します。予定数配布次第、受付終了となりますのでご了承ください。

よりご覧くださいよりご覧くださいよりご覧くださいよりご覧ください

ターン人材拠点事業」として実施しています。

【略歴および職務内容】〇帝塚山大学大学院法政策研究科修了（法学修士）、グロービス経営大学院経営研究科修了（MBA） 

主に知的財産部にて、製品開発のプロセスマネジメント、ナレッジマネジメントシステムの開発、及びグローバル

主に社内営業マネジメント、及び大企業の若手人材育成を担当、育成体系・運用プ

成長・育成に関わる講師の育成、大手企業や団体への講演活動を行う

年設立（現職）企業内の人材育成（コンサルティング・研修講師）、ものづくり支援事業を行う 

11月12日 

株 式 会 社 学 情 

中井 清和 

東証第一部） 

大西浩史 

6 8 3 0 ） 

    

のご案内のご案内のご案内のご案内    

このたび、近畿圏近畿圏近畿圏近畿圏

全国の特選企全国の特選企全国の特選企全国の特選企

の会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献しての会場内講演エリアで、日本の各地域で地域の活性化に貢献して

いるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリいるユニークな企業が参加するパネルディスカッション＆交流会イベント「地域で発見するキャリ

オンリー・テイク代表、

氏を迎え、これからの地域の可能性を

にて開催）         

福井県、石川県の地域の生活情報誌や、求人情報誌の企画・編集・発行で地域を元気に！】 

 正樹氏

 

：00～ 

名の方に配布します。予定数配布次第、受付終了となりますのでご了承ください。 

よりご覧くださいよりご覧くださいよりご覧くださいよりご覧ください。。。。    

ターン人材拠点事業」として実施しています。 

 

主に知的財産部にて、製品開発のプロセスマネジメント、ナレッジマネジメントシステムの開発、及びグローバル

主に社内営業マネジメント、及び大企業の若手人材育成を担当、育成体系・運用プ

成長・育成に関わる講師の育成、大手企業や団体への講演活動を行う 

                  


