
最強のチームを作るノウハウのご提案

チーム力強化とリーダー人材の発掘・育成のために

人材ポートフォリオによるリーダーシップ開発プログラム

設計・導入・定着化まで徹底したサポートとフォロー



チーム力強化のためには、すべてのメンバーの「リーダーシップ」が重要ですチーム力強化のためには、すべてのメンバーの「リーダーシップ」が重要です

次代を担うコア人材の発掘と育成には非常に長い時間がかかります。

日本総研では、現有の人材の能力の棚卸しと適性を診断し、必要なリーダー

シップ開発を行なうと共に、事業運営と組織にマッチングした適正な組織、

そしてベストなリーダーを選抜育成する「仕組み」と「仕掛け」についてご

提案いたします。

採用が困難な今、現有人材の適材適所を実現する方法論をご提案します。
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そしてベストなリーダーを選抜育成する「仕組み」と「仕掛け」についてご
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採用が困難な今、現有人材の適材適所を実現する方法論をご提案します。
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提言１ シーズン アセスメント（Season Assessment）とはなにか。

１．シーズン アセスメントとは？

リーダーシップのスタイルを診断するプログラムです。 このプログラムにより、現有人材のリーダー

シップスタイルや人材タイプをより明確に把握することが可能となります。

２．何を測定するのか？

シーズン アセスメント プログラムは、リーダースタンスやリーダータイプを、社員の環境適応行動、

対人行動を社員の嗜好性や思考プロセス、さらに性格や気質といった観点から測定し、診断するも

のです。

３．どう活用するのか？

社員の長所・短所、強み・弱み、社員間の相性と、リーダーシップのタイプが診断できます。さらに、

部下や上司の行動特性の推定が可能になり、生産性の向上やチーム力強化につなげることが

可能となります。

特に、社員間の相性（マッチング）を測定により、組織の生産性の向上やチームワーク向上に活用

できるとともに、不要な軋轢、対立を回避させることで、組織風土の改善にも効果を発揮できます。

１．シーズン アセスメントとは？

リーダーシップのスタイルを診断するプログラムです。 このプログラムにより、現有人材のリーダー

シップスタイルや人材タイプをより明確に把握することが可能となります。

２．何を測定するのか？

シーズン アセスメント プログラムは、リーダースタンスやリーダータイプを、社員の環境適応行動、

対人行動を社員の嗜好性や思考プロセス、さらに性格や気質といった観点から測定し、診断するも

のです。

３．どう活用するのか？

社員の長所・短所、強み・弱み、社員間の相性と、リーダーシップのタイプが診断できます。さらに、

部下や上司の行動特性の推定が可能になり、生産性の向上やチーム力強化につなげることが

可能となります。

特に、社員間の相性（マッチング）を測定により、組織の生産性の向上やチームワーク向上に活用

できるとともに、不要な軋轢、対立を回避させることで、組織風土の改善にも効果を発揮できます。

クール

ウォーム

ビビッド
パステル

夏タイプの特性

＜穏健的な外交官＞

十分に相手に対して思い
やりをもち、外向的で開放
的な態度を崩さない。

冬タイプの特性

＜洞察的な宗教家＞

相手に対して誠実であろ

うとする態度をとり、相手

の動きに敏感に反応する。

春タイプの特性

＜行動的な政治家＞

親しみやすくユーモア
があり社交的である。
エネルギッシュで行動
的である。

秋タイプの特性

＜厳格的な裁判官＞

責任感が強く決断力に
富む。リーダーシップに
あふれ計画的、合理的
に行動する。

夏夏型夏夏型冬冬型冬冬型

秋秋型秋秋型春春型春春型

夏秋夏秋

夏冬夏冬

夏春夏春

冬夏冬夏

冬秋冬秋冬春冬春

春夏春夏春冬春冬

春秋春秋

秋冬秋冬 秋夏秋夏

秋春秋春

シーズンアセスメントにおける１６の人材タイプ
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提言２ シーズン アセスメントでイメージする行動特性

シーズン アセスメントによるシーズンタイプごとの特徴は下記のとおりです。

これらの特徴を発展させて､ビジネスにおける役割像（期待像）として「人材ポートフォリオ」の人材タイプ

とリーダータイプを特定していきます。

さらに、人材タイプに求められるリーダースタンスと、上司・部下・同僚間の相性（マッチング）を測定し、

明示することが可能です。

シーズン アセスメントによるシーズンタイプごとの特徴は下記のとおりです。

これらの特徴を発展させて､ビジネスにおける役割像（期待像）として「人材ポートフォリオ」の人材タイプ

とリーダータイプを特定していきます。

さらに、人材タイプに求められるリーダースタンスと、上司・部下・同僚間の相性（マッチング）を測定し、

明示することが可能です。

シーズン イメージ 動作の特徴 特徴的なキーワード

穏健的外交官

(夏型）
ソフト、繊細、穏やか

ゆっくりとした動作

静かな調子で話す

・ロマンティック

・ミステリアス

洞察的宗教家

(冬型）

クール、エレガント

堂々とした

上品な動作

旋律的な声

・ドラマティック

・クール

行動的政治家

(春型）

活気のある、生き生きとした

にこやかな

意気揚々とした

活気のある動作

・ナチュラル

・エネルギッシュ

厳格的裁判官

(秋型）
力強い、威圧的な、頑固な

力強い動作

威厳のある口調

・クラシック

・ロイヤリティ

シーズンタイプ別の特徴

シーズンタイプ別の行動特性

タイプ プラス面 （陽） マイナス面 （陰）

穏健的外交官

(夏型）

十分に相手に対して思いやりを持ち，外交的で

開放的な態度を崩さない。熟考した上で対応を

心がける。

完全に心を開くのに時間がかかり，慎重で神経

質でもある。保守的で俊敏さに欠け，寡黙的な

態度をとる。

自己中心的で妄想的であり，過剰に心配性であ

る。相手にも完璧を求める上に、自意識過剰で

芝居じみている。

優柔不断で飽きやすい。思いつきで行動するこ

とが多く，表層的詭弁的なごまかしに終始する

傾向がある。

頑固で短気。結論を急ぎ，他人に対する配慮に

欠ける。威圧的で偏狭的視野になりやすい。

洞察的宗教家

(冬型）

相手に対して誠実であろうとする態度をとり，相

手の動きに敏感に反応する。正義感にあふれ献

身的で慎み深い。

行動的政治家

(春型）

親しみやすくユーモアがあり社交的である。エネ

ルギッシュで行動的であり、配慮と心配りを忘れ

ず対応する。

厳格的裁判官

(秋型）

責任感が強く決断力に富む。リーダーシップにあ

ふれ計画的合理的に行動する。強い意志を持ち

自己信頼性が高い。
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提言３ 人材ポートフォリオと人材タイプ － 期待する役割は何か？

多くの会社で『役割(主義)人事』が導入されています。

役割主義では『役割を担う』『役割を演じる』そして『役割を果たす』ことが求められています。

経営に求められる人材を、組織の求める期待役割の観点と、個人の発揮可能な期待貢献の観点から処遇・育

成・評価・活用に生かす人事・組織戦略が『人材ポートフォリオ戦略』です。

会社が経営の観点から必要とする『人材ポートフォリオ』を明確にした上で、事業特性と時代および環境に見

合った『役割』を設計する必要があります。

シーズンアセスメントプログラムにより、社員の人材ポートフォリオ上の人材タイプを特定できます。

多くの会社で『役割(主義)人事』が導入されています。

役割主義では『役割を担う』『役割を演じる』そして『役割を果たす』ことが求められています。

経営に求められる人材を、組織の求める期待役割の観点と、個人の発揮可能な期待貢献の観点から処遇・育

成・評価・活用に生かす人事・組織戦略が『人材ポートフォリオ戦略』です。

会社が経営の観点から必要とする『人材ポートフォリオ』を明確にした上で、事業特性と時代および環境に見

合った『役割』を設計する必要があります。

シーズンアセスメントプログラムにより、社員の人材ポートフォリオ上の人材タイプを特定できます。

コンピタンス
リーダー
（専門軸）

コンピタンス
リーダー
（専門軸）

ビジネス
リーダー
（事業軸）

ビジネス
リーダー
（事業軸）

スキル
リーダー

（仕事軸）

スキル
リーダー

（仕事軸）

変革型変革型

リーダーリーダー

起業型起業型

リーダーリーダー

統治型統治型

リーダーリーダー

エキスパートエキスパート

オペレータ－オペレータ－

スペシャリストスペシャリスト プロフェッショナルプロフェッショナル

アシスタントアシスタント サポーターサポーター

ナレッジ

マネジャー

（知識軸）

ナレッジ

マネジャー

（知識軸）

クリエーション
マネジャー
（創造軸）

クリエーション
マネジャー
（創造軸）

パフォーマンス
マネジャー
（成果軸）

パフォーマンス
マネジャー
（成果軸）

今後、強化すべき
人材タイプは？

今後、強化すべき
人材タイプは？

人材ポートフォリオ（人材最適化）戦略とは、今後会社として強化すべき人材にフォーカスして、事

業の特性に応じた人材ネジメントシステムを構築する戦略的なアプローチです。

人材ポートフォリオ（人材最適化）戦略とは、今後会社として強化すべき人材にフォーカスして、事

業の特性に応じた人材ネジメントシステムを構築する戦略的なアプローチです。

縦軸 ： 会社が期待する役割軸

横軸 ： 個人が発揮する貢献軸

縦軸縦軸 ：： 会社が期待する役割軸会社が期待する役割軸

横軸横軸 ：： 個人が発揮する貢献軸個人が発揮する貢献軸

期
待
役
割
軸

期待貢献軸

＜事業特性により、強化すべき人材タイプは異なります＞儲
け
る人

材
へ
シフト

日本総研が提案する「人材ポートフォリオ」

チームを強化する人材タイプは、どの人材タイプか？
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提言４ 人材タイプごとに求められるリーダースタンス

人材タイプごとに求められるリーダーシップは異なります。現有の人材を最大限活用するには、それぞれの立

場でリーダーシップを発揮してもらうことが必要不可欠です。

日本総研では、それぞれのリーダースタンスの分類と、人材タイプごとに要求されるリーダースタンスを定義

し、全員がコア人材となり、リーダーとなるための行動特性を明確化し、強化していくプログラムをご提案し

ます。

人材タイプごとに求められるリーダーシップは異なります。現有の人材を最大限活用するには、それぞれの立

場でリーダーシップを発揮してもらうことが必要不可欠です。

日本総研では、それぞれのリーダースタンスの分類と、人材タイプごとに要求されるリーダースタンスを定義

し、全員がコア人材となり、リーダーとなるための行動特性を明確化し、強化していくプログラムをご提案し

ます。

今後、採用がますます困難になることが予想されます。

組織の中で、「誰一人、無駄な人材としない」、「離職転職を防ぎやる気を育てる」、さらに「適材適所によ

る人員配置を実現する」人材マネジメントが求められています。

現有人材の能力を最大限活用し、全員がチームワークをフルに発揮できるよう、社員一人ひとりの能力＆行動

特性を重視した組織編制を行い、それぞれの人材タイプのマッチングを図ります。

シーズンアセスメントプログラムのアセスメント結果から、一人ひとりのリーダースタンスが判定できます。

今後、採用がますます困難になることが予想されます。

組織の中で、「誰一人、無駄な人材としない」、「離職転職を防ぎやる気を育てる」、さらに「適材適所によ

る人員配置を実現する」人材マネジメントが求められています。

現有人材の能力を最大限活用し、全員がチームワークをフルに発揮できるよう、社員一人ひとりの能力＆行動

特性を重視した組織編制を行い、それぞれの人材タイプのマッチングを図ります。

シーズンアセスメントプログラムのアセスメント結果から、一人ひとりのリーダースタンスが判定できます。

ステーツマン

シップ

（ビジョン）

キャプテン

シップ

（主体）

リーダー

シップ

（統率）

メンバー

シップ

（協働）

サーバント

シップ

（奉仕）

オーナー

シップ

（自立）

ステーツマン
シップ

（ビジョン）

キャプテン
シップ
（主体）

リーダー
シップ
（統率）

メンバー
シップ
（協働）

サーバント
シップ
（奉仕）

オーナー
シップ
（自立）

ステーツマン
シップ

（ビジョン）

キャプテン
シップ
（主体）

リーダー
シップ
（統率）

メンバー
シップ
（協働）

サーバント
シップ
（奉仕）

オーナー
シップ
（自立）

ステーツマン
シップ

（ビジョン）

キャプテン
シップ
（主体）

リーダー
シップ
（統率）

メンバー
シップ
（協働）

サーバント
シップ
（奉仕）

オーナー
シップ
（自立）

ビジネス・リーダー

コンピタンス・リーダー

スキル・リーダー

ビジョンを示し、自ら組

織を統率しながら、一方

で率先垂範による主体的

なスタンスをなくさない

リーダー像

プロジェクト等の運営を

行ないながらメンバーを

統率し、自らもメンバー

として組織に貢献するス

タンスを持つリーダー像

与えられた仕事の遂行に

強い責任感を持ち、一方

で、メンバーとして高い

参画意識をもって最大限

のチーム貢献を果たそう

とするリーダー像

日本総研の提言するリーダースタンス

リーダースタンスの組合せにより、戦時リーダー、平時リーダー、ファシリテート型などに分類されるリーダースタンスの組合せにより、戦時リーダー、平時リーダー、ファシリテート型などに分類される
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提言５ 新たな人材行動特性のタイプ

人材タイプごとに求められるリーダーシップは異なります。

現有の人材を最大限活用するには、それぞれの立場でリーダーシップを発揮してもらうこと

が重要です。日本総研では、全員がコア人材となり、リーダーとなるべく行動特性を強化し

ていきます。

リーダースタンスから、一人ひとりのリーダータイプの特徴を把握できます。

人材タイプごとに求められるリーダーシップは異なります。

現有の人材を最大限活用するには、それぞれの立場でリーダーシップを発揮してもらうこと

が重要です。日本総研では、全員がコア人材となり、リーダーとなるべく行動特性を強化し

ていきます。

リーダースタンスから、一人ひとりのリーダータイプの特徴を把握できます。

リーダータイプ 特徴的な行動様式 中心のリーダー行動の特徴

平時（安定期）型
メンバーシップ（協働）

サーバントシップ（奉仕）

ステーツマンシップ（ビジョン）

リーダーシップ（統率）

リーダーシップ（統率）

キャプテンシップ（主体）

ステーツマンシップ（ビジョン）

サーバントシップ（奉仕）

キャプテンシップ（主体）

サーバントシップ（奉仕）

リーダーシップ（統率）

サーバントシップ（奉仕）

危機（激変期）型

軍隊（突撃）型

親分（お神輿）型

プロジェクト型

ファシリテート型

Ｐ．６

ビジョン

主体統率

協働奉仕 自立

ビジョン

主体統率

協働奉仕 自立

ビジョン

主体統率

協働奉仕 自立

ビジョン

主体統率

協働奉仕 自立

ビジョン

主体統率

協働奉仕 自立

ビジョン

主体統率

協働奉仕 自立

平時は、これまでの方針を踏襲し、

メンバーのマンネリ打破とチャレン

ジを鼓舞する仕組み、自発的自立的

な行動を促す、エンパワーメントの

スタイルが重要である。

戦時（危機対応時）は、時間と行動

がキーポイントとなる。明確な方針

を出し、メンバー一人ひとりに即時

の命令を出す。個の理解ではなく、

全体の行動が最優先。

軍隊型では、一人ひとりは粛々と命

令を遂行するとともに、自給自足、

No Helpの状態で主体的自主的に

ミッションを遂行する。ビジョンの

変更はない。

親分型では、組織に新たな目標や

方向性を示し、信頼できる有能な

メンバーを鼓舞し、高い貢献を引

き出すことを最優先とする。

プロジェクト型では、全員が一つ

の目的のために、一体的にかつ主

体的に活動し、互いにサポートし

合う体制維持が重要となる。All 

for one，one for all !

ファシリテート型では、主役はリー
ダーではなくメンバーである。メン
バーに課題を認識させ、解決手法も
メンバーに気付かせる。リーダーは
それをサポートすることが重要であ
る。



Yes/Noで答える質問で、行動
特性、対人認識を診断します。

４つのうち、ひ
とつ選択します。

四択式で５０問。

提言６ シーズンアセスメント診断１ ＜質問の形式と特徴＞

シーズンアセスメントの診断テストの特徴は、色彩診断にあります。好きな色、好きな柄、

好きな組合せを選び、その傾向から個人の行動特性を診断します。

ビビッドな明るい色が好きな人、落ち着いたダーク系の雰囲気が好きな人、好きな色と実際

に持っている色が違う人、車の色、スーツの色、携帯電話の色で、決めた色がある人など、

選択肢の持ち方にも特徴があります。

シーズンアセスメントの診断テストの特徴は、色彩診断にあります。好きな色、好きな柄、

好きな組合せを選び、その傾向から個人の行動特性を診断します。

ビビッドな明るい色が好きな人、落ち着いたダーク系の雰囲気が好きな人、好きな色と実際

に持っている色が違う人、車の色、スーツの色、携帯電話の色で、決めた色がある人など、

選択肢の持ち方にも特徴があります。

Ｐ．７



提言６ シーズンアセスメント診断２ ＜基本特性＞

シーズンアセスメントでは、下記のデータをアウトプットとして診断し、提示することが可

能です。

① 個々人のシーズンタイプ （各自の基本的な特徴）

② 行動特性、嗜好性として、得意なこと、苦手なこと

③ 能力開発として取り組む要素

④ 適している職種、部門、管理職の適性

⑤ 強いリーダースタンス＆弱いリーダースタンス

⑥ 人材ポートフォリオ上の人材タイプ

⑦ 上司、部下、メンバーとの相性

シーズンアセスメントでは、下記のデータをアウトプットとして診断し、提示することが可

能です。

① 個々人のシーズンタイプ （各自の基本的な特徴）

② 行動特性、嗜好性として、得意なこと、苦手なこと

③ 能力開発として取り組む要素

④ 適している職種、部門、管理職の適性

⑤ 強いリーダースタンス＆弱いリーダースタンス

⑥ 人材ポートフォリオ上の人材タイプ

⑦ 上司、部下、メンバーとの相性

SAMPLE

Ｐ．８

それぞれ、該当者、上司、人事部（全体）を納品します。



提言６ シーズンアセスメント診断３ ＜職種適性／リーダースタンス＞

シーズンアセスメントでは、下記のデータをアウトプットとして診断し、提示することが可

能です。

①各人の適している職種および部門 ⇒ 営業、製造、管理部門、企画部門、管理職、

専門 職など。

②リーダースタンス ⇒ ステーツマンシップ、サーバントシップなどの程度と割合。

③人材ポートフォリオ上の人材タイプ ⇒ ビジネスリーダー、コンピタンスリーダーなど、

人材ポートフォリオ上の最適特性の明示。

シーズンアセスメントでは、下記のデータをアウトプットとして診断し、提示することが可

能です。

①各人の適している職種および部門 ⇒ 営業、製造、管理部門、企画部門、管理職、

専門 職など。

②リーダースタンス ⇒ ステーツマンシップ、サーバントシップなどの程度と割合。

③人材ポートフォリオ上の人材タイプ ⇒ ビジネスリーダー、コンピタンスリーダーなど、

人材ポートフォリオ上の最適特性の明示。

SAMPLE

Ｐ．９



提言６ シーズンアセスメント診断４ ＜マッチング（相性）診断＞

チームごとメンバーごとの相性（マッチング）のレベルが一目でわかります。また、誰を
リーダーにすればベストな組織ができるか、シミュレーションすることが可能です。

人間である以上、「好き嫌い」や「相性」が必ずあります。これを１００％排除することは

不可能です。

感覚的なものですが、これを組織の中や上下の人間関係に持ち込まれたとき、組織では金銭

だけでは表現できない有形無形の「被害」を受けることがあります。

あらかじめ、誰と誰が相性がいいか（良くないか）が判っていれば、異動後の不要な衝突も

回避（軽減）できるし、活用もできます。シーズンタイプ別に相性のいい上司部下、メン

バーでプロジェクトを構築することが可能となります。

効果的で生産性の高い組織設計に効果的です。

人間である以上、「好き嫌い」や「相性」が必ずあります。これを１００％排除することは

不可能です。

感覚的なものですが、これを組織の中や上下の人間関係に持ち込まれたとき、組織では金銭

だけでは表現できない有形無形の「被害」を受けることがあります。

あらかじめ、誰と誰が相性がいいか（良くないか）が判っていれば、異動後の不要な衝突も

回避（軽減）できるし、活用もできます。シーズンタイプ別に相性のいい上司部下、メン

バーでプロジェクトを構築することが可能となります。

効果的で生産性の高い組織設計に効果的です。

SAMPLE

Ｐ．１０

上司との相性は

全く良くない

（悪い）

上司との相性が

非常に良い

上司との相性

は普通である



提言６ シーズンアセスメント診断５ ＜マッチングマトリクス診断＞

チームごとメンバーごとの相性（マッチング）のレベルは、マトリクス表示できます。

SAMPLE

Ｐ．１１



本件に関するご相談は、下記へご連絡ください。

株式会社 日本総合研究所 総合研究部門 リサーチ&コンサルティング事業部

〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル

シーズンアセスメント 内容照会 主席研究員 三宅 光頼

Tel 06 (6479)5658 Fax 06 (6479)5531

調査・研修・コンサルティング実施までの手順

◎調査・研修・コンサルティングの実施

●当研究所から担当者ご訪問

●企画書・見積書の提出

メール、電話、ＦＡＸ等でご連絡ください
。

当研究所から担当者、または研究員が訪問いたします。

ここで、ニーズ、課題、コンサルティングの範囲等の概要をお伺いします。

ニーズ、課題の概要をふまえた上で、当研究所の提供できるサービス、および

担当者、期間、費用を提示させていただきます。

●ご契約

●お問合せ・ご相談・お打合せ

この度ご紹介させていただきました、『シーズン アセスメント プログラム』に対するご質問、ご確

認、および、実施に向けてのご相談は、下記連絡先にお願いいたします。

コンサルティングに関するお問い合わせから、企画書・見積書ご提出に至る期間まで情報交換、ご相談

については、費用は発生いたしません。お気軽にお問い合わせ下さい。

チームマネジメントに関する調査・研修・コンサルティングの実施に関してチームマネジメントに関する調査・研修・コンサルティングの実施に関して

Ｐ．１２



詳細につきましては下記までご連絡ください

枠内※印の欄は必ずご記入願います。 後ほど、こちらからご連絡させていただきます。

1. 個人情報の取扱方針

弊社は1998年10月6日にプライバシーマークの付与・認定を受けております。ご回答者の個人

情報は弊社が定める「個人情報保護方針」に則り、適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたし
ます。
尚 、 弊 社 の 「 個 人 情 報 保 護 方 針 」 を ご 覧 に な り た い 方 は イ ン タ ー ネ ッ ト で
http://www.jri.co.jp/privacy/guideline.html をご覧下さい。

2. 個人情報の利用目的

ご回答者の個人情報は以下の目的のために利用させて頂きます。下記以外の目的で個人情報を
利用する場合は、改めて目的をお知らせし、同意を得るものと致します。
・弊社からのダイレクトメール、e-mailによる情報提供、その他弊社サービスのご案内

今後のご案内が不要の方はチェックを入れてください。 □ 今後の案内は不要

3. 個人情報の共同利用・第三者提供予定 本ご回答に伴う個人情報の社外への提供の予定はありません。

4. 個人情報の取扱いの委託予定 本ご回答に伴う個人情報の社外への取扱いの委託の予定はありません。

5. 個人情報を弊社に提供することの任意性及

び当該情報を与えなかった場合に回答者に生
じる結果について

ご回答者が、個人情報の記載を希望されない場合には、個人名の部分につきまして空欄でも構
いませんが、セミナーのご案内等をお送りすることができなくなることをご了解ください。

6. 開示、訂正・利用停止等の申し立て先及び

個人情報の取扱いに関する苦情、ご相談の受
付窓口（ご本人様よりお申し立てがあったと
きは遅滞なく開示、訂正・利用停止等の措置
をとります。詳しくは弊社の「個人情報保護
法に基づく公表事項」4.をご覧ください。）

① 本申込みにおける個人情報取扱責任者： 総合研究本部 宮崎 克人
② 本申込みに係る個人情報の相談窓口： 総合研究本部 三宅 光頼

電話： 06-6243-4650 FAX： 06-6243-4668
E-mail: miyake.mitsuyori@jri.co.jp

③ 個人情報保護法に基づく公表事項：
http://www.jri.co.jp/privacy/kohyo.htmlをご参照ください。

お申し込みいただいた個人情報の取り扱いについて

『チーム力強化／シーズンアセスメント』相談シート

上記、「個人情報の取り扱いについて」をご確認の上、下記、相談申し込みシートの枠内をご記入ください。弊社担当より折り返しご連絡をさせていだきます。

日本総合研究所 総合研究部門 リサーチ&コンサルティング事業部 宛 FAX 06 (6479)5531

※ 貴社名

※ お申込者名

※ 部署名 貴職位名

Ｅメールアドレス ＠

貴社所在地

※ 電話 ＦＡＸ

従業員数 業種

※ ご相談内容
●可能な範囲で簡潔にご記入ください。

株式会社 日本総合研究所 総合研究部門 リサーチ&コンサルティング事業部

〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル

シーズンアセスメント 内容照会 主席研究員 三宅 光頼

℡ 06 (6479)5658 Fax 06 (6479)5531

http://www.jri.co.jp/privacy/kohyo.html

