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設立：２０１６年７月９日設立：２０１６年７月９日



「ＣＮＢＣ経営診断センター」の目的と事業内容「ＣＮＢＣ経営診断センター」の目的と事業内容

（一社）千葉県ニュービジネス協議会（ＣＮＢＣ）は、専門的学識経験者および千葉商科大

学院中小企業診断士養成コース卒業生有志の中小企業診断士(特命診断士)で構成す

るＣＮＢＣ経営診断センターを設置する。その目的は、ＣＮＢＣ会員をはじめ、広域企業、

ベンチャー等の持続的経営革新や創業支援、経営診断等を支援し、地域経済社会に寄

与することと、千葉商科大学の卒業生企業の経営支援、学生教育・就職支援等である。

目目 的的
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与することと、千葉商科大学の卒業生企業の経営支援、学生教育・就職支援等である。

１．会員企業、広域企業等に対する経営相談や経営診断指導に関する事業

２．特命診断士相互の切磋琢磨を図るための研究会の開催と成果発表

３．特命診断士としての営業活動開発の研修および支援

４．特命診断士の人材教育研修力の開発および支援

５．卒業生企業への経営支援、学生支援、その他、センターの目的に関する事業

事業内容事業内容

１



☆☆☆☆総括顧問総括顧問総括顧問総括顧問 ☆☆☆☆センター顧問センター顧問センター顧問センター顧問

CNBC会長会長会長会長 鮎川二郎鮎川二郎鮎川二郎鮎川二郎 千葉商科大学名誉千葉商科大学名誉千葉商科大学名誉千葉商科大学名誉教授教授教授教授 CNBC監事監事監事監事 太田三郎太田三郎太田三郎太田三郎 千葉商科大学商経学部長千葉商科大学商経学部長千葉商科大学商経学部長千葉商科大学商経学部長

☆☆☆☆総括顧問総括顧問総括顧問総括顧問 ☆☆☆☆センター顧問センター顧問センター顧問センター顧問

CNBC会長会長会長会長 鮎川二郎鮎川二郎鮎川二郎鮎川二郎 千葉商科大学名誉千葉商科大学名誉千葉商科大学名誉千葉商科大学名誉教授教授教授教授 CNBC監事監事監事監事 太田三郎太田三郎太田三郎太田三郎 千葉商科大学商経学部長千葉商科大学商経学部長千葉商科大学商経学部長千葉商科大学商経学部長

☆顧問診断士☆顧問診断士☆顧問診断士☆顧問診断士

大塚愼二大塚愼二大塚愼二大塚愼二 千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授

前田前田前田前田 進進進進 千葉千葉千葉千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授

安藤安藤安藤安藤 孝孝孝孝 千葉千葉千葉千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授

日野日野日野日野隼人隼人隼人隼人 千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授

小川小川小川小川雅人雅人雅人雅人 千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授

兼松兼松兼松兼松万輝万輝万輝万輝雄千葉雄千葉雄千葉雄千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員教授

秋田舞美秋田舞美秋田舞美秋田舞美 千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員講師千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員講師千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員講師千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース客員講師

☆顧問☆顧問☆顧問☆顧問

CNBCCNBCCNBCCNBC副会長副会長副会長副会長 加賀加賀加賀加賀 博博博博 ((((株株株株))))ジーアップキャリアセンター代表取締役ジーアップキャリアセンター代表取締役ジーアップキャリアセンター代表取締役ジーアップキャリアセンター代表取締役

CNBCCNBCCNBCCNBC副会長副会長副会長副会長 天野克彦天野克彦天野克彦天野克彦 千葉商科大学名誉教授千葉商科大学名誉教授千葉商科大学名誉教授千葉商科大学名誉教授

CNBCCNBCCNBCCNBC副会長副会長副会長副会長 小野崎伸彦小野崎伸彦小野崎伸彦小野崎伸彦 ((((株株株株))))シーネット代表取締役シーネット代表取締役シーネット代表取締役シーネット代表取締役

CNBCCNBCCNBCCNBC副会長副会長副会長副会長 大田大田大田大田 勉勉勉勉 千葉工業大学教授千葉工業大学教授千葉工業大学教授千葉工業大学教授

CNBCCNBCCNBCCNBC副会長副会長副会長副会長 石川典男石川典男石川典男石川典男 （株）成田デンタル代表取締役（株）成田デンタル代表取締役（株）成田デンタル代表取締役（株）成田デンタル代表取締役

CNBCCNBCCNBCCNBC副会長副会長副会長副会長 野口義信野口義信野口義信野口義信 （株（株（株（株))))写楽館代表取締役写楽館代表取締役写楽館代表取締役写楽館代表取締役

CNBCCNBCCNBCCNBC副会長副会長副会長副会長 大西直良大西直良大西直良大西直良 （株）ウエルウエスト代表取締役（株）ウエルウエスト代表取締役（株）ウエルウエスト代表取締役（株）ウエルウエスト代表取締役

CNBCCNBCCNBCCNBC副会長副会長副会長副会長 末永佳文末永佳文末永佳文末永佳文 （一社）野口医学研究所

（一社）野口医学研究所会長

CNBC経営診断センター役職・構成員・内規CNBC経営診断センター役職・構成員・内規
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☆☆☆☆特命診断士・特命診断士・特命診断士・特命診断士・千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース卒業生診断士千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース卒業生診断士千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース卒業生診断士千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース卒業生診断士

（（（（卒業生診断士候補者５５名（入会資格は上記の全顧問の中から３名以上の推薦を必要とする）卒業生診断士候補者５５名（入会資格は上記の全顧問の中から３名以上の推薦を必要とする）卒業生診断士候補者５５名（入会資格は上記の全顧問の中から３名以上の推薦を必要とする）卒業生診断士候補者５５名（入会資格は上記の全顧問の中から３名以上の推薦を必要とする）

１期１期１期１期卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士 16161616名名名名

２期卒業生診断士２期卒業生診断士２期卒業生診断士２期卒業生診断士 8888名名名名

３期３期３期３期卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士 4444名名名名

４期卒業生診断士４期卒業生診断士４期卒業生診断士４期卒業生診断士 15151515名名名名

５期５期５期５期診断士卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士卒業生 12121212名名名名

☆☆☆☆特命診断士・特命診断士・特命診断士・特命診断士・千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース卒業生診断士千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース卒業生診断士千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース卒業生診断士千葉商科大学大学院中小企業診断士養成コース卒業生診断士

（（（（卒業生診断士候補者５５名（入会資格は上記の全顧問の中から３名以上の推薦を必要とする）卒業生診断士候補者５５名（入会資格は上記の全顧問の中から３名以上の推薦を必要とする）卒業生診断士候補者５５名（入会資格は上記の全顧問の中から３名以上の推薦を必要とする）卒業生診断士候補者５５名（入会資格は上記の全顧問の中から３名以上の推薦を必要とする）

１期１期１期１期卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士 16161616名名名名

２期卒業生診断士２期卒業生診断士２期卒業生診断士２期卒業生診断士 8888名名名名

３期３期３期３期卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士 4444名名名名

４期卒業生診断士４期卒業生診断士４期卒業生診断士４期卒業生診断士 15151515名名名名

５期５期５期５期診断士卒業生診断士卒業生診断士卒業生診断士卒業生 12121212名名名名

２

☆☆☆☆CNBCCNBCCNBCCNBC経営診断センター事業運営に関する経営診断センター事業運営に関する経営診断センター事業運営に関する経営診断センター事業運営に関する内規内規内規内規

１．１．１．１．顧問顧問顧問顧問の役割にの役割にの役割にの役割についてついてついてついて

①①①① 統括統括統括統括顧問、センター顧問、顧問、顧問診断士（以下顧問団）は、センター事業に参加し、事業を運営する顧問、センター顧問、顧問、顧問診断士（以下顧問団）は、センター事業に参加し、事業を運営する顧問、センター顧問、顧問、顧問診断士（以下顧問団）は、センター事業に参加し、事業を運営する顧問、センター顧問、顧問、顧問診断士（以下顧問団）は、センター事業に参加し、事業を運営するためためためため

の業務の業務の業務の業務改善や企画立案等の相談に応じるものとする。また、専門知識、経験、人脈等を活用した企業の改善や企画立案等の相談に応じるものとする。また、専門知識、経験、人脈等を活用した企業の改善や企画立案等の相談に応じるものとする。また、専門知識、経験、人脈等を活用した企業の改善や企画立案等の相談に応じるものとする。また、専門知識、経験、人脈等を活用した企業の紹介紹介紹介紹介、、、、

人材育成人材育成人材育成人材育成等に関するアドバイスを行う等に関するアドバイスを行う等に関するアドバイスを行う等に関するアドバイスを行う。。。。

②②②② 顧問団顧問団顧問団顧問団は、センター事業に参加し、各事業内容に関する相談を受け、アドバイスを行うは、センター事業に参加し、各事業内容に関する相談を受け、アドバイスを行うは、センター事業に参加し、各事業内容に関する相談を受け、アドバイスを行うは、センター事業に参加し、各事業内容に関する相談を受け、アドバイスを行う。。。。

③③③③ 顧問顧問顧問顧問診断士は、センターの事業に参加し、卒業生診断士のキャリアアップ促進を支援する。診断士は、センターの事業に参加し、卒業生診断士のキャリアアップ促進を支援する。診断士は、センターの事業に参加し、卒業生診断士のキャリアアップ促進を支援する。診断士は、センターの事業に参加し、卒業生診断士のキャリアアップ促進を支援する。

２２２２．．．．卒業生卒業生卒業生卒業生診断士および運営委員会の役割に診断士および運営委員会の役割に診断士および運営委員会の役割に診断士および運営委員会の役割についてついてついてついて

①①①① CNBCCNBCCNBCCNBCの会員としてセンター事業を主体的に企画・運営するものとするの会員としてセンター事業を主体的に企画・運営するものとするの会員としてセンター事業を主体的に企画・運営するものとするの会員としてセンター事業を主体的に企画・運営するものとする。。。。

②②②② 卒業生卒業生卒業生卒業生診断士で運営委員会を組織し、運営委員長、運営副委員長、運営委員を構成する診断士で運営委員会を組織し、運営委員長、運営副委員長、運営委員を構成する診断士で運営委員会を組織し、運営委員長、運営副委員長、運営委員を構成する診断士で運営委員会を組織し、運営委員長、運営副委員長、運営委員を構成する。。。。

③③③③ 運営運営運営運営委員会には、必要に応じて顧問団の出席を要請することとする委員会には、必要に応じて顧問団の出席を要請することとする委員会には、必要に応じて顧問団の出席を要請することとする委員会には、必要に応じて顧問団の出席を要請することとする。。。。

④④④④ 運営運営運営運営委員会における議決事項は、統括顧問、センター顧問の採決を得るものとする。委員会における議決事項は、統括顧問、センター顧問の採決を得るものとする。委員会における議決事項は、統括顧問、センター顧問の採決を得るものとする。委員会における議決事項は、統括顧問、センター顧問の採決を得るものとする。

３３３３．センター事業を実施するにあたり、必要に応じてセンター会議を開催する。．センター事業を実施するにあたり、必要に応じてセンター会議を開催する。．センター事業を実施するにあたり、必要に応じてセンター会議を開催する。．センター事業を実施するにあたり、必要に応じてセンター会議を開催する。

Acer　keizo
タイプライターテキスト

Acer　keizo
タイプライターテキスト
常務理事



ＣＮＢＣ経営診断センター組織図ＣＮＢＣ経営診断センター組織図

《《総括顧問総括顧問》》

鮎川二郎鮎川二郎CNBCCNBC会長会長

《《センター顧問センター顧問》》

太田三郎太田三郎CNBCCNBC監事監事

《《顧問顧問》》

加賀加賀博博 CNBCCNBC副会長副会長

天野克彦天野克彦 CNBCCNBC副会長副会長

小野崎伸彦小野崎伸彦CNBCCNBC副会長副会長

《《顧問診断士顧問診断士》》

大塚愼二大塚愼二 客員教授客員教授

前田前田進進 客員教授客員教授

安藤安藤孝孝 客員教授客員教授
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小野崎伸彦小野崎伸彦CNBCCNBC副会長副会長

大田大田勉勉 CNBCCNBC副会長副会長

石川典男石川典男 CNBCCNBC副会長副会長

野口義信野口義信 CNBCCNBC副会長副会長

大西直良大西直良 CNBCCNBC副会長副会長

末永佳文末永佳文 CNBCCNBC副会長副会長

安藤安藤孝孝 客員教授客員教授

日野隼人日野隼人 客員教授客員教授

小川雅人小川雅人 客員教授客員教授

兼松万輝雄兼松万輝雄客員教授客員教授

秋田舞美秋田舞美 客員講師客員講師

《《特命診断士登録者特命診断士登録者》》 《《CNBCCNBC経営診断センター委員経営診断センター委員》》

運営委員長運営委員長 ：青木靖喜：青木靖喜 （５期生）（５期生）

運営副委員長：栗原運営副委員長：栗原 拓拓 （５期生）（５期生）

古望高芳古望高芳 （５期生）（５期生）

運営委員：各卒業年度の幹事２名運営委員：各卒業年度の幹事２名※※入会資格：全顧問の中から３名以上の入会資格：全顧問の中から３名以上の

推薦を必要とする。推薦を必要とする。

《《センター設立準備世話人センター設立準備世話人》》

青木靖喜・栗原青木靖喜・栗原拓・古望高芳拓・古望高芳

（３名共に５期生）（３名共に５期生）

11期生：期生：99名名

33期生：期生： 22名名

55期生：期生：1010名名

(CUC(CUC卒業生診断士卒業生診断士))

（（（（37373737名登録名登録名登録名登録／／／／55555555名中名中名中名中））））

22期生：期生： 55名名

44期生：期生：1111名名

《《CNBCCNBC事務局事務局》》

３

Acer　keizo
タイプライターテキスト
柴田多敏



ＣＮＢＣ経営診断センターの位置づけＣＮＢＣ経営診断センターの位置づけ

■■千葉県ニュービジネス協議会の連携スキームを活用して、主体的に診断実務千葉県ニュービジネス協議会の連携スキームを活用して、主体的に診断実務

・研究会を実施する機会を増やし、診断キャリアを開発する場として運用する。・研究会を実施する機会を増やし、診断キャリアを開発する場として運用する。

（独）中小企業基盤整備機構（独）中小企業基盤整備機構

千葉千葉商科商科大学大学

経営革新等支援認定機関経営革新等支援認定機関

協定締結

連

携
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連携

支

援

中小企業（県内・県外各地域）中小企業（県内・県外各地域）金金 融融 機機 関関

申込み申込み

融資・ファンド融資・ファンド

（一社）千葉県ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会（一社）千葉県ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会

「経営診断センター」「経営診断センター」

千葉商科大学千葉商科大学

社会人教育センター社会人教育センター

携

専門家ｽﾀｯﾌ専門家ｽﾀｯﾌ 「特命診断士」の派遣「特命診断士」の派遣

４



中小企業診断士中小企業診断士

養成コース卒業生養成コース卒業生

千葉商科大学千葉商科大学

社会人教育社会人教育センタセンターー

■■中小企業診断士中小企業診断士

養成コース現役生養成コース現役生

ＣＮＢＣ経営診断センターの支援スキーム（案）ＣＮＢＣ経営診断センターの支援スキーム（案）

ＣＮＢＣＣＮＢＣ

（千葉県ニュービジネス協議会）（千葉県ニュービジネス協議会）

「経営診断センター」「経営診断センター」

・実務スキルアップ

研究会／勉強会

・特命診断士への

有資格者

（（全顧問中、３名以上の全顧問中、３名以上の

推薦必要）推薦必要）

・情報提供 （卒業後のスキルアップ/

★連携事業★連携事業

・創業支援事業・創業支援事業

・診断実習先企業開拓他・診断実習先企業開拓他
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ＣＮＢＣＣＮＢＣ

会員企業会員企業

５

人材採用人材採用

支援支援

広域企業広域企業

一般一般

社会人社会人

商店街商店街

各種事業支援各種事業支援

一億総活躍社会一億総活躍社会 ・地方創生・創業支援・経営革新等・地方創生・創業支援・経営革新等

・診断実務と情報

共有／相互研鑽

・ポイント獲得事業

・情報提供 （卒業後のスキルアップ/

経営診断センター事業への参加等）

・永続的経営革新への支援事業例

-「経営実践塾」実施予定による会員企業開拓 -与信・受信管理講座開講予定

-女性／若者創業支援 -無料／有料経営相談支援 -経営革新計画作成

-補助金活用支援 -商品開発支援 -人材採用支援 -人材育成支援

・各種講演会／研究会

勉強会への参加特典等



ＣＮＢＣ経営診断センター事業の独自性ＣＮＢＣ経営診断センター事業の独自性

独独 自自 性性 具体的支援内容具体的支援内容

■■ 千葉商大・中小企業基盤整備機構千葉商大・中小企業基盤整備機構

・・ＣＮＢＣ三位一体の連携事業ＣＮＢＣ三位一体の連携事業//研究研究

活動活動

・・「経営実践塾」「経営実践塾」 ・・創業支援創業支援

・・経営診断支援経営診断支援 ・・経営革新計画作成経営革新計画作成

・・補助金活用支援補助金活用支援 ・・商品開発支援商品開発支援

・・人材採用支援人材採用支援 ・・ビジネスマッチング支援ビジネスマッチング支援

・・人材育成支援人材育成支援 （新入社員教育（新入社員教育//次世代経営者次世代経営者

育成支援）育成支援）

・・コンプライアンスマネジメント支援コンプライアンスマネジメント支援

■■ 地域企業の永続的な経営革新への地域企業の永続的な経営革新への

貢献貢献

■■ 地域商工団体とのアライアンス事業地域商工団体とのアライアンス事業
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■■ 千葉商大卒業生経営者とのアライ千葉商大卒業生経営者とのアライ

アンス事業アンス事業

・・上記事業等への参加の他上記事業等への参加の他 「特別会員加入特典「特別会員加入特典

制度」制度」

各種講演会各種講演会//研究会研究会//勉強会への参加特典制度等勉強会への参加特典制度等

■■ 顧問診断士による実務指導顧問診断士による実務指導

・・顧問診断士の実績に基づく診断士像の開発顧問診断士の実績に基づく診断士像の開発

・・研究テーマ部会研究テーマ部会

■■ 特命診断士相互の情報・技術の共有特命診断士相互の情報・技術の共有

と研鑽と研鑽

・・（独）中小企業基盤整備機構の専門家による（独）中小企業基盤整備機構の専門家による

研修セミナー会と研鑽研修セミナー会と研鑽

・・特命診断士相互による「診断ｷｬﾘｱ開発研究会」特命診断士相互による「診断ｷｬﾘｱ開発研究会」

実施（隔月）実施（隔月）

■■ 実務ポイント獲得機会の創出実務ポイント獲得機会の創出 ・・経営診断センターの総合支援事業への参加経営診断センターの総合支援事業への参加

６



２０１６年度２０１６年度ＣＮＢＣ総合事業ＣＮＢＣ総合事業計画（案）計画（案）

①① 学生就職活動支援事業（資格取得講座・優良企業説明会・採用マッチング支援等）学生就職活動支援事業（資格取得講座・優良企業説明会・採用マッチング支援等）

②② 企業マッチング支援事業企業マッチング支援事業

（特命診断士によるセミナー開催：「大手金融・流通・製造業等から中小企業に求めるもの」等）（特命診断士によるセミナー開催：「大手金融・流通・製造業等から中小企業に求めるもの」等）

③③ 地域金融機関・商工団体との連携事業地域金融機関・商工団体との連携事業 （女性・若者・シニア支援・経営革新支援等）（女性・若者・シニア支援・経営革新支援等）

④④ 千葉商科大学の卒業生企業との連携事業千葉商科大学の卒業生企業との連携事業 （会員加入特典・経営診断サービス等）（会員加入特典・経営診断サービス等）

⑤⑤ 「経営診断センター」「経営診断センター」 と千葉商科大学の学生との連携事業と千葉商科大学の学生との連携事業 『『商品開発プロジェクト商品開発プロジェクト』』
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⑤⑤ 「経営診断センター」「経営診断センター」 と千葉商科大学の学生との連携事業と千葉商科大学の学生との連携事業 『『商品開発プロジェクト商品開発プロジェクト』』

⑥⑥ 「社会人教育センター」「社会人教育センター」 創業支援事業との連携事業創業支援事業との連携事業 ⑦⑦ 与信管理・受信管理講座与信管理・受信管理講座

⑧⑧ ミラサポ登録による創業・起業支援事業ミラサポ登録による創業・起業支援事業 ⑨⑨ 新事業・新商品創出大賞表彰制度新事業・新商品創出大賞表彰制度

⑩⑩ 診断士スキルアップ研究会診断士スキルアップ研究会 ⑪⑪ 「経営実践塾」「経営実践塾」 におけるポイント獲得事業におけるポイント獲得事業

⑫⑫ 診断実習サブインストラクター登録による実務ポイント獲得事業診断実習サブインストラクター登録による実務ポイント獲得事業

⑬⑬ 商店街診断支援によるポイント獲得事業商店街診断支援によるポイント獲得事業 ⑭経営診断センターニュースレター発行⑭経営診断センターニュースレター発行



経営相談会開催（無料）経営相談会開催（無料）

※※顧問診断士による指導・同行顧問診断士による指導・同行

有料診断希望企業募集有料診断希望企業募集

有料診断実施有料診断実施

ＣＮＢＣ会員企業ＣＮＢＣ会員企業 広域企業広域企業

ケケ

ーー

スス

１１

顧問診断士とのネットワークを活用顧問診断士とのネットワークを活用

顧問診断士からポイント取得案件の紹介顧問診断士からポイント取得案件の紹介

実務ポイント獲得の事例実務ポイント獲得の事例

ケケ

ーー

スス

３３

相手企業の承認印取得相手企業の承認印取得（実務ﾎﾟｲﾝﾄ獲得）（実務ﾎﾟｲﾝﾄ獲得）

（（※※特命診断士は経歴書を作成準備すること）特命診断士は経歴書を作成準備すること）
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相手企業の承認印取得相手企業の承認印取得（実務ﾎﾟｲﾝﾄ獲得）（実務ﾎﾟｲﾝﾄ獲得）

８

経営実践塾セミナー開催経営実践塾セミナー開催（成田市・浦安市）（成田市・浦安市）

セミナーサポート・経営相談員として参加セミナーサポート・経営相談員として参加

ケケ

ーー

スス

２２

公的機関／外部団体・組織とのﾈｯﾄﾜｰｸ公的機関／外部団体・組織とのﾈｯﾄﾜｰｸ

からの診断要請からの診断要請

診断要請企業への派遣・調査・診断診断要請企業への派遣・調査・診断

ケケ

ーー

スス

４４

相手企業の承認印取得相手企業の承認印取得（実務ﾎﾟｲﾝﾄ獲得）（実務ﾎﾟｲﾝﾄ獲得）

相手企業の承認印取得相手企業の承認印取得（実務ﾎﾟｲﾝﾄ獲得）（実務ﾎﾟｲﾝﾄ獲得）

相談相談企業へ企業への個別訪問・調査・診断の個別訪問・調査・診断




