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概要
特集「世界を目指すコンテンツビジネス」ではゲーム、漫画、音楽など、世界に注目される日本のコ
ンテンツ産業の現状と課題を探る

2017年10月25日、東京大学本郷キャンパス（伊藤謝恩ホール）で行われたシンポジウムにて、小宮
山会長は『見え始めたプラチナ社会の姿：大学への期待』というタイトルで講演を行いました。 .
2014年8月27日～29日に開催された、「ローマ・クラブ」の国際会議に参加。 . 雑誌『経済界』に、
小宮山会長のインタビューが掲載されています。
2014.10.20, 10月20日発売のFujiSankei Business i 9ページに当社関連記事が掲載されました .
2013.09.04, 9月3日発売の経済界（2013年9月17日号）に当社記事が掲載されました. 特集:真の
成長産業となり ... 2010.08.25, 8月26日（木）～29日（日）までJR山手線の車内モニターにて「細胞

シート」の紹介動画が放映されます。 ・番組名：「.
株式会社コミクスは、プロモーションにおいて、それぞれの分野で高い能力を有する人的リソースを有
しているクロスメディア展開で、クライアント満足の最大化が出来る国内唯一の広告代理店です。
｜デジタルマーケティングエージェンシーコミクスのコーポレートサイト。
日証協 平成 25 年 10 月 29 日. 本協会では、高齢顧客への勧誘による販売に係る適正な投資
勧誘に .. 各号に掲げる販売ごとに勧誘開始基準を. 定め、当該基準に適合した者でなければ、.
当該販売の勧誘を行ってはならない。 １ .. あると、経済の勉強にもなると思い、20 代より株式投
資. を始めた。以来、金融商品との関わりは約 60 年になる。
オリジナルの保険商品を含め、医療保険や家財保険など様々な商品を取り揃えております。
日本経済新聞の電子版。日経や日経ＢＰの提供する経済、企業、国際、政治、マーケット、情
報・通信、社会など各分野のニュース。ビジネス、マネー、IT、スポーツ、住宅、キャリアなどの専門
情報も満載。
更新日：2013年3月21日. アジア情報室通報 . 両国政府は、1972年9月29日に「日本国政府と中
華人民共和国政府との共同声明」1（以下、「日中共同声明」という。）を発表し、両国の不 . 政
界、文化界、経済界の多くの有識者を含む日本各階層人民と友好人士は、日中友好を促進す
るために、絶えず積極的に努力を重ねてきた。だからこそ中日.
2017年11月5日 . 雑誌「経済界」4月21日号 第50巻第9号 （4月7日発行分）の74ページ鈴木宗
男（新党大地代表）×鈴木貴子（衆議院議員）×徳川家広（政治経済評論家） の記事が掲載さ
れています。 http://www.keizaikai.co.jp/magazine/pdf/1038.pdf 前回の記事の後編となります。
是非書店でお求めください。
設備投資と日本経済」『月刊 経団連』，日本経済団体連合会，2013年6月． 「新国土計画を
― . 地域『内発型』開発の時代へ―地域活性化プロジェクトにどう取り組むか」『金融財政事
情』，金融財政事情研究会，10月31日号，1994年． . 感・彩・人コラム 第4回 関西の町並み保
存を考える 鶴林寺にて（加古川市）」『産経新聞』，2007年10月29日．
テレビ朝日「ワイド！スクランブル」. （2016年7月4日）. 代表取締役の有坂が、バングラデシュ・ダッカ
飲食店襲撃テロのニュースに、海外の危機に詳しい専門家として出演しました。 テロの場合は国や
地域全体が危ないわけではなく、点（局所的に）で発生している。 企業としては、長期にわたって出
張を止めることは難しく、出張者自身が危険な時期や.
2014年09月18日. 三重経済特集「人材と投資で磨く技」 日本経済新聞(9/18). 2014年03月30
日. 消費増税、県内観光への影響伊勢新聞（3/30）. 2014年03月26日. 増税 負の影響いつま
で？ 朝日新聞（3/26）. 2014年03月19日. 公示地価 29地点上昇 大幅増讀賣新聞（3/19）.
2013年10月05日. 「せんぐう館」で参拝増中日新聞（10/5）.
2016年01月26日: ・「経済界 2016年2月9日号（本日発売！）」の 【特集 2016年注目企業３３】
に当社社長 後尾和男が掲載されました。 （「経済界」“電子版”も是非ご覧ください。）BROTHER
リサイクルトナー TN-195Y イエロー (お届けの目安 翌日〜翌々日. 2016年01月01日: ・「新灯印
刷NEWS vol.10」を発行しました。 2015年10月06日: ・新灯.
古田インタビュー記事掲載. 『月刊 BOSS 2014年9月号』 "特集「プロ経営者」成功と失敗の分か
れ道" (株)経営塾より発売. 2014.07.10 . 週刊東洋経済 2012年12月29日・1月5日合併特大
号』 "2013年大予測&2050年未来予測" (株)東洋経済新報社より発売 . 経済界 2010年3月9
日号』 "特集 大不況に負けない信念の経営" (株)経済界より発売.
京都水族館のいきもの図鑑 · どうぶつえんの３６５日 · 夢幻軌道 · 京都鉄道博物館 · カジやんの
撮り鉄日記web版 · Sprout!発芽するアーティストたち · 文化庁 京都誘致 . 京都経済界がラグ
ビー支援団体 １９年Ｗ杯へ設立準備 · 車内で料理堪能、 . 福島県南相馬市長選は２１日、新
人の元市議門馬和夫氏（６３）の初当選が確実となった。 (20:35).
マス４媒体以外の広告全般を扱う業界専門誌【POP EYE】2015年12月号 No.220 にファブリック
式バックボード"Harry(ハリー)"の記事が掲載されました。 . 【出展情報】Sign＆Display Show2013
出展情報ページ. 2012/10/30 2012年10月30日発刊【中部経済新聞】の"ロングセラーをひも解
く"のコーナーにバナースタンドの記事が掲載されました。

2017年9月14日 . 平成29年10月25日（水曜）13：30～15：00 イ 場所 広島合同庁舎 第1号館
附属棟2階 「大会議室」 (広島市中区上八丁堀6番30号) ウ 講師 公正取引委員会 委員 青木
玲子エ テーマ 「公正な経済社会の実現と新たな競争政策上の課題への対応 ～独占禁止法施
行70周年を迎えて～」（別紙2参照）. 講演会の参加費は無料です.
Amazonで木下 晃伸のお金をパクリジナルする技術 奇才をパクリ、お金を生み出す思考法 (経済
界新書)。アマゾンならポイント還元本が多数。木下 晃伸作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お
届けも可能。またお金をパクリジナルする技術 奇才をパクリ、お金を生み出す思考法 (経済界新
書)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
平成29年5月23日(火)日本経済新聞夕刊に、医療法人社団楓の風の社会福祉士、佐藤さんの
活動を紹介していただきました。 2017年02月21日: メディア .. 先週に引き続き、2016年4月10日
（日）の読売新聞全国版に、自宅での暮らしを希望されたご本人とご家族への楓の風訪問看護の
支援活動が紹介されました。 2016年04月08日: メディア.
2017年06月26日、29日 週刊BCN、週刊BCN+, 『SAP AWARD OF EXCELLENCE』で最優秀
賞 SAP Project of the Yearを受賞のインタビュー記事 別ウィンドウで開く （2017/03/09ニュースリリー
ス . 2015年10月02日 日経産業新聞, 農業生産者向け収穫予測モデルの実用化に成功
（2015/09/10ニュースリリース）. 2015年09月30日 日本経済.
第4回 福井県経済界サマースクール(協力). テーマ:地域の将来は大丈夫か。 . 日 時 平成25年8
月28日(水)~29日(木). ○会 場 ホテルハーヴエストスキー .. 特別授業in上中中字校 *醬羅 - -.
日時平成26年10月30日(木) 演題「国際人になるために」 {2011年度) _ 進明中学校での平田
竹男氏(2013年度) 森田中学校での北畑隆生氏(2013年度).
パテント」2004年7月号 特集 ＜未来の弁理士像 －ロースクール－＞ ある弁理士の子連れロース
クール留学 . 2013年6月 2013年版IAM Strategy 300 -The World's Leading IP Strategistsに選
出・掲載される。→iam300; 2013年3月7日. J-Wave"Jam the World . 2008年1月22日 経済界
（No.863 新春特大号）連載“目指せ知財立国！
日本地域開発センターは、経済界・学界の代表による民間からの発意により、地域・都市・環境
など国土政策全般にわたる調査研究を目的として、1964年(昭和39年)に財団法人として設立さ
れました。発足以来、 . 年間8回程度、地域開発に関する今日的な話題を取り上げ、専門家を講
師として招き、会員制のセミナーを開催しております。 →詳細は.
2017年9月25日 . 平成29年10月22日(日)・11月26日(日)に山形テルサの会議室にて学校説明
会を開催します。 PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe
Reader（無償）が必要です。Adobe.
文藝春秋」2016年1月号の大型企画『日本を変えた平成51大事件』に、 「巨額公共事業で地元
は潤わない」と題して寄稿しました。◇文藝春秋. 2015年12月17日（ . 経済界11月3日号・読売
ADリポートojo(オッホ)10月11月号に、インタヴュー記事が掲載されました◇経済界/ojo(オッホ).
2015年10月23日（ . 朝日新聞. 2013年11月29日（金曜日）.
赤井邦彦（2011）『格安航空会社が日本の空を変える』日本経済新聞出版社. ・秋本俊二
（2012）『航空大革命 10 年後に航空市場が倍増する』. (one テーマ 21) [新書]. ・浅川光二
（2008）「パイロット不足で、深刻な経営危機が露呈したスカイマークの前. 途」『経済界』2008 年 7
月 29 日号、pp.62-63. ・伊藤元重、下井直毅（2007）『日本の空を問う』.
2013年12月10日 自民党税制調査会. 年の瀬も近づき、平成26年度税制改正も大詰めを迎えま
した。 副会長として日夜、幹部会・小委員会に出席し、車体課税の見直しなど 税制全般に対し
積極的な議論を行いました。
レクメド（東京都町田市 松本正社長）は2013年3月29日、ホモシスチン尿症治療薬「シスタダン原
末」（無水ベタイン）の製造販売承認を申請した。 .. 2007.02.11, 医薬経済 2月11日号 p.42～
p.43, ベンチャー企業探訪 第2回 株式会社レクメド. 自ら創薬ビジネスに参入した理由.
2007.01.15, 日経バイオテク p.10～p.11, レクメド、変形性関節症.
2013年11月5日. 雑誌 財界11月19日号「私の健康法」コーナーに代表取締役CEO妹尾が掲載
されました. 2013年10月29日. 雑誌 経済界11月12日号に代表取締役CEO妹尾が掲載されまし

た. 2013年10月22日. 雑誌 ビジネスチャンス12月号「新潮流」コーナーにて代表取締役CEO 妹尾
が紹介されました. 2013年10月1日. 雑誌 Accountant's.
過去のお知らせ一覧のページです。中小企業を活性化する地域でひかり輝くニッポンのおもてなし
企業の秘訣と事例を紹介します.
平成24年11月16日. 抽出詳細集計. 抽出詳細集計結果 統計的手法により抽出した調査票を
用いて就業者の産業（小分類），職業（小分類）別構成などに関する詳細な結果について集計,
－, e-Stat · 国勢調査の結果数値の利用にあたって、ご注意いただきたい事項について掲載, 平成
25年10月29日. 従業地・通学地集計. 従業地・通学地による.
雑誌・書籍経済界 2016年9月6日号 経済界; 新聞毎日新聞 2016年4月15日号 毎日新聞; 雑
誌・書籍経済界 2016年4月19日号 経済界; 新聞毎日新聞 2015年10月16日 . 月1日号 毎日
新聞; 新聞産経新聞 2013年10月29日号 産業経済新聞; 雑誌・書籍住まいの設備を選ぶ本
2013年春号 リクルート; 雑誌・書籍住まいの設計 2013年3月・4月.
トップへ戻る. 情報更新日：2017年11月14日. □ 平成29年11月8日 神戸新聞NEXTで香川晋平
のコラムの連載「数字を使って夢実現！人生黒字化計画」がスタートしました. 『「どの山に登るか」
をまず決めよう！』 良かったら読んでみて下さい。 （全文を読むには、有料の会員登録が必要となり
ます。） 詳細はこちら. △トップへ戻る. 情報更新日：2017.
株）日本医療企画発行の広報誌「厚生労働」2016年10月号に高齢者雇用に取り組む企業とし
て取締役社長の三宮幸一のインタビュー記事が掲載されました ... 2014年7月29日. 内閣府主催
「平成26年度 高齢社会フォーラム in東京」の“多世代からみたシニアの意識改革”分科会のパネリ
ストとして、取締役シニアビジネス事業部長の髙平ゆかりが.
食品産業新聞. 2017年5月29日食品産業新聞に弊社が掲載されました。 >>詳しく見る . 2016年
10月05日クックピット代表取締役本間がITmediaビジネスオンラインの「スープを店舗で仕込まない
ラーメン店が増えている？」という題材のインタビュー . relife. 経済界. 2016年9月クックピット代表取
締役本間が経済界で取材されました。 >>詳しく見る.
2014年11月10日, 大阪営業所を移転しました。 ＜大阪営業所 新 . 2013年04月30日. 弊社の
「コンテナバンク」に関する記事が仙台経済界2013年5-6月号に掲載されました。 2013年03月29
日, コンテナ×内外装デザイン・工事の「コンテナバンク仙台」をご利用いただいたお客様と弊社の記
事が「日経ＭＪ」 に掲載されました。 2013年02月27日.
2013年7月16日. 農林漁業等の活性化に向けた取り組みに関する事例集 ～“元気なふるさと創
り”に向けた経団連会員企業・団体等の取り組み～. 2013年5月27日. 日本の成長に .. 2002年10
月15日. 2002年度日本経団連規制改革要望－産業競争力の強化と経済の活性化にむけて－.
2002年5月29日. 経済活性化に向けた規制改革緊急要望.
週刊エコノミスト（2015年12月29日・1月5日合併号） pp.16-17. ちょっと気になるイマドキ言葉「ビッ
グデータ」 . 特集：「LINE」は持続的成長が可能か 経済界（2014年10月21日号, No.1025）,
pp.38-40. 不振続くサムスンは凋落するのか、5年後 . Wireless Wire News（インサイド・アウ
ト）2013年10月16日. 雷でスマートフォンは充電できるのか？
(2017年9月29日 日経BizGate); 「生兵法務は大怪我のもと！ 103の巻 あの裁判官 ... (2013年
10月29日 経済界); 「治療家のための法律入門第23回 会社の成長アルバム～会社が“赤ん
坊”から“大人”になるまでの記録 その3」 . (2013年5月20日 ポリスマガジン6月号); 勝ち組企業養
成講座「其ノ百六拾八 裁量労働使えばサービス残業OK？」
2017年度の研究会開催. 更新：平成29年11月3日 第4回備後経済研究会 日時：2017年12月
18日（月）18：30～20：30 場所：福山大学宮地会館（JR福山駅北口徒歩1分） 報告：武田 ..
2003年10月 大阪大学 博士（経済学）取得 2003年11月 神戸大学大学院経営学研究科 COE
研究員 2005年4月 日本学術振興会 特別研究員（PD） 2007年4月.
2013年11月29日 . こうした中で、2013年3月25日、日本とEUはヘルマン・ヴァンロンプイ欧州理事
会議長、ジョゼ・マヌエル・バロ－ゾ欧州委員会委員長と安倍晋三総理大臣との間で「 . 2つの協
定のうち、SPAは、経済以外の包括的分野での日・EU関係の協力方針を求める法的拘束力を
持つ政治協定である。 .. 2013年11月29日 EU MAG Vol.

2017年08月17日: ・「新灯印刷NEWS vol.16」を発行しました。 2017年04月10日: ・「フェイスブッ
ク（営業部）」の“バナー”を削除しました。 今後は右欄外「フェイスブック（新灯印刷株式会社）」
の“バナー”をご利用ください. □ レディースシューズ参考サイズ表. US EU JP(cm) 5 35-36 21.6 6 3637 22.5 7 37-38 23.5 8 38-39 24.1 9 39-40 25.1 10.
2017.10.1, 2017年10月01日（日）発行、「戦略経営者」2017年10月号の特集【外国人を生かす
経営】にて、弊社代表有本のインタビュー記事が掲載されました。 2017.9. . 2017.2.10, 2017年2月
10日（金）付「フジサンケイビジネスアイ」29面に、 【サービス業に特化した従業員満足度調査
GROWING・ES】の案内が掲載されました。 2017.2.
2013年10月24日, NHKラジオ第1「ゴジだっちゃ！」 2013年08月30日, ミヤギテレビ「ミヤギnews
every. . 2016年02月29日, 日経研月報Vol.453（一般財団法人日本経済研究所）
http://www.jeri.or.jp/membership/monthly.html . 2014年09月01日, 仙台経済界 2014 9-10月
号（株式会社仙台経済界). 2014年08月07日, 日経WOMAN 9月号.
経済界 2013年11月12日号（No.1003）. 日本再成長の起爆剤 東京オリンピック. 経済界本体：
571円（税抜） 発行年月日：2013年10月29日 . ライツオファリングの導入促進に向け、自社の実績
に基づくサービスを提供します」; 泰日経済技術振興協会会長 スッチャリット・クーンタナクンウォン人
材育成を通じて日タイ関係の新たな時代を切り拓く.
株式会社経済界（けいざいかい、英称：KEIZAIKAI CO.,LTD.）は、昭和39年4月に設立。雑誌
『財界』などと並ぶ老舗の経営者向け雑誌『経済界』の出版元及び、歴史ある異業種交流会『経
済界倶楽部』の親会社である。 雑誌『経済界』は、週刊東洋経済などのビジネス雑誌とは一線を
画し、経営者のインタビュー中心の記事構成を取る。
2014年10月04日: Facebook navi[ホッチキスでテレビを壁掛けにできる]でTVセッター×壁美人が紹
介されました。 . 2013年8月29日: 経済産業省の産業技術メールマガジン＜技術のおもて側、生活
のうら側＞第62号で弊社が紹介されました。 2013年8 . 2013年3月5日: 経済界 2013年3月19日
号[企業eye]に当社紹介記事が掲載されました。
さいたま市立図書館公式ホームページです。蔵書検索・予約、利用案内などのコンテンツをご用意
しています。
2002年1月. インタビュー. 知財管理戦略と弁護士事務所〔第2回〕（インタビュー）. Law &
Technology 2002年1月1日号（No.14）. 1997年7月. 書籍. 『企業組織法務』（企業法務 . The
Best Lawyers in Japan（5th edition）で高い評価を得ました。 2014年10月1日. 受賞等. Asialaw
Profiles 2015において高い評価を得ました。 2013年11月7日.
年末年始休業日のお知らせ. 2013年10月29日. 当社が参画する「幸福駅プロジェクト」に関する記
事が十勝毎日新聞（10月29日付）夕刊、WEB TOKACHIに掲載されました。 2013年8月26日 .
年6月7日. IT商流の先を読む専門誌「BCN（6月6日号）」のデジタルサイネージ特集に、社長福
永のインタビュー記事が掲載されました。 2011年6月7日.
北越紀州製紙株式会社: 社外取締役（平成27年6月～平成29年6月）. 日本生命保険 .. 社長
が解職される時 川崎重工の代表取締役解職決議を巡る法的問題点について」(月刊ザ・ロー
ヤーズ/ILS出版2013年7月号) 「実務解説 沖 .. 月20日号)) ｢コーポレートガバナンスの究極の目
的を問う｣(坂根正弘×牛島信)(経済界/経済界2015年3月10日号)
経済界 2011年12月20日号（No.957）. 戦略なき開国に明日はあるのか？ TPPの正体. 経済界
本体：667円（税抜） 発行年月日：2011年11月29日 . 2012年の再上場に向けて最終コーナーに
入ったJAL稲盛和夫会長の次の一手; パソナグループ代表 南部靖之「今こそ開国し、新しい時代
の農業に挑戦すべきです」; 100万台体制も視野に事業拡大.
週刊ダイヤモンド 2013年7月13日号 p.98～101、『新たな利権のにおいが漂う日本版クラスアクショ
ン』、ダイヤモンド社（2013年7月）; 週刊ダイヤモンド 2010年12月11日 . 2016年10月25日、2016年
12月号 No.29、『AIが目指す究極の人事』、アトミックスメディア; 2014年8月25日、2014年10月号
No.03、『大人の日本の「おとなしい」消費者.
2017年12月25日. 誠に勝手ながら、2017年12月29日（金）～2018年1月3日（水）まで、年末年始
休業とさせていただきます。 2017年12月18日. 株式会社PHP研究所より、弊社代表取締役社長

三木 雄信の著書「A4一枚勉強法」の新書版が発売となります。 2017年12月4日. 日経ビジネス
の記事「英語公用化の虚実」に弊社代表取締役社長 三木.
2013年10月31日 . 経済、ビジネス、情報通信、メディアなどをテーマに、専門家が実名で発言する
ことで政策担当者、ジャーナリスト、一般市民との交流をはかる言論プラットフォーム ／ 2013 ／ 10
月.
読売新聞 2014年11月3日 文化欄 著者インタビュー週刊東洋経済 2014年10月18日号（評者
中沢孝夫氏 福山大学経済学部教授） . 学研究科教授）. 宗教の見方 朝日新聞 2017年10月
29日 「ひもとく」（評者 石川明人氏 桃山学院大学准教授） 書評はこちら . 図書新聞 2013年12
月21日（「13年下半期読書アンケート」 井川博年氏）. 戦後日本の.
2013年12月18日: 【QUICK アジア特Q便12/18配信】「中国を視る」2014年展望：ｼｰﾄﾍﾞ ﾙを締め
て対中ﾋｼﾞﾈｽに臨もう（PDF：160KB）; 2013年11月29日: 【QUICK アジア特Q便11/29配信】｢中
国を視る｣ 習近平の挑戦、官製資本主義からトップダウン資本主義へ（PDF：15KB）; 2013年11月
26日: 【週刊エコノミスト2013年11月26日号】難局打破.
メタボランティアのニュースの一覧です。メタボランティアの動向はこちらからご覧ください。
2013年10月29日 . 2013年10月29日に617円で発売された経済界(11/12号)特集 日本再成長の
起爆剤 東京オリンピックスペシャルインタビュー Ｎｏ.１ 森公高・日本公認会計士協会会長「社会
のインフラである会計や監査を強化し、社会に貢献していきたい.
経済界2017年10月号 を読むならBOOKSMART。【本屋さんが本気で作った電子書店】無料コ
ミック、話題の小説、レシピ本やビジネス書など豊富なラインナップ！読み放題コースも！スマート
フォン、タブレット、PCで電子書籍がお楽しみいただけます。
カタログ、パンフレットから書籍まで様々な印刷に対応する東京新宿区の印刷会社です。自費出
版から電子書籍の作成まで取扱う新灯印刷株式会社.
経済界[2017年1月24日号] . THE21[2013年7月号]. 2013.06.10 『気になる経営トップとの60分 ア
ブラハム・グループＨＤ「高岡壮一郎」とは何者か？』として当社代表 高岡壮一郎のインタビューが
掲載 . 日本の経済が変わる その足音が聞こえてきた」にアブラハム・プライベートバンクが紹介され、
当社代表高岡壮一郎がコメントを提供しました。
10月 7日（水）16:00～ ラジオNIKKEI 「9月19日企業IRイベント in 名古屋」; IRカレンダーを更新
しました 10月30日（金） . 雑誌のご案内を更新しました週刊エコノミスト 2015年6月16日特大号経
済界 2015年6月23日号 ... 7月29日（月） 再生医療関連機器開発研究会; 雑誌のご案内を更
新しました「薬事日報」7月8日号、「いきいき」2013年8月号.
2017年11月29日（平成29年11月29日）. １．平成30年度介護報酬改定に向けて（口腔・栄養関
係、介護 . 2017年10月27日（平成29年10月27日）. １．平成２９年度介護事業経営実態調査の
結果について２．平成３０ .. 年6月24日）. １．介護従事者処遇状況等調査について２．介護分
野における経済危機対策（平成２１年度補正予算）について３．
(2013年12月号), ライツ・オファリング ファイナンスの新潮流. 2013年10月29日, 経済界, トピックイン
タビュー ライツオファリングの導入促進に向け、自社の実績に基づくサービスを提供します. 2013年8
月22日, 日本経済新聞(電子版), アイ・アール ジャパン、株主関連業務が好調. 2013年8月7日,
朝日新聞, 経済ナビゲーター 終わる「白紙委任」.
2009年10月29日 覚書調印式における三井物産株式会社の飯島彰己代表取締役社長とサンク
トペテルスブクルク大学のN.M.コルパチェフ総長 . 日本の社会や文化への理解を深め、日露両国
の友好の更なる発展と交流拡大に貢献する人材の育成を目指すこの取り組みでは、経済界、文
化、科学界、教育界、スポーツ界など幅広い分野から招.
2017年10月5日. TBSテレビ『Nスタ』にて弊社のミステリーショッピングリサーチをご紹介いただきまし
た。 2017年6月5日. 『日本外食新聞(平成29年6月5日号)』にて、弊社のミステリーショッピング ..
デイリー東北』（2013年10月29日発行）に、店長塾全国大会と最優秀賞を受賞された株式会社
一心亭 玉内良春様のインタビューが掲載されました。
車内での暴力といえば、「違うだろー」と秘書に対して絶叫する衆院議員・豊田真由子（当時。17
年10月の総選挙で落選）のあきれた行状が注目を集めたばかり。 . この続きは月刊北海道経済

2018年1月号でお読み下さい。 ... とはいえ、29日の時点でまだ状況は流動的で、手さぐり状態の
中で正式な選挙戦への準備を整えるかたちになった。
2015年6月1日 . 青森市の経済発展に尽くしたといわれる初代・大坂金助〈弘化2年(1845)-大正
14年(1925)〉です。 . このほか、明治26年に銀行法が改正されたときに大坂は経済界の心臓ともい
うべき銀行に着目し、青森商業銀行を創立、渡辺佐助の創立した青森銀行(明治33年に第五十
九国立銀行と合併)と青森市の金融界を二分しました。
TPP協定など包括的経済連携等に関する緊急要請（平成２５年１０月３０日） . 平成２５年度北
海道防災総合訓練（平成２５年１０月２９日） . JR北海道の減速・減便などによる各地域での道
民生活や本道経済への影響を把握し、必要な対策を協議するため「JR北海道関連対策会議」を
開催しました。北海道観光のイメージに係る調査検討や、災害時.
2017年10月19日 第10回ドイツ・イノベーション・アワード「ゴットフリード・ワグネル賞2018」公募開始
265.36KB. メディア掲載情報 2013年09月01日 . 2013年07月16日 経済界 在日ドイツ商工会議
所 第5回目を数えた「ゴット . 2012年07月01日 JAPANMARKT 2012年7/8月号（29ページ） Mit

dem Innovation Award nach Deutschland
東洋経済 セミナー事務局【企画趣旨】 欧米諸国や日本、BRICS の一部の国々の経済に成熟
化の兆しが見え始める中で、トルコはマクロ経済の健全性を維持しつつも成長を ... 【開催日】 いず
れの会場とも 13 : 30～17 : 00（開場13 : 00） 2013年5月28日（火）名古屋 名古屋銀行協会 ２０
１会議室 2013年5月29日（水）大阪 大阪銀行協会別館4階.
2014年10月01日, IR情報, 株式会社晴天とのFC加盟店契約締結に関するお知らせ. 2013年03
月29日, メディア掲載情報, 「経済界 第48巻第7号」に当社社長が掲載されました。 2012年12月
27日, メディア掲載情報, 「月刊フューネラルビジネス 2013年1月号」に当社記事が掲載されました。
2012年04月11日, IR情報, イオンリテール株式会社との.
2017年11月25日 . 史上最大規模とされる日本の経済界の一行が中国を訪問している。今回の
訪中には日中関係が改善に動きだす中、中国が提唱するシルクロード経済圏構想「一帯一路」に
乗り.
2017年10月01日（日）発行、「戦略経営者」2017年10月号の特集【外国人を生かす経営】にて、
. 2017年2月10日（金）付「フジサンケイビジネスアイ」29面に、 .. 7月27日の「日本経済新聞」に、
【バイト争奪、夏の陣】の特集で、グローイング・アカデミーが紹介されました。 2015.7.10, 日経MJ 7
月10日発売の「日経MJ」に、【バイト争奪、夏の陣】の.
国際社会経済研究所の研究員紹介、原田泉のページです。 . ネット戦争」編著 NTT出版 2007
年12月 「クリエイティブ・シティ」編著 NTT出版 2007年2月 「インターネットにおける言語と文化受
容」編著 NTT出版 2005年10月 「ネット社会の自由と安全保障」編著 NTT出版 2005年3月 「情
報セキュリティで企業は守れるか」編著NTT出版 2005年3月.
町田ひろ子インテリアコーディネーターアカデミー パブリシティ&プレスリリース。1978年創立。日本で
初めてインテリアコーディネーターを提唱した老舗校。株式会社町田ひろ子アカデミー「青山スタイ
ル」ではホテル・マンション・店舗・住宅のインテリアコーディネート・リフォーム承ります。
2015年7月27日 . 2013年11月29日 メディア. 日本経済新聞で紹介されました . <リノベーション
EXPO 2013> 10月26日(土)～11月4日(月)原宿 The SAD Cafe studioにて開催されるリノベー
ションEXPO 2013に参加致します。 .. 弊社グループのインテリックス住宅販売が「グッドリフォーム11
月号(リクルート)」で紹介されました。 2012年08月26日.
2012年10月31日 . 2011年10月に公開されたScope3基準は、企業が直接コントロールできない、
上流の取引先や下流の顧客でのGHG排出量も対象としており、算定・報告を行う企業の実務 .
（※１）米国の天然資源・環境問題に関する研究・政策提言を行うシンクタンク（※２）持続可能
な発展を共通理念とする経済界の集まり（※３）サプライチェーン.
2016年08月02日: 掲載情報: 「経済界 2016年8月2日号（No.1071）」に代表取締役・岡本のイン
タビューが掲載されました。 . 2015年10月25日: 掲載情報: 「日経ヴェリタス」に弊社の記事が掲載
されました。 . 2014年09月29日: お知らせ: マーケット・経済専門チャンネル日経CNBC「新興企業
NOW」に代表取締役・岡本が出演しました。

「KKC International Platform」 2017年６月20日号日欧自由貿易‐世界繁栄への希望 フベルトゥ
ス・バート（Hubertus Bardt）. 2017年6月12日 . 「KKC International Platform」 2017年4月13日
号 不確実な時代こそ、リーダーは大問題に取り組むべき（シム・B・シトキン）. 2017年4月13日 . 経
済広報」 2016年10月号 (No.446). 2016年9月8日.
2014年8月 8月29日のTBSテレビ「はやチャン！」にて、クーポンアプリ「カタリナ」が紹介されました。
2014年8月 流通ジャーナル8月25日版に弊社米国本社ＣＥＯのインタビュー記事が掲載されまし
た。 . カタリナ マーケティング ジャパンとニジボックス、店頭で「まとめ買い」を訴求する新サービス
「BUYMOTTO」をリリース(184KB); 2013年10月
2016年6月29日、東海テレビ「みんなのニュースONE」にて倉田が浦口キャスターの取材を受ける。
2015年8月19日 . 2008年10月31日 講演情報: 中部電力総連「心と体に関する研修会」にて弊
社社長倉田が 「心の健康づくり～良い人間関係はコミュニケーションから！ .. 経済界 2003年3月
号」にて特集、今こそ「名古屋企業」の底力に見習え！
外来ヒモムシ、小笠原の生態系破壊 たった１種類で」 （『朝日新聞』 2017年10月12日 夕刊10
頁） 「東日本大震災：津波で289種、生きたまま北米へ 漂流物に乗り海渡る」 （『毎日新聞』
2017年9月29日 夕刊14頁） 「猛毒「ヒアリ」日本侵入 強い攻撃性、国内定着の恐れも」 （『産経
新聞』 2017年7月3日 朝刊9頁） この夏、日本にはいないと思われ.
2017年12月25日: ＜メディア掲載＞「週刊東洋経済」2017年12月30日-2018年1月6日号（新春
合併特大号）に掲載されました。 . 2014年12月23日: 経済界の新年特大号にて、当社セミナーの
取材記事が掲載されました。 . 2013年10月29日: プロのための金融誌『J-MONEY』（2013年秋
号）にて、当社代表の中村がインタビューを受けました。
2016年09月29日. サンシングループ石井代表が世話人を務める国際戦略経営研究学会の研究
会が開催されます。 研究会名：IASM戦略財務・会計研究会. 日時：2016年9月29日（ .. 2016年
04月05日. 環境月報3月号を掲載致しました。最新版は、こちらから。 2016年03月23日. 『経済
界4・5月号～大学シリーズ・名門の系譜＜明治大学＞』に.
GOLD 2013年12月号. 世界文化社. GOLD掲載号. 2013/10/29. 経済界 2013年11月12日号.
経済界. 経済界掲載号. 2013/10/15. 経済界 2013年10月29日号. 経済界. 経済界掲載号.
2013/10/1. 経済界 2013年10月15日号. 経済界. 経済界掲載号. 2013/9/23. 美的 2013年11月
号. 小学館. 美的掲載号. 2013/9/17. 経済界 2013年10月1日号.
日本経済新聞 地方経済面, 1976年1月～ （1982年10月まで：見出しと一部記事の抄録のみ。
1993年1月から：PDF収録）, 朝刊：5時20分頃（PDF：5時20分頃） . 北海道新聞速報版：毎日
随時. 十勝毎日新聞, 2005年7月29日～, 発行日の夕方 ... 月3日号～, 発行日の翌週火曜日.
日本ネット経済新聞, 2014年7月3日号～, 発行日の翌週火曜日.
11月1日, 『ガッテン！』で紹介されました。 NHK総合テレビ. 10月16日, 『読売新聞』2017年10月
16日付（4面）政治・経済面「働き方改革」に掲載, 読売新聞社. 10月4日 . 3月25日, 繊維製品
『消費科学』（2017年3月号）解説論文「高付加価値衣服の保障に挑むハッピーケアメンテサービ
ス」（P251～259に掲載）, （一社）日本繊維製品消費科学会.
経済界 2013年10月29日号（No.1002）. 世界を目指すコンテンツビジネス. 経済界本体：571円
（税抜） 発行年月日：2013年10月15日 . への信頼 尾を引く「ディオバン」問題が広げる波紋; 消
費増税で金融政策は変更なし"静観"決め込む日銀・黒田総裁; 人の縁を繋ぎ、全力で駆け抜け
た一生雑誌『経済界』主幹 故・佐藤正忠の社葬が執り行われる.
2009年03月18日: 社団法人 日本経済連合会 御手洗会長を始め経済界の重鎮方並びに中国
経済連合会 福田会長並びに多くの方に広島の元気な中小企業として訪問して頂きました。一生
に一度あるかないかの大変光栄な事です。 写真はこちら⇒フォトギャラリー; 2014年10月08日:
2014年10月8日～10日、『食品開発展2014』（東京ビッグ.
2013年10月4日: 「月間グローバル経営10月号」に拙書「海外赴任のために必要なこと」を書籍紹
介で掲載して頂きました。 2013年8月19日: ブログ開設しました。 . 2013年5月29日: JOMF第20回
特別企画セミナーのレポート『上海セミナーレポート ～上海セミナーを終えて想うこと～』が掲載され
ました。 2013年4月26日: 伊藤忠商事（株）代表.
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らをご覧ください。 &n.
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の. 主な活動の場は . （2015年10月29日 於：帝国ホテル）.
新春・賀詞交歓会（大阪）のご案内です。 「エネルギーの行方、世界の行方」 世界が大きく揺れ
動き、資源・エネルギーも大きく変わろうとしています。2018年最初の講演では、このエネルギーの潮
流を世界的視野で学び、経済・経営の学びと致します。ゲスト、科学者・武田邦彦氏の明快で痛
快な講演をどうぞお楽しみ下さい。また講演終了後の懇親会.
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