会社案内カタログ 『出会いがご縁に！ 喜びと感動が感謝に！』

株式会社

Ｒ＆Ｅ

コンサルタント

powered by the business mall

会社ご案内

経営理念

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

【 共に咲く喜び ／ 喜びと感動が感謝に！ 】

《経営コンサルタント【経営改革・労務戦略・人財育成・成長戦略・地方創生（地方活性化）・福祉・Ｉ
Ｔ》
『令和』の新時代！ 人を大切にする社会（経営）！ 命を守る社会（経営）！
政治（国政・地方行政）・経済（財界・企業）のトップリーダーの役割と責任！
【企業理念】

☆「資格と経験とキャリア」を活かし、事業活動を通して地域社会に貢献します。
☆ 事業のパートナーとして、総合的・専門的にご支援します。
（「グローバル化・超少子高齢化」をテーマに、コンサルタント業でご支援）
【行動指針】
☆ 「お客様との信頼関係作り」と「迅速・安心・情熱」
【社名の由来等】 ☆ 【共に咲く喜び】 『 Ｒ （ロマン） ＆ Ｅ （エレガンス） 』
・ 夢とロマンを持って、エレガンス（強く優しく美しく）に生きたい！
・「好奇心が向上心に！ 出会いがご縁に！ 喜びと感動が感謝に！」
【主要取引銀行】 百五銀行、第三銀行、ゆうちょ銀行
【加盟団体】
三重県経営者協会、津商工会議所、社会福祉協議会
【資
格】
第三種電気主任技術者、社会保険労務士、看護師、介護支援専門員、社員教育講師、
産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント
【連携パートナー】 司法書士、税理士、中小企業診断士、行政書士、特定社労士、語学サービス、ＣＦＰ

弊社の事業・商品サービス ／ コンサル＆セミナー等 ご紹介
Ｒ＆Ｅ コンサルタント／会社概要／経営コンサルタ
ント・人財育成・成長戦略
経営コンサルタント／経営・労務・人財育成・成長戦略・地方創生
★『人を大切にする！活かす！育てる！経営』ご支援
『多面的で熱意あるアドバイス』成長戦略
『心で感じて実感する研修内容』絶賛好評中！
★『グローバル化・超少子高齢化」をテーマに
★『「読む力」「問う力」「つなぐ力」』 等

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／社名の由来／経営の安定と
人財育成のお手伝い
社名の『Ｒ＆Ｅ（ロマン＆エレガンス）』は、「夢とロマンを
持って、エレガンスに生きたい」との願いで、命名しました。
正に「企業は人なり」。
『好奇心が向上心に！出会いがご縁に！喜びと感動が感謝に！』
経営とは「継栄」であり、人は「人財」であり、商いは「飽きない
サービスを提供し続ける」ことで、地域社会に貢献「共存･共栄」
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Ｒ＆Ｅコンサルタント／事業内容／経営改革・労務
戦略・人材育成・成長戦略・地方創生
《経営コンサルタント【経営（経営・事業・営業戦略）
・労務（雇用）・福祉・ＩＴ・人財育成 [ＣＳ向上
・語学サービス等]・地域活性化・成長戦略 等】》
素敵な素晴らしい出会いとご縁を賜り、喜びと感動に
感謝を申し上げますと共に、今後とも末永くお付き合い
の程どうぞ宜しくお願い致します。

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／働き方改革推進セミナー／
経営改革・労務・人財育成・ＷＬＢ
『グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング』
【働き方改革推進セミナー／アドバイザー及び講師派遣】
■企業の経営者、人事労務担当者、労働組合、行政関係者
●アドバイザー：グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵氏
●「講演:働き方改革の必要性・ガイドラインのポイント」
「事例紹介と解説：残業削減・有給休暇取得の義務化」

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／企業の女性力活用セミナー
／女性活躍推進・人を活かす経営！
『コンサルティング：アドバイザー及び講師派遣』
【企業の女性力活用セミナー：
女性の人財活用を通じた企業価値の向上と競争力強化】
■ 企業の経営者、管理職、女性起業家
● グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵氏

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／人を大切にする！活かす！
育てる経営／人財は最大の経営資本
【連携パートナー様と共にご提案 : コンサル＆セミナー】
◆「人財は最大の経営資本！」
●「人を大切にする経営！」
●「人を活かす経営！」
●「人を育てる経営！」
【絶賛好評中！】

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

会社ご案内

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅコンサルタント／小規模事業所等 人財育成支
援事業／人を大切にする経営！
【小規模事業所等人財育成支援事業／アドバイザー及び講師派遣】
■ 小規模事業所（全業種） 等
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師（連携パートナー様）：絶賛好評中
◆ 弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）
◆ グッドライフ設計塾（名古屋市）

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／企業人財スキル（人間力）
アップ 研修体系／社員教育＆研修
【企業人財スキルアップ 研修体系／アドバイザー及び講師派遣】
■ 人を｢最大の経営資本｣（＝人財）と位置付け（全業種）
● コンサル（アドバイザー）：弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師（連携パートナー様）：絶賛好評中
◆ 弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）
◆ グッドライフ設計塾（名古屋市）

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／働き方改革対応実務セミ
ナー／経営・労務・人財育成・ＷＬＢ

『グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング』
【働き方改革対応実務セミナー／アドバイザー及び講師派遣】
■企業の経営者、人事労務担当者
●アドバイザー：グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵氏
●「働き方改革の必要性・関連法の全体像と計画表、
重要項目解説、諸規定の見直し、人事労務管理面の対応」

Ｒ＆Ｅ コンサルタント〜雇用保険法改正とストレス
チェック、メンタルヘルス対策③〜
『連携パートナー様と共にご提案:コンサルティング』
【〜雇用保険法改正と
ストレスチェック、メンタルヘルス対策 等】
■人事・労務ご担当者 等
●アドバイザー・研修講師：絶賛好評中
◆グッドライフ設計塾（愛知県名古屋市）
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Ｒ＆Ｅ コンサルタント／マイナンバー制度と企業の
実務対応セミナー／経営と労務
『コンサルティング：アドバイザー及び講師派遣』
【マイナンバー制度と企業の実務対応セミナー／ご提案】
■ 経営者、役員、人事担当者 等
● アドバイザー：弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師（連携パートナー様）：絶賛好評中
◆ グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵氏

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／新入社員研修／経営・労
務・若手人財育成・社員教育&研修
【新入社員研修／アドバイザー及び講師派遣】
■『心で感じて実感する研修内容』絶賛好評中
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師：弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）
◆ チーフコンサルタント 中川 眞理子

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／役職・リーダー（心のふれ
あうサービス）研修／人財育成
【人財育成：役職・リーダー（心のふれあうサービス）研修】
■『心で感じて実感する研修内容』絶賛好評中
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師
◆ 弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）

Ｒ＆Ｅ コンサルタント〜役職者 ハラスメント防止
対策セミナー〜経営改革・労務戦略
【ハラスメント防止対策／ご提案】
■ 企業の役職者、人事労務担当者
● アドバイザー：弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師（連携パートナー様）：絶賛好評中
◆ グッドライフ設計塾（名古屋市）
◆ 弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）
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Ｒ＆Ｅ コンサルタント／学生向け ライフプランセ
ミナー／ワーク・ライフ・バランス

【学生向けライフプランセミナー（ワーク・ライフ・バランス）】
『講座内容：ライフプランに関する講義』
①結婚や妊娠・出産 ②子育てや仕事の両立 ③社会人の心構え
④ビジネスルール ⑤コミュニケーション能力など
☆ 実施校へ専門講師を派遣します。（１講座 ５０分以上）
☆ 講師： 弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／「採用面接の対応
ご支援」／成功に導く人事採用戦略

面接官

【採用面接の対応 面接官ご支援：コンサル】
〜事前打合せ〜面接日当日〜
①現場調査（見学） ②事業主ヒアリング ③面接対応
☆ 面接対象者： 通年採用 面接対象者
☆ 面接対応 ： 企業 役員・人事（採用）担当者 等
☆ 面接官：弊社 人財育成専門チーム チーフコンサルタント

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／再就職支援セミナー／人財
育成・中高年齢者雇用支援事業
【中高年齢者雇用支援事業】
[再就職支援セミナー〜中高年齢者の再就職のために〜]
［主催］三重労使雇用支援機構 中高年齢者雇用支援事業
［日時］平成２５年３月４日（月） 13:30〜15:40
［会場］四日市市勤労者・市民交流センター 東館３階 大会議室
[講師] 弊社 代表取締役 小林 吉光

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／セミナー〜取締役の心得と
責任〜／経営コンサル・人財育成
『会社法に対応した「取締役の心得と責任」のセミナー』
【取締役の経営心得〜取締役会から株主総会まで〜】
第１章：取締役とは何か （取締役の法的立場）
第２章：取締役会での心得
第３章：株主総会での役割
【取締役の法的責任〜法令順守と経営判断、株主代表訴訟〜】
第４章：取締役の法的義務
第５章：取締役の法的責任
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Ｒ＆Ｅ コンサルタント／事業継承 【創業 ⇒ 成長発
展期（経営改革&人財育成）】
【事業継承［創業 ⇒ 成長発展期（経営改革&人財育成）］】
■ コンサルタント及び講師派遣
●経営コンサル Ｒ＆Ｅ プロジェクト【絶賛好評中！！】
◆統括責任者：小林 吉光（代表取締役、経営コンサル）
◆メンバー：弊社 顧問（司法書士・税理士・特定社労士等）
★経営改革・経営戦略・労務戦略・人財育成・成長戦略

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／「働き方改革を推進のアン
ガーマネジメント」研修＆コンサル
【働き方改革を推進のアンガーマネジメント：連携Ｐ共にご提案】
■『心で感じて実感する研修内容』絶賛好評中
● アドバイザー：弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師:中西 恵（グリーンストック様）/連携
【資格】アンガーマネジメントファシリテーター
アンガーマネジメントアドバイザー

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／アンガーマネジメント入
門講座／経営・労務戦略・人財育成

【アンガーマネジメント入門講座：連携パートナーと共にご提案】
■『心で感じて実感する研修内容』絶賛好評中
● 連携パートナー様 : グリーンストック㈱
● アドバイザー・研修講師 ： 中西 恵
【資格】アンガーマネジメントファシリテーター
アンガーマネジメントアドバイザー

Ｒ＆Ｅ コンサルタント〜役職者 ハラスメント防止
＆メンタルヘルス対策セミナー〜
【ハラスメント防止＆メンタルヘルス対策／ご提案】
■ 企業の役職者、人事労務担当者
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師（連携パートナー様）：絶賛好評中
◆ グッドライフ設計塾（愛知県名古屋市）
◆ 弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）
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Ｒ＆Ｅ コンサルタント／「役員報酬・退職慰労金」
／経営コンサル&研修・経営改革
【役員退職慰労金 経営コンサル／アドバイザー及び講師派遣】
■経営改革と役員退職慰労金〜経営改革と人財育成戦略 〜
●経営コンサル Ｒ＆Ｅ プロジェクト【絶賛好評中！！】
◆統括責任者：小林 吉光（代表取締役、経営コンサル）
◆メンバー：弊社 顧問（司法書士・税理士・特定社労士）
★客観性・論理性・整合性・主体性・提言

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／女性が拓く会社の未来〜鍵
を握るのは管理職〜／経営戦略
『コンサルティング：アドバイザー及び講師派遣』
【女性が拓く会社の未来〜鍵を握るのは管理職〜】
■ 企業の経営者、管理職、人事労務担当者
● グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵氏
※「女性活躍推進社会の実現」を応援します。

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／人事労務管理セミナー／無
期転換ルール(5年ルール）
『連携パートナー様と共にご提案:コンサルティング』
【〜人事労務管理セミナー／無期転換ルール(5年ルール）
対策及び長時間労働是正等について】
■人事・労務ご担当者 等
●アドバイザー・研修講師：絶賛好評中
◆グッドライフ設計塾（愛知県名古屋市）

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／最新助成金活用セミナー
2019年／経営・労務・人財育成

【最新助成金活用セミナー：綜合経営労務センターと共にご提案】
企業経営は「ヒト」「モノ」「カネ」といわれています。
最も重要な「ヒト」に関する助成金・給付金が厚生労働省から
出され、業種を問わず活用できる「使い勝手の良い助成金」。
定期的に、「最新の公的助成金活用セミナー」の開催をご提案。
「知らなきゃ損する！助成金！！〜公的助成金活用セミナー〜」
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Ｒ＆Ｅ コンサルタント／タイムマネジメント セミ
ナー／経営・労務戦略・人財育成
『コンサルティング：アドバイザー及び講師派遣』
【タイムマネジメント セミナー／ご提案】
■ 管理職、人事労務担当者、一般社員 等
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師（連携パートナー様）：絶賛好評中
◆ グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵氏

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／コンプライアンス コンサ
ル＆セミナー／経営戦略・人財育成
『グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング』
【コンプライアンス：アドバイザー及び講師派遣』
■ 中間管理職（課長、係長）、一般社員 等
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師：グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵氏
弊社 人財育成専門チーム

Ｒ＆Ｅ コンサルタント〜マタハラ防止対策セミナー
＆コンサル（法改正）〜経営・労務
『連携パートナー様と共にご提案:コンサルティング』
【〜改正育児介護休業法＆改正男女雇用機会均等法と
マタハラ防止対策セミナー＆コンサル 等】
■人事・労務ご担当者 等
●アドバイザー・研修講師：絶賛好評中
◆グッドライフ設計塾（名古屋市）

Ｒ＆Ｅ コンサルタント〜労働法の改正と多様な人材
の理解セミナー〜働き方改革関連法
『連携パートナー様と共にご提案:コンサルティング』
【〜労働法の改正と多様な人材の理解
セミナー＆コンサル 等】
■役職者（管理職等）、人事労務担当者
●アドバイザー・研修講師：絶賛好評中
◆グッドライフ設計塾（名古屋市）

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

会社ご案内

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／接遇レベルアップ（コ
ミュニケーション）研修／人財育成

【人財育成：接遇レベルアップ（コミュニケーション）研修】
■『心で感じて実感する研修内容』絶賛好評中
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師：弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）
◆ チーフコンサルタント 中川 眞理子

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／若手人財育成・定着 支援事
業／成長に導く人財育成定着戦略
【若手人財育成・定着 支援事業：連携パートナーと共にご提案】
『 就職実務セミナー事業 ： 講座内容 』
①社会人の心構え ②ビジネスマナー ③ビジネスルール
④コミュニケーション力 ⑤メンタルコントロール
☆ 実施校へ専門講師を派遣します。（１講座 ５０分以上）
☆ 講師： 弊社 人財育成専門チーム、グッドライフ設計塾

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／内定者のための事前研修／
若手従業員の定着支援・人財育成
【内定者のための事前研修：連携パートナーと共にご提案】
〜内定辞退を防ぎ、入社後の定着化を図るための事前研修〜
①会社／組織／ルール ②社会人の心構え／マナー
③コミュニケーション力 ④ストレスに対するセルフケア
☆ 対象： 中小企業の内定決定者（大学・短大・専門学校）
☆ 講師： グッドライフ設計塾・弊社 人財育成専門チーム

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／「女性のための起業塾」／
コンサル＆セミナー・女性活躍推進
【グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング】
４、キャリアコンサルティング
◆「女性のための起業塾」
●コンサルタント＆セミナー
[講師] グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵
※「女性活躍推進社会の実現」を応援

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

会社ご案内

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅ コンサルタント〜ストレスチェック制度
（メンタルヘルス）対策②〜労務戦略
『連携パートナー様と共にご提案:コンサルティング』
【ストレスチェック制度（改正労働安全衛生法）への対応
〜ストレスチェックとメンタルヘルス対策〜 等】
■社員50名以上の企業(義務化)、以下の企業(努力義務)
●アドバイザー・研修講師：絶賛好評中
◆グッドライフ設計塾・弊社 人財育成専門チーム

Ｒ＆Ｅコンサルタント／社会福祉法人向け 人財育成
支援事業／人を育てる経営！
【社会福祉法人 人財育成支援事業／アドバイザー及び講師派遣】
■ 社会福祉法人・小規模事業所（全業種） 等
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師（連携パートナー様）：絶賛好評中
◆ 弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）
◆ グッドライフ設計塾（名古屋市）

Ｒ＆Ｅコンサルタント／ＮＰＯ法人向け 人財育成支
援事業／人を活かす経営！
【ＮＰＯ法人向け人財育成支援事業／アドバイザー及び講師派遣】
■ ＮＰＯ法人・小規模事業所（全業種） 等
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師（連携パートナー様）：絶賛好評中
◆ 弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）
◆ グッドライフ設計塾（名古屋市）

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／講演会〜今から考える
産・相続・贈与 遺言教室〜

遺

『三重中勢勤労者サービスセンター 講演会』
【〜今から考える 遺産・相続・贈与 遺言教室〜】
［主催］三重中勢勤労者サービスセンター（ジョイフル中勢）
［日時] 平成26年10月4日（土）10：00〜12:00
［会場] サン・ワーク津 [津市島崎町１４３－６]
[講師] グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

会社ご案内

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／講演会〜定年後のライフプ
ラン〜／経営・労務戦略・人財育成
『三重中勢勤労者サービスセンター ためになる講演会』
【グッドライフ設計塾様と共にご提案〜定年後のライフプラン〜】
［主催］三重中勢勤労者サービスセンター（ジョイフル中勢）
［日時] 平成24年10月21日（日）10：00〜12:00
［会場] サン・ワーク津 [津市島崎町１４３－６]
[講師] グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵

Ｒ＆Ｅコンサルタント／ＮＢＦ会（ニュービジネス
フォーラム）／トップリーダーの役割
経営・労務･人財育成・成長戦略・地域活性化・地域社会貢献
・トップリーダーの役割と責任 等に関するコンサルティング
【ＮＢＦ会 : ニュービジネスフォーラム （２１世紀発展産業
のコンサル・プロデュース・異業種交流会）】を主宰
☆ 会長 ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
◇ グローバル化・超少子高齢化、国際親善・文化交流 等

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／労務管理セミナー／経営改
革・労務戦略・人財育成・成長戦略
【労務管理セミナー：綜合経営労務センター様と共にご提案】
企業の安定的な業績向上は適正な労務管理が重要です。
労務問題に悩む経営者向け（法人・施設の管理者、理事長）
◆ 就業規則

◆ 法令遵守

◆ 倫理規定

など

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／マネー＆ライフ コンサル
ティング／人生生活設計・WLB
【グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング】
１、マネー＆ライフコンサルティング
◆ライフプラン（人生生活設計）
・新入社員のライフプラン
・30代、40代のライフプラン
※3つの分野でコンサル⇒生きがい、キャリア、マネー

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

会社ご案内

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／人事労務 コンサルティン
グ／快適な職場形成を目指して
【グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング】
２、人事労務コンサルティング
・法改正にともなう就業規則の見直し
・ワークライフバランスの実現
・ハラスメント（セクハラ・パワハラ）対策
・メンタルヘルス対策

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／ハラスメント・メンタル
ヘルス コンサルティング／労務戦略
【グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング】
３、ハラスメント・メンタルヘルスコンサルティング
・セクハラ・パワハラ対策
・メンタルヘルスに関すること
・コミュニケーションスキルの関すること
・ハラスメント、メンタルヘルス相談窓口に関すること

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／キャリア コンサルティン
グ／資格取得アドバイス・人財育成
【グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング】
４、キャリアコンサルティング
・企業内でスキルアップをしたい場合
・起業をしたいと考えている場合
・定年後も働こうと考えている場合
※「仕事／人生の役割の経歴」（資格取得アドバイス）

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／福祉施設の『助成金』活用
セミナー 2019年／経営・労務
【最新助成金活用セミナー：綜合経営労務センターと
共にご提案】
企業経営に最も重要な「ヒト」に関する助成金・給付金が
厚生労働省から出され、活用できる「使い勝手の良い助成金」。
定期的に、「最新の公的助成金活用セミナー」の開催をご提案。
「福祉施設を元気にする！！ 使いやすい『助成金』活用術」

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

会社ご案内

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／福祉職員の接遇マナー研修
／人を大切にする経営！ 人財育成
【福祉職員の接遇マナー研修：連携パートナー様と共にご提案 】
★ 研修カリキュラムは、ご要望に応じて作成いたします。
【２時間コース】 【３時間コース】
【４時間コース】 【６時間コース】
★ ［ＣＳ（顧客満足度）向上］
★ 『接遇レベルアップ（心のサービス）研修』も承ります。

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／福祉総合システム／経営コ
ンサルタント・人財育成・ＩＴ
福祉（介護保険・障害者自立支援・財務・給与他）システム導入〜
人材育成（ＣＳ向上・人的サービス）研修までを総合コンサル。
全国で有数の業務パッケージ（富士通・応研）を活用して、長年の
多大な導入・サポートの実績と高い評価を頂いております「(株)
ミエデンシステムソリューション様」と共に責任を持ってご対応。

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／介護保険システム／経営と
労務・福祉・ＩＴ・人財育成
福祉（介護保険・障害者自立支援・財務・給与他）システム導入〜
人材育成（ＣＳ向上・人的サービス）研修までを総合コンサル。
全国で有数の業務パッケージ（富士通･応研）を活用して、長年の
多大な導入・サポートの実績と高い評価を頂いております「(株)
ミエデンシステムソリューション様」と共に責任を持ってご対応。

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／財務会計・給与計算・人事
管理システム／福祉・ＩＴ・人財
福祉（介護保険・障害者自立支援・財務・給与他）システム導入〜
人材育成（ＣＳ向上・人的サービス）研修までを総合コンサル。
全国で有数の業務パッケージ（富士通･応研）を活用して、長年の
多大な導入・サポートの実績と高い評価を頂いております「(株)
ミエデンシステムソリューション様」と共に責任を持ってご対応。

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

会社ご案内

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅコンサルタント〜ストレスチェック義務化法
（メンタルヘルス）対策①〜労務戦略
『連携パートナー様と共にご提案:コンサル』
【あなたの企業は大丈夫？待ったなしのメンタルヘルス対策
〜改正労働安全衛生法によりストレスチェックが義務化へ】
■社員50名以上の企業(義務化)、以下の企業(努力義務)
●アドバイザー・研修講師：絶賛好評中
◆グッドライフ設計塾・弊社 人財育成専門チーム

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／戦略的 （経営〜労務〜人財
育成〜就職支援 等） コンサル
【弊社人財育成専門チームと連携パートナー様で共にご提案】
◆「人財は最大の経営資本！」
●「人を 大切にする！／活かす！／育てる！ 経営」
■戦略的（経営／労務／人財育成／就職支援／
成長戦略／地域活性化） コンサルティング
【絶賛好評中！】

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／多様な働き方改革（ワー
ク・ライフ・バランス）／セミナー
『グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング』
【企業の多様な働き方改革／アドバイザー及び講師派遣】
■ 企業の経営者、人事労務担当者、労働組合、行政関係者
● アドバイザー：グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵氏
●「多様な働き方改革（仕事と生活の調和）支援事業」
〜ワーク・ライフ・バランス〜

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／中高年齢者雇用･就業支援
事業／労務戦略・お任せください！
【中高年齢者雇用 支援事業】
[再就職支援セミナー〜中高年齢者の再就職のために〜]
【シニア就業支援プログラム事業】
[就業支援講座〜高年齢者の再就職のために〜]
☆ セカンドライフの生き方 （生き甲斐と就業・社会参画）
☆ 講師：弊社 代表取締役 小林 吉光

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

会社ご案内

『
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（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／シニア就業支援講座／経営
改革・労務戦略・人財育成
【シニア就業支援プログラム事業／就業支援講座】
［主催］三重県シルバー人材センター連合会
［日時] 平成２３年９月６日（火）１３：３０〜１６：００
［会場] 三重県総合文化センター 生涯学習センター大会議室
［内容］「高齢者の再就職のために」
[講師] 弊社 代表取締役 小林 吉光

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／コンプライアンスの重要
性周知と情報等漏えい防止対策 研修
『グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサル&セミナー』
【コンプライアンスの重要性周知と情報等漏えい防止対策 研修』
■ 中間管理職（課長、係長）、一般社員 等
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師：グッドライフ設計塾 代表 菅田 芳恵氏
弊社 人財育成専門チーム

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／「事業継承 （創業〜安定期
⇒ 経営改革〜成長発展期）」
【事業継承（創業〜安定期 ⇒ 経営改革〜成長発展期）】
■ コンサルタント及び講師派遣
●経営コンサル Ｒ＆Ｅ プロジェクト【絶賛好評中！！】
◆統括責任者：小林 吉光（代表取締役、経営コンサル）
◆メンバー：弊社 顧問（司法書士・税理士・特定社労士等）
★経営改革・経営戦略・労務戦略・人財育成・成長戦略

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／「学生向け 就職実務セミ
ナー」／働き方改革・ライフプラン

【「学生向け 就職実務セミナー」／働き方改革・ライフプラン】
『講座内容：（働き方改革／ライフプラン）の意義も学ぶ』
①社会人の心構え ②ビジネスマナー ③ビジネスルール
④コミュニケーション力 ⑤メンタルコントロール
☆ 実施校へ専門講師を派遣します。（１講座 ５０分以上）
☆ 講師： 弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

会社ご案内

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／怒りの感情と上手く付き合
う方法（実践〜ワーク）研修
【怒りの感情と上手く付き合う方法（実践〜ワーク）研修】
■『心で感じて実感する研修内容』絶賛好評中
● アドバイザー：弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師:中西 恵（グリーンストック様）/連携
【資格】アンガーマネジメントファシリテーター
アンガーマネジメントアドバイザー

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／怒りの感情と上手く付き合
う方法（コミュニケーション）研修
【怒りの感情と上手く付き合う方法（コミュニケーション）研修】
■『心で感じて実感する研修内容』絶賛好評中
● アドバイザー ： 弊社 代表取締役 小林 吉光
● 研修講師：弊社 人財育成専門チーム（戦略的キャリア）
◆ チーフコンサルタント 中川 眞理子

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／「アンガーマネジメント
キッズ講座」／幼児〜小学生
【「アンガーマネジメント キッズ講座」／幼児〜小学生】
■『怒りの感情と上手に付き合う方法』絶賛好評中
● イラストたっぷりのワークブックを使いながら
● 研修講師:中西 恵（グリーンストック様）/連携
【資格】アンガーマネジメントファシリテーター
アンガーマネジメントアドバイザー

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／人材育成支援・推進事業／
経営コンサルタント・CS向上
【人財育成：グッドライフ設計塾・キャリアフォーカス・
アドプランナー様と共にご提案】
『ご提案の人財育成 : 支援・推進事業例』
① 若手人財採用・育成・定着支援事業
② 中高年齢者雇用（シニア就業）支援事業
③ 企業人財スキルアップ推進事業
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会社ご案内

『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／マネー＆ライフ コンサル
ティング／カルチャー、文化・教養
【グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング】
１、マネー＆ライフコンサルティング
・資産運用・ライフプランに関すること
・生命保険、損害保険の設計・見直し
・住宅ローン、教育資金、年金に関すること
・相続、贈与、税金に関すること 他

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／人事労務 コンサルティン
グ／経営・労務・お任せください！
【グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング】
２、人事労務コンサルティング
・ワークライフバランスを実現すること
・就業規則・各種規程の作成、見直し
・社員のキャリア形成支援に関すること
・労働トラブルへの対応 他

Ｒ＆Ｅ コンサルタント／キャリア コンサルティン
グ／人財育成・お任せください！
【グッドライフ設計塾様と共にご提案:コンサルティング】
４、キャリアコンサルティング
・キャリアプランとライフプランに関すること
・就職、転職に関するコンサルティング
・自分らしい生き方に対するコンサルティング
・起業に対するコンサルティング
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会社概要

会社名

代表者名

所在地

代表 E-mail

URL

資本金

従業員数

経営コンサル 《経営・労務・人財育成・成長戦略》

株式会社

代表取締役

Ｒ＆Ｅ

コンサルタント

社長

小

林

吉

光

〒514-0125
三重県津市大里窪田町１５７７－８
TEL 059-231-1626
FAX 059-231-1626

re.csl.nbf@gmail.com

http://www.b-mall.ne.jp/Company/re-csl/

300円

3人

設立または創業年 2010年

事業 （業務） 内容
《経営コンサルタント【経営改革・労務戦略・人財育成・成長戦略・地方創生・福祉・ＩＴ 等】》
【人を 大切にする！ ／ 活かす！ ／ 育てる！ 経営】 ＜「読む力」「問う力」「つなぐ力」＞
『 多面的で熱意あるアドバイス 』 成長戦略 『 心で感じて実感する研修内容 』 絶賛好評中
１．経営・会計・財務及び労務に関するコンサルテｲング業務
２．福祉･保健･医療等ヘルスケアに関するコンサルテｲング業務
３．ITに関するコンサルテｲング業務
４．人財育成、能力開発、技術向上に関するコンサルテｲング業務
５．コンピュータシステムの企画、開発、販売、保守及びこれらに関するコンサルテｲング業務
６．電気設備の設計、施工、保守、管理及びこれらに関するコンサルテｲング業務
７．各種イベント、公演等の企画、構成、演出及び運営
８．研修会、講演会、セミナー等の企画、立案及び実施
ほか

株式会社 Ｒ＆Ｅ コンサルタント

アクセス情報

等

アクセス情報
① 津駅（ＪＲ・近鉄）から車で１０分
② 津駅（三交バス）から椋本行などで１５分（豊里台バス停）
徒歩２分
『

Ｒ

（ロマン）

＆

Ｅ

（エレガンス）

』

『好奇心が向上心に！出会いがご縁に！喜びと感動が感謝に！』
《経営コンサル／経営・労務・人財育成・成長戦略・地域活性化》
【人を 大切にする！ ／ 活かす！ ／ 育てる！ 経営】
『 多面的で熱意あるアドバイス 』
『 心で感じて実感する研修内容 』

成長戦略
絶賛好評中
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