業を手掛ける日本新都市開発

不動産や建設、飲食の各事

資産運用コンサルティング
を手掛けるイーパートナーズ

（杉本光史社長）
は、ＡＳＥＡ
Ｎ諸国での事業投資を積極的

ジネスに注力。現在は、高級

中でも、ミャンマーでのビ

に行っている。

田 鍾柱社長

一般住宅分野では、同社が
しかし、同社では無理な土地

目立つようになったという。

強気な価格交渉を行う地主が

得意とする宮城県エリアを中

から売却先の選定を行う。

同社は各地で手頃な土地を

ビル」を開発。資材価格が高

葉県松戸市内に「新松戸駅前

販売している。最近では、千

住宅を建設、法・個人向けに

広島、岡山といった各県でも

分譲住宅を建設する予定。そ

やすいように２千万円前後の

～ 歳代の若年層が購入し

守的かつ着実にビジネスを広

トワークを持つ茨城、静岡、 を維持すると思われます。保

のほか、多くの地主とのネッ

げていきたいですね」と意気

京五輪まで不動産市場は好調

田社長は「２０２０年の東

心に物件の開発を進めている。 の購入を行わずに、適正価格

騰しているため、オフィスビ
事業を広げていく。

展開する構えだ。

企業を売却候補先として確保

せる予定だ。すでに国内大手

をメドに高級ホテルを完成さ

業と共同で土地を取得、年内

設している。日本や現地の企

インヤー湖そばにホテルを建

うのは、手堅い数字です。海

「立地を考えると ％とい

算だ。

水準以上の利益が発生する計

程度。稼働率 ％以上で一定

泊料金は日本円にして１万円

いう。全１５４室で、平均宿

のマイクロファイナンス参入

マー以外では、カンボジアで

ね」と語る杉本社長。ミャン

ながる仕事を行いたいです

上はもちろん、社会貢献につ

深い事業です。自社の収益向

出を促すという意味で、意義

込んでいる。
（本部）

したという。
大使館やアウン・サン・スー・

わかりませんから、焦らず着 「三方よし
『売り手よし、買い

進めている。ミャ

海外でも実現する。
（本部）

手よし、世間よし』
」
の経営を

実に進めています」
同社はホテル事業以外に

若者たちのデートスポットと

ンマーのある地域

杉本社長が近いう

して知られています。ホテル

ちに現地を視察し、

では、実現すれば

同社は、国内外の富裕層を

判断を下すという。

からは湖の眺望や美しい花々

ホテルの主要客と想定してい

同国初となる女子

る。特に、欧米人観光客によ

「東南アジアにお

を楽しむことができます」と

るサービスアパートメントと

ける女性の社会進

大学の設立を検討。

しての利用を見込んでいると

説明している。

本社長は「風光明媚な環境で、 も、有望案件の掘り起こしを

ヤンゴン大学などがある。杉

チー氏の邸宅、国内最上位の

インヤー湖周辺には、米国

を視野に入れ、同社が掲げる

地価上昇で、地方においても

を見極めた上で堅実に事業を

ルの開発では中古物件を仕入
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田社長によるとここ最近の
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外ビジネスでは何が起こるか

購入の相談が増加。これ

同社には企業からのビル

フィス需要の拡大を受け、

が増えているという。オ

象にしたサービス事業者

塾などの子育て世代を対

その結果、同市では学習

口の流入が続いている。

ウンとして、現在でも人

松戸市は東京都のベッドタ

っている。

れて、改修した上で販売を行

取得し、オフィスビルや一般

の不動産開発を強化している。

（田鍾柱社長）
は、全国各地で
問い合わせ先
東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー18階
☎03-3506-1231
http://www.nihonshintoshi-group.com
問い合わせ先
東京都港区芝大門2-12-6 芝ハタビル4階
☎03-6450-1466
http://epartners-offshore.com
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江川 将偉

京

氏

す。そこから原因を探り、問 材教育に注目が集まる。

東

京

プロフューチャー株式会社

氏

（旧社名 ＨＲプロ）

代表取締役社長

寺澤 康介

会員の横顔

ネットメディアやイベント 千人弱もの参加者を動員し

福

岡

氏

株式会社
ライフビジョン

代表取締役

中西 俊之

経営者や幹部の参加を募る。

「選べて、比べて、学べる」 セリングを行う。詳しく話を

お客様の要望を聞き、カウン 総合保険代理店を目指す。

持ちで聞くことから始めま 添う」
指導法。大山社長の人 となっている。まずカフェで 開いている。地域に密着した

ンの話を心から
〝寄り添う〟
気 とに成功した大山流の「寄り していただける保険ショップ〟 ためのマネーセミナーなどを

はずです。まずはその営業マ 素を取り入れ、論理化するこ ンの相談を〝お客様に気軽に おり、相続セミナーや女性の

営業マンには必ず原因がある と大山社長。コーチングの要 相続など、様々なライフプラ た、セミナールームを設けて

れている。
「成績が伸びない びる営業マンも多いですね」 を開設し、住宅ローンや老後、 イ ス を 受 け て い た だ く。ま

た
〝寄り添う〟
指導法が注目さ 人が変わったように成績が伸 運営。店内にカフェコーナー たコンサルタントからアドバ

自らの営業経験から編みだし かせます。自ら気付くことで、 と、来店型の保険ショップを スで保険の募集人資格を持っ

フスタイルコンシェルジュ。 付いていない原因を自ら気付 というキャッチフレーズのも 進めたい方には、個別のブー

営業研修を得意とするライ い掛け、考えさせ、本人が気

大山 元彦

代表取締役

コンシェルジュ

株式会社ライフスタイル

東

ス）
」
は、従来のセキュリティ ックアップしていく考えだ。 を実施、６日間で述べ１万

（フェザーオック 技術で日本のモノづくりをバ 年は約１８０の講演・討論会 １５」を併催し、より多くの
ＸＥＲ ＯＸ

「ＨＲサミット」
。昨 マにした「経営サミット２０
自のセキュリティ技術「ＦＥ ではこの強固なセキュリティ ォーラム

策が求められている。同社独 ーから引き合いも多く、同社 するのは、日本最大の人事フ 経営戦略・人事戦略」をテー

業には万全のセキュリティ対 国内外の幅広い分野のメーカ を支援している。同社が注力 催。
「持続的成長を実現する

ス）
時代の到来に伴って、企 手自動車メーカーをはじめ、 人事システムなどの課題解決 「ＨＲサミット２０１５」を開

Ｔ
（インターネットオブシング ュリティを実現する。既に大 者等に採用、人材開発、労務、 ール（中央区京橋）において

ンターネットに接続するＩｏ って世界トップレベルのセキ を通じて、経営者、人事担当 まで、東京コンベンションホ

自動車まで様々なツールがイ ードウエアの完全仮想化によ の運営、各種サービスの提供 た。今年は６月１日から５日

デジカメからテレビ、家電、 対策とは根本的に異なり、ハ

【生年月日】1963年5月16日
【出身地】兵庫県伊丹市
【最終学歴】慶応義塾大学・文学部人間科学科
【座右の銘】和して同ぜず
【会社概要】人事ポータルサイト「HRプロ」
、経
営プロのサイト
「経営プロ」
、日本最大の人事
フォーラム「HRサミット」の企画・運営など
【本社所在地】東京都港区赤坂5-2-20
赤坂パークビル23階
【HP】http://www.profuture.co.jp
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【生年月日】1974年10月3日
【出身地】福岡県田川市
【趣味】サーフィン、バックカントリー
【会社概要】総合保険代理店
【所在地】福岡県福岡市中央区渡辺通4-1-36
BiVi福岡3F

日本新都市開発
イーパートナーズ

住宅が立ち並ぶヤンゴン市の

60

全国各地でオフィスビルや
一般住宅の開発を進める
ＡＳＥＡＮ諸国での
事業投資を積極化させる

【生年月日】1977年4月21日
【出身地】大阪府大阪市
【最終学歴】カリフォルニア州立大学航空宇宙
工学科
【座右の銘】義をもって事を成す
【会社概要】組み込みシステム向け仮想技術、
セキュア技術の開発・販売
【所在地】東京都渋谷区宇田川町36-2
ノア渋谷1005
【HP】http://seltech.co.jp

【生年月日】1974年10月11日
【出身地】茨城県
【会社概要】人材育成、営業コンサルティング
【所在地】東京都港区新橋5丁目6番4号
トゥシェ新橋602
【HP】http://life-s-c.jp

「新松戸駅前ビル」外観と内観
（パース）
杉本光史社長
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平成27年4月5日
（第三種郵便物認可）
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