
 

 

 

変革を続けてきた久賀氏の報告から

 

日
場

会費
締
※

 

会社名・組織名

役 

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

会社名（ 
★ご参加いただけるのは

方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
※本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

（株）

久賀
埼玉同友会

中同協女性部連絡会代表

 

 
今回の

（株）メガネマーケット
 

顧客はいったい
「メガネ（モノ）を売る」

変革を続けてきた久賀氏の報告から

 

日時：12
場所：倉敷ステーションホテル

※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。
会費：2,000
締切：12
※出欠のご連絡

オブザーバーの

FAX：086

お申込み・

会社名・組織名

役 職（       

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

会社名（     
ご参加いただけるのは
方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

（株）メガネマーケット

代表取締役

久賀 きよ江
埼玉同友会 

中同協女性部連絡会代表

岡⼭県中⼩企業家同友会

“寄
～人

今回の例会では
（株）メガネマーケット

埼玉県で店舗展開をするメガネマーケット
県外から訪ねてくる来店者が後を絶ちません

顧客はいったい
「メガネ（モノ）を売る」

変革を続けてきた久賀氏の報告から

12月19日（水
倉敷ステーションホテル

※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。
2,000円（例会後懇親会あり
12月18日（火

連絡は締切までに

オブザーバーの方は電話

086-225-3662

込み・お問合わせ

岡⼭県中⼩企業家同友会

会社名・組織名  

          

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

              
ご参加いただけるのは中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部
方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

メガネマーケット

代表取締役 

きよ江 氏
 代表理事 

中同協女性部連絡会代表 

岡⼭県中⼩企業家同友会

寄り添う
人を生かす

例会では第 21 回⼥性経営者全国交流会でも記念講演をされた
（株）メガネマーケット

埼玉県で店舗展開をするメガネマーケット
県外から訪ねてくる来店者が後を絶ちません

顧客はいったい何を求めて
「メガネ（モノ）を売る」

変革を続けてきた久賀氏の報告から

日（水） 
倉敷ステーションホテル

※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。
（例会後懇親会あり

日（火）（懇親会は
までに e.doyu

電話,FAX,メールでも

3662  

合わせ：岡山同友会事務局

岡⼭県中⼩企業家同友会

  ）氏名（ 

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

             
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部

方のご参加はご遠慮ください（⾏政・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

切り取らずにそのまま

メガネマーケット 

氏 

 

岡⼭県中⼩企業家同友会

う力”が
かす経営

回⼥性経営者全国交流会でも記念講演をされた
（株）メガネマーケット

にご報告いただきます。
埼玉県で店舗展開をするメガネマーケット

県外から訪ねてくる来店者が後を絶ちません
何を求めて

「メガネ（モノ）を売る」企業
変革を続けてきた久賀氏の報告から

 例会 18
倉敷ステーションホテル

※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。
（例会後懇親会あり,各自清算

（懇親会は12/17
e.doyu でご登録ください

メールでも受け付

 E-mail：

岡山同友会事務局（℡

岡⼭県中⼩企業家同友会

）氏名（         

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。

    ）役職（
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部

方のご参加はご遠慮ください（⾏政・経営支援機関・
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、

切り取らずにそのまま

岡⼭県中⼩企業家同友会 倉敷支部・⼥性部合同忘年例会

が明るい
経営を同友会

回⼥性経営者全国交流会でも記念講演をされた
（株）メガネマーケット 代表取締役

報告いただきます。
埼玉県で店舗展開をするメガネマーケット

県外から訪ねてくる来店者が後を絶ちません
何を求めてわざわざ遠方から来店するの

企業から「接客（コト）を売る」企業へと
変革を続けてきた久賀氏の報告から明⽇を切り開くヒントを学びま

記 
18:30〜

倉敷ステーションホテル（〒710-
※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。

各自清算,4000
12/17(月) 〆切）

ください。 

付けます。 

：info@okayama.doyu.jp

℡ 086-222
 

岡⼭県中⼩企業家同友会 倉敷支部

          

同友会会員の方はオブザーバーをお誘いください。 

）役職（    
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部

経営支援機関・⾦融機関を除く）。
本申込内容は､岡⼭県中⼩企業家同友会の管理のもとに、参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

切り取らずにそのまま FAX してください

支部・⼥性部合同忘年例会

るい明日を
同友会に学

回⼥性経営者全国交流会でも記念講演をされた
代表取締役

報告いただきます。
埼玉県で店舗展開をするメガネマーケット

県外から訪ねてくる来店者が後を絶ちません
わざわざ遠方から来店するの
から「接客（コト）を売る」企業へと
明⽇を切り開くヒントを学びま

〜21:30 
-0055 倉敷市阿知

※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。
4000円） 

切） 

  

info@okayama.doyu.jp

222-7473） 

倉敷支部・⼥性部合同忘年

例

       ） 懇親会に

     ） 
中⼩企業経営者・事業後継者・取締役以上の幹部社員です。経営者以外の方や一般社員の

⾦融機関を除く）。
参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

してください

■ 会社概要

設 立   

社員数   

資本金   

事業内容  

本社所在地 

支部・⼥性部合同忘年例会

を切り開
学ぶ！！～

回⼥性経営者全国交流会でも記念講演をされた
代表取締役 久賀きよ江氏

報告いただきます。 
埼玉県で店舗展開をするメガネマーケット

県外から訪ねてくる来店者が後を絶ちません
わざわざ遠方から来店するの
から「接客（コト）を売る」企業へと
明⽇を切り開くヒントを学びま

 懇親会
倉敷市阿知2-8

※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。

info@okayama.doyu.jp 
 

・⼥性部合同忘年

例会に  参加する

懇親会に 参加する

 氏名（   
社員です。経営者以外の方や一般社員の

⾦融機関を除く）。 
参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

してください 

こちらから

加のお申込みが

できます。

会社概要 ■ 

  平成 3 年(1991

  30 人(男性 12

 13000 万円 

 メガネ類の販売、補

 〒330-0854

埼玉県さいたま市大宮区桜木町

ユニオンビルディング６階

支部・⼥性部合同忘年例会 

開く 
！！～ 

回⼥性経営者全国交流会でも記念講演をされた
久賀きよ江氏

埼玉県で店舗展開をするメガネマーケットは 
県外から訪ねてくる来店者が後を絶ちません。 

わざわざ遠方から来店するのか？
から「接客（コト）を売る」企業へと
明⽇を切り開くヒントを学びま

懇親会 21:30
8-1 ☎086

※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。

・⼥性部合同忘年例会 
参加する ・

参加する ・

      
社員です。経営者以外の方や一般社員の

参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

こちらからも参

加のお申込みが

。⇒⇒ 

(1991 年) 

12 名 女性 18

 

メガネ類の販売、補聴器の販売

0854  

埼玉県さいたま市大宮区桜木町

ユニオンビルディング６階

 

回⼥性経営者全国交流会でも記念講演をされた 
久賀きよ江氏 

か？  
から「接客（コト）を売る」企業へと 
明⽇を切り開くヒントを学びましょう！

21:30〜22:50
6-425-2525

※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。

 
・  参加しない

・  参加しない

          
社員です。経営者以外の方や一般社員の

参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

18 名) 

聴器の販売 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-252

ユニオンビルディング６階 

 
しょう！ 

22:50 
2525） 

※専⽤駐⾞場がありません。公共交通機関か近隣駐⾞場（カモ井パーキング・元町駐⾞場）をご利⽤ください。 

参加しない 

参加しない 

   ） 
社員です。経営者以外の方や一般社員の

参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきます｡ 

252 


