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の自社と同友会の求⼈活動の実践報告から学びます。
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中小企業を取り巻く
その中でも経営者の頭を悩ませる求⼈・採⽤の問題につ
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■ 会社概要

 1971 年 12 月

 175 名 

  9,000 万円 

  43 億円(2017

 レンタカー・カーリース

     保険代理業 

所在地 〒700-0945

岡山市南区新保

こちらからも参

加のお申込みが

。⇒⇒ 

えませんか？～ 

・ 欠席 

・ 欠席 
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参加者名簿・今後のご案内等に活用させていただきま

（株）トヨタレンタリース岡山

良彦 氏 
社員教育求人委員長） 
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