㈱ キャリアパートナーズ

キーワード
リチウムイオン電池
リチ
ウム
イオ リチウムイオン電池
ン電 リチウムポリマー電池
池
各種二次電池

経験

得意領域

分類

12-058 ソニー

執行役員上席常務CTO

研究・開発・設計 材料研究・電池、研究所マネジメント

12-087 ソニー

エナジー部門 副部門長

研究・開発・設計

リチウムイオン電池研究者

各種二次電池関連製品の設計開発、製造、
研究・開発・設計
電池周辺機器のコンサルティング

主任研究員

研究開発・設計, 真空薄膜事業研究、開発、生産サポート 薄膜材料、プロセス開発 コンポーネントメーカー
製造・生産技術 との提携支援
薄膜関連人脈ネットワークを活かした開発支援

12-088 古河電池

真空薄膜、表面処理コンサルティング
名古屋大・上海大客員教授

11401

材料研究・キャパシタ

12-060 旭硝子

研究
開発 放送技術、技術士（電気・電子部門）
設計
電子デバイス・光学デバイス
微細加工素子

環境

出身企業名

管理NO

専門家リスト（抜粋）

キヤノン / 旭硝子
/ 某中堅企業

・リチウムポリマー電池

中央研究所フェロー ガラス基板への高
研究・開発・設計 材料研究・キャパシタ
性能コート 二次電源
情報処理研究所 主任研究
業務用放送機器の開発

研究・開発・設計

生産技術研究所 研究室室長

研究開発・設計, 各種薄膜材料/微細加工プロセス開発、機能素子の開発から量産まで技術、法規制等ビジ
製造・生産技術 ネス全般に精通 クリーンルーム等付帯設備、技術及び、人材育成、安全管理等

実装技術部 技術課長
部品製品部 部長

研究・開発・設計

樹脂製品高品質設計、最適樹脂材料・評価選定、金型設計、 多品種少量、短納期開発の
最適ソリューション、 金属の樹脂化等高付加樹脂製品開発 講演、セミナーによる教育

製品含有化学物質管理
プラスチックリサイクル

環境・資材・購
買・物流

社会環境/資材
・製品含有化学物質管理

ISO14001環境カウンセラー、EA21、公害防
三菱重工
12-170
止管理者、産廃物中間施設技術管理者他
キャタピラー三菱

環境事業 責任者

環境・資材・購
買・物流

ISO14001,環境カウンセラー、EA21、各種公害防止管理者、
産業廃棄物中間施設技術管理者、社会環境検定

ISO１４００１・１８０００マネジメント構築
クリーンルームダスト対策

パナソニックセミコンダク
10127
ター社

マネジメントシステム構築 環境・安全衛
生 製造生産・品質管理

製造・海外製造 ISO１４００１・１８０００マネジメント構築
・生産技術
クリーンルームダスト対策

ISO/OHSAS
エコアクション

12-122 リコー

生産本部 部品事業部 責任者

製造・海外製造 ISO/OHSAS等推進, 工場マネジメント, コスト改善 ①エコアクション２１審査人②環境省 環
・生産技術
境カウンセラー③ＣＥＡＲ登録 環境審査員補④公害防止管理者⑤エネルギー管理員

タグチメソッド
講師 ISO/OHSAS

11406 パナソニック

技術開発課長
品質保証部担当課長

品質管理・
品質保証

品質管理（タグチメソッド） セミナー講師,
ISO/OHSAS等の推進・管理, 品質管理の強化, コストの改善（製造）, （設計）

品質管理部 責任者

品質管理・
品質保証

品質管理・品質保証
日本電産パワーモータにてＱＣ研修（教育）実績

12341 ソニー

グロバールES 統括
信頼性評価技術開発PL

品質管理・品質 設計改革、SCM改革PL 欧州技術IS代表 在英国6年
保証
未然防止設計技術社内リードコンサルタント

10092 某外資系半導体メーカー

安全衛生課

リスクマネジメント

10104 某通信機器メーカー

ネットワーク構築/安全衛生管理

12-063

ソニー
アドバンテスト

リチウム電池
・リチウムイオン電池

12398 キャノン

プラスチック高機能製品設計・金型設計、
ベストソリューションの提供

11009

製品含有化学物質管理
プラスチックリサイクル

10870 リコー

品質 講師 ＱＣ研修
品質管理・品質保証

10099

品質工学 未然防止設計技術
劣化メカニズム解明
ＲＳＴトレーナー
ＯＨＳＭＳ
安全
リス 社員教育
クマ 安全教育
ネジ
メン ＢＣＰ
ト
社員教育、安全衛生、
人材育成、組織運営

10126

NEC/
某中堅部品企業

パナソニックコミュニケー
ションズ

ソニー白石セミコンダクタ
/ 某中小企業

マネジメントシステム構築 品質管理・安
全衛生防災 リスク管理・経営品質

電子・電気・アナログ信号処理
放送技術、技術士（電気・電子部門）

・プラスチックリサイクル

安全衛生、リスクアセスメント、安全衛生マネジメントシステムの構築
内部統制・監査 ＲＳＴトレーナー、ＯＨＳＭＳ内部監査委員
製造・海外製造・ 安全教育。安全衛生管理者
生産技術
パナソニックグループ全体の中堅社員教育
ISOマネジメントシステム構築
内部統制・監査 安全防災・リスク管理
リスクマネジメント

12-129 トヨタ自動車

トヨタ： 教育、安全衛生責任者

製造・海外製造・
社員教育、安全衛生、人材育成、組織運営
生産技術

10083 某道路建設会社

土木営業、
下水管リニューアル営業 営業管理

営業・海外営業・ 営業・営業管理（一級土木施工管理技士、一級造園施工管理技士、
サービス
一級舗装施工管理技士）

10087 某総合建設会社

人事、建築現場管理、
工務推進、技術指導・管理

経営企画・経営
人事調整、建築現場管理（一級建築士、一級建築施工管理技士）
管理・人事

12-164 安藤建設

建築本部 技術責任者

研究・開発・設計

上下水処理プラント設計・施工

10089 某総合設備建設会社

上下水処理プラント設計 民需（水処理、
上下水処理プラント設計・施工（技術士（上下水部門・下水処理）、
研究・開発・設計
廃棄物）プラント営業 環境分野事業、
下水道技術検定第一種、監理技術者資格（管・水道）、下水道処理施設監理技士）

社外監査役及び経営監査
コーポレートガバナンス CS

10634

土木営業
建築現場管理
建築
土木 建築設備ビルディングドクター、
タイビジネス

経営者向けセミナー
経営 営業コンサルティング
営業 経営者向けセミナー
営業コンサルティング
BPOの展開

人材育成
人材育成

東芝ライテック 東芝電材 経営企画部長
マーケティング
子会社専務取締役

エネルギー管理士、1級管工事施工管理技士、建築設備士、
建築設備ビルディングドクター、タイビジネス

経営企画・経営 監査役（社外）及び経営監査 経営企画・営業企画・商品企画
管理・人事
全社戦略の立案と推進, 事業戦略の立案と推進, 新規事業マネジメント

12-062 ＩＢＭ・ＣＳＫ

IBM 営業部長
CSK 取締役

営業・海外営業・ 経営者向けセミナー
サービス
営業コンサルティング

12-092 某大手製菓会社

取締役生物部長
子会社 社長

経営企画・経営 経営者向けセミナー
管理・人事
営業コンサルティング

BPO推進責任者

営業・海外営業・
BPOの展開
サービス

12-166 某大手複写機販売会社

人材育成
人材育成

2015/2/24

キャリアパートナーズ社 専門家リスト（抜粋）

キーワード
生産管理、工程改善、
現場管理（マネージメント）

出身企業名

管理NO

製造課職場リーダー
貿易、生産管理、海外営業
中小企業診断士

営業・海外営業・ 生産管理（トヨタ生産、５S、ムダ取り）。経営革新（バランススコアカード、知財）
サービス
海外戦略（貿易実務、販路拡大）海外赴任、期間限定で対応可

12-011 パナソニック

製造/生産技術/工場技術/
工場管理/現場管理/海外工場関連

製造・海外製造・ 新規工場建設（国内・海外）、新規ものづくり工法の起案実践、自動化設備設計導入
生産技術
実践パナソニックグループ全体の中堅社員教育（塾活動）二期

10116 パナソニック

電装品の製造/生産技術/品質保証/
海外展開/生産革新

環境・資材・購
買・物流

TPM・TQC・５S活動の推進指導 海外工場
10111 コニカミノルタ
製造技術指導 キャリアコンサルタント

生産技術/工場管理/
製造現場管理（QCDSME)

製造・海外製造・ 生産性・品質向上のための業務改善／管理、キャリアコンサルタント
生産技術
海外工場の製造技術指導経験 TPM・TQC・５S活動の推進指導

人事（海外教育）
生産現場の改善

製造現場 設備保全＝生産ライン立上
人事にて教育（海外教育）

製造・海外製造・
グローバル人材開発（生産ラインの立上）
生産技術

人材育成

製造・海外製造・ 現場の管理監督者の育成
生産技術
リコー某事業所の人材育成のベースを作り上げた実績

人事制度の再構築、チームビルディングコンサルティング
12-104 某経営コンサルティング

販売・販売企画20年

営業・海外営業・
組織人事戦略、人事制度の再構築、チームビルディングコンサルティング
サービス

人事労政、人事制度、組合関連、
再就職支援

12-161 ミツミ電機

人事部 副主席（ユニオン連合会長） （製 経営企画・経営 人事労政、人事制度、組合関連、
造子会社取締役、中国子会社総経理）
管理・人事
再就職支援

海外営業 物流システム
中南米（メキシコ、パナマ）、

10625 伊藤忠商事

自動車関連商材の中南米向け海外営業

日本企業の海外（アジア）進出 外資企業
の日本進出コンサル等

12-106

某不動産会社 / 不動産
担当事業部長
関連会社

経営企画・経営 日本企業の海外（アジア）進出
管理・人事
外資企業の日本進出コンサル、不動産、投資、レンタルオフィス

12-175

ソニー ソニー関連会社 某セン
トラルキッチン会社 音響機器会
社

オーディオ商品企画統括責任者
社長 社長 常務取締役

経営企画・経営
セールスマーケティング、単一法人の経営マネジメント
管理・人事

12-108 三菱商事

モスクワ事務所長、CIS総代表

経営企画・経営 ロシア貿易全般、ロシアNIS貿易会 顧問
管理・人事
ロシアNIS経済研究所長

ロシアビジネス

10624 ソニー 他中小企業5社

ロシアビジネス15年
販売網構築

営業・海外営業・ マネジメント力、ロシア事業は特徴、販売組織構築（ロシア語、英語）
サービス
のべ15年以上にわたるロシアビジネス業務 会社設立、運営

中国
市場開拓・部門管理、OEM事業

10623 パナソニック

グローバルマーケティング 中国現地生
産管理責任者 中小の営業責任者

営業・海外営業・ 営業中国ビジネス、中国赴任化、中国語検定2級
サービス
市場開拓・部門管理、OEM事業が得意

インドネシア 中国ビジネス
貿易 事業投資・経営

12376

中国食料本部長
董事・副総経理

営業・海外営業・ 長年の貿易実務経験を活かし海外バイヤーとの英語、中国語での連絡、契約交渉。契約
サービス
書、その他の書類の英文、中文作成指導。特に中国については全面的フォローアップ。

物流マネジメント（育成）

10110 アジレント

製造、ロジスティクス

環境・資材・購
買・物流

ロジスティクスマネジメント（育成）
アジレント神戸の部品管理（倉庫）・発送の立上実績あり

物流（戦略立案、コスト管理（見える化）、
コスト改善

12-118 ボストンコンサルティング

物流PJ参画（大手食品卸、中堅物流会社、大手複
写機、大手日雑、大手飲料、アパレル小売）

環境・資材・購
買・物流

物流（戦略立案、コスト管理（見える化）、コスト改善、品質改善、センター設計、
倉庫設計、拠点再構築、評価、在庫管理）

調達・物流

12-120 ヤマハ

調達・物流企画 責任者

環境・資材・購
買・物流

業種：製造業の材料・部品調達の強化。海外工場での調達を含んだグローバル調達

総合物流

環境・資材・購
買・物流

保管サービス
梱包サービス

工法開発チームリーダー

製造・海外製造・ 旋盤、フライス盤、円筒研磨盤、平面成型研磨盤、ボール盤、
生産技術
パンチングプレス、ベンダ、ガス、ティグ、スポット溶接、手仕上。精密加工、治具設計

改善 社員教育 ものづくり工法
新規工場建設（国内・海外）
ＩＥ技術
現場改善/自動化推進/見える化

人材育成

12-134 パナソニック

10109 トヨタ車体
10112 リコー

セールスマーケティング
マレーシア、タイ、ブラジル
海外 ロシア貿易全般

物流

得意領域

分類

製造・海外製造・
生産管理、工程改善、現場管理（マネージメント）
生産技術

生産管理（トヨタ生産、５S、ムダ取り） 経営
中堅部品メーカー
12-115
革新（バランススコアカード、知財）
機械加工

人材
育成

経験

出荷配送のコンサルティング

伊藤忠商事
/某日系流通大手（北京）

12-067 佐川急便

特殊技能（旋盤、フライス盤、円筒研磨盤、
12-173 パナソニック
平面成型研磨盤、ボール盤、他）

ＩＥ技術を活用した現場改善/自動化推進/見える化による課題形成力
生産システムの開発（平準化生産方式・新工法等）

生産現場の改善 設備改善

営業・海外営業・ 約35年間 北、中南米向け自動車商材の海外営業、 現地部品メーカーと部品供給システ
サービス
ム、物流システムの現地取り纏め業務を経験

出荷配送のコンサルティング

特殊
技能 特殊技能

技能士

12-201 某輸送機器メーカー

車両メンテナンス

製造・海外製造・
溶接技能者
生産技術

特殊技能

技能士

12-202 某輸送機器メーカー

車両部品の開発・設計・製造・修繕

製造・海外製造・
表面処理技能者
生産技術

12-180 三菱総合研究所

危機管理プロジェクト
NTT合弁会社プロジェクトなど

経営企画・経営 リサーチ
管理・人事
土木工学専攻

執行役員
常勤監査役

システム

システム関係の営業・予算策定・契約対応等 約30年の経験
１２年にわたる業務推進、人事管理

デザイン部門 責任者

デザイン・情報シス
テム・マーケティング

プロダクトデザインにおけるデザインディレクション、デザインマネージメント業務

リサーチ
東京大学人間工学（博士号）

その IT関連のコンサルタント、プロジェクト推進、
12-203 某銀行系システム会社
他 営業企画提案、アウトソーシング
デザインマネージメント
TOEIC 850点以上

12-183 ソニー

☎03-6911-3766
info@career-p.co.jp

