
会社の将来を背負う人材の見分け方 
～特性検査の重要性 ～ 

ごあいさつ 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご
高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
近年、あらゆる業種・業態で企業活動はグローバル化・複雑化し、競争は激化す
る一方、日本の労働人口は減少傾向にあり、「優秀な人材の確保」は企業が成
長し拡大するために不可欠な課題になってきました。 
一方で、折角採用した人材が想定通りのパフォーマンスを示さなかったり、短期
間で退職したりといったケースも増加しています。この原因は何なのでしょうか。 
本セミナーでは、10年後、20年後に活躍する人材を短期間でどのように見極め
るのか、今人材採用に求められている「質と効率の向上」についてご紹介いたし
ます。 
第1部では今後の採用戦略の在り方について、元ソニー株式会社 人事戦略部
統括部長、現株式会社レイル 顧問の中田研一郎よりこれまでの実務経験をもと
にご説明し、第2部では「未来型」採用検査MARCO POLOを新たな採用検査の
一つとして活用した採用事例について、レイル社よりご紹介いたします。 
ご多用中のこととは存じますが、「検査上の高スコア者が必ずしも入社後にフィッ
トしないというジレンマ」を感じていらっしゃる、もしくは採用検査の検討を進めて
いらっしゃる多くの企業様のご参加をお待ち申し上げます。 

敬具 

主催：有限責任 あずさ監査法人 
 株式会社レイル 
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プログラム 

15:30～16:00 
（30分） 

（第1部） 
これからの採用戦略について 
ソニーでは数々の人事改革を行い、コンピテンシー面接や性格特性検査など、人事に科学を活用し
てきました。属人的な判断での採用を繰り返していると、いずれ大きな成長の足かせを生じてしまい
ます。今、人事が考えるべき採用戦略について、これまでの経験を踏まえご説明いたします。 
                 

元ソニー株式会社 人事戦略部統括部長 
株式会社レイル 顧問 中田 研一郎 

16:00～17:00 
（60分） 

（第2部） 
特性検査の重要性。採用こそ人に任せていてはダメ！ 
～10年後20年後に我が社を背負っていく人材発掘方法～ 
採用検査を用いる目的は、我が社における将来の活躍可能性を見極めることです。 
様々な事例も交えながら、採用検査の意義や活用法に関して、科学的見地から分かりやすくご説明
いたします。 

株式会社レイル 代表取締役社長 須古 勝志 

※内容、日程等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 

開催日時  2015年 9月25日（金） 15:30～17:00 （15:00受付開始） 
 
 
 



 
 
 
お問合せ先 
有限責任 あずさ監査法人 
セミナー事務局 （担当：田口） 
TEL：03-3548-5802 / FAX：03-3548-5320 
e-Mail : IPO-support@jp.kpmg.com 
www.kpmg.com/jp/azsa 

ご提供いただく個人情報は、共催各社の個人情報保護方針に基づき、①有益な情報の提供（サービスのご案内、
メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）及びアンケート、
調査へのご協力依頼 、②お問合せに関する回答、等の目的で利用させていただくことがございます。各社の個
人情報保護方針は下記リンクよりご確認ください。（本件に関するお問合せはIPO-support＠jp.kpmg.comまでお
願いいたします）。  
有限責任 あずさ監査法人 http://www.kpmg.com/jp/privacy 
株式会社レイル http://www.reile.co.jp/policy.html 
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講師略歴 

株式会社レイル 代表取締役社長 須古勝志  
1998年株式会社レイル設立、代表取締役社長就任。 
CBT（Computer Based Testing）、e-Learning、パソコン検定試験（P検）の事業開
発に従事。2013年、6年間の実証実験を経て「未来の活躍可能性を定量化し、人事
を科学する仕組み：MARCO POLO」事業を開始。 

開催概要 

開 催 日 時 2015年9月25日（金） 15:30～17:00 

会 場 
あずさ監査法人 東京事務所（飯田橋） 
あずさセンタービル 14階ラウンジ 
（新宿区津久戸町1番2号） 

定 員 
10名 
※定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、あらかじめご
了承ください。また、同業他社様の参加はご遠慮いただいております。 

受 講 料 無料 

申 込 方 法 

別紙申込書に必要事項をご記入の上、9月24日（木）までに
メール又はFAXにてお申込みください。 
なお、お申込後、ご都合によりキャンセルされる場合は、 
下記お問合せ先にその旨ご連絡ください。 
※お申込みいただいた会社の社名については秘密厳守といたします。 
※受付にてお名刺を頂戴いたします。 

※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止する場合がございます。 

JR 
総武線「飯田橋駅」東口・西口より徒歩約8分 
 
地下鉄 
有楽町線・東西線・南北線・大江戸線 「飯田
橋駅」B4b出口またはC1出口より徒歩約3分 

元ソニー株式会社 人事戦略部統括部長 株式会社レイル 顧問 中田 研一郎   
元ソニー株式会社人事戦略部統括部長。現在まで、中央大学大学院戦略経営研究
科客員教授、青山学院大学経営学部客員教授、中国清華大学継続教育学院顧問
等の経歴を持つ。 
未来検査研究所（レイル内）企業人事アドバイザリー・フェロー。 一橋大学法学部卒

業。著書に『ソニー 会社を変える採用と人事』（角川学芸出版）、『就職活動に勝
つ！』（角川学芸出版）等。 



 

セミナー申込書  
有限責任 あずさ監査法人 行 

e-Mail : IPO-support@jp.kpmg.com 
FAX: 03-3548-5320 

 
 

日 時   2015年9月25日（金） 15:30 ～17:00 （15:00から受付開始） 
会 場   あずさ監査法人 東京事務所（飯田橋） 
 あずさセンタービル 14階ラウンジ 

   
 

参加をご希望される場合は、以下に必要事項をご記入のうえ、9月24日（木）までにメール又はFAXにてお申し込
みください。 
 
貴社名                                電話番号 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

お名前 お役職  メールアドレス 

ご提供いただく個人情報は、共催各社の個人情報保護方針に基づき、①有益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）及
びアンケート、調査へのご協力依頼 、②お問合せに関する回答、等の目的で利用させていただくことがございます。各社の個人情報保護方針は下記リンクよりご確認ください。（本件に関するお問合せはIPO-
support＠jp.kpmg.comまでお願いいたします）。  
有限責任 あずさ監査法人 http://www.kpmg.com/jp/privacy   
株式会社レイル http://www.reile.co.jp/policy.html 
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