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セレクションアンドバリエーション株式会社 アソシエイトコンサルタント

現役プロサッカー選手を目指す人事コンサルタント。Jリーグを目指すサッカーチームにも参画し，ボランチのポジションで柔軟な活躍を続け
ている。1人ひとりがプロフェッショナルとして成長・活躍することと，チームワーク発揮の重要性とに着目し，企業の組織と人事の活性化の
ために日々活動している。
●住所：〒550-0003 大阪市西区京町堀1-4-9 京町橋八千代ビル3階
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