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人生いろいろ 成功のヒント
Many ways of life-Key to success
「あるきっかけで仕事人生が変わる」「人生はタイミング」

ビジネス編

「an opportunity change your career」｢Life depends on timing｣

・品質管理（品質第一）

マナー編

・社長に向く人

・営業力

・No.2 に向く人、トップに助言できる人

・技術力

・マナーの良い人(接待・食事)

・リーダーシップのある人

・変化に強い人（時流に敏感）

・感謝

・利益貢献度大の人

・忘己利他の人

・謙虚な人

・結果の出る人

・クレーム処理

・正直、素直、真面目な人

・人材育成のできる人

・腰が軽い、フットワークの人

・気配り目配りのできる人

・ポジティブな人「Positive」

・来る者拒まず(協業､提携､連携)

・仕事を楽しんでいる人｢Positive」

・危機感のある人

・改革/イノベーション

・人に好かれる人

・本質の分かる人

・胆力のある人

・あいさつのできる人

・気づきの人、気遣いの人

・洞察力のある人

・礼儀正しい、礼を尽くす

・挑戦する人「Challenge」

・運がいい、チャンスを掴める人

・性格の明るい人「Positive」

・熱意「Positive」

・仕事中毒

・元気のある人

・信用、信頼のできる人

・集中力

・笑顔の人、愛嬌のある人

・即断即決ができる人「Speed」

・趣味のある人
自己啓発編

・先見性のある人、情報量が多い

・

・パイオニア精神「Challenge」

専門分野に精通している人

・譲る人

・戦略のある人「Challenge」

・経済に精通

・人の話を良く聞く人

・カイゼンに前向き「Challenge」

・外国語(グローバル指向)

・話が上手な人（的を得てる､短い）

・創造力、オリジナリティ

・人望、人徳

・空気が読める人

・成長の人「Challenge」

・向上心、成功したい人

・一般常識のある人

・人脈が多数

・あきらめない、持久力のある人

・ポカ休みしない、ドタキャンしない

・敵を作らない（競合、社内外）

・自信のある人（得意技有り）

・約束を守る人

・IT、HP、カタログ作成

・勉強する人

・時間に厳しい人

・コミュニケーション能力

・知識の広い人

・人の悪口を言わない人

・報連相

・勇気のある人

・口が固い

・行動力のある人

・仕事優先の人、仕事中毒

・切れない人

・健康管理

・プライベート優先の人

・思いやりのある人

・お客様第一主義な人

・ゆとり（余裕）のある人

・誠実な人

・積極性がある人

・お金に恵まれている人

・優しい人、包容力のある人

・逆境、プレッシャーに強い

・お金の使い方が上手

・女性にもてる人

・打たれ強い「Positive」

・格好いい人、おしゃれ

・義理人情の厚い人

・プロフェッショナル指向

・論語

・人に同情を求めない。

・責任感のある人

・自分に厳しい人

・弱みを見せない

・交渉力

・自己表現ができる

・尊敬される人

・仕事の速い人、集中力「Speed」

・犠牲と奉仕の精神

・上司に恵まれる人

・仕事が正確な人

・メンターを持っている人

・部下に恵まれる人

・開発力（新製品）

・考える人

・食にこだわる人

・生産力（生産効率の向上）

・文章力のある人

・5S（整理、整頓・・・）

・プレゼンの上手い人

・粋な人

以上
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Many Ways of Life – Keys to Success
「an opportunity changes your career」「Life depends on timing」
Business

・ Productivity

Manners

・ Quality first
・ Suited for Leader (CEO)

・ Sales strategy

・Good manners (at table with customers)

・ Suited for Advisor (No. 2)

・ Technical skills

・Appreciation

・ Leadership

・ Alert to changes

・Humble

・ Contribution to profit

・ Selflessness, profiting others

・Honest

・ Bearing results

・ Managing claims

・Considerate

・ Good trainer

・ Light footwork

・Enjoy working ｢Positive」

・ Positive thinking [Positive]

・ Willing to cooperate

・Lovable

・ Sense of emergency

・ Innovative

・Greeting

・ Knowing the essence

・ Courageous

・Polite

・ Taking notice, concerning

・ Insight

・Bright 「Positive」

・ Challenging [Challenge]

・ Lucky, grasping chances

・Energetic

・ Passion [Positive]

・ Workaholic

・Smiles, charming

・ Reliable

・ Concentration

・Have hobbies

・ Quick decision 「Speed」
・ Knowledge, foresight

・Stylish
・ Specialist
Self-Development

・ Pioneer spirit 「Challenge」

・Yielding
・Good listener

・ Strategy 「Challenge」

・ Knows economy

・Good speaker (simple, clear)

・ Positive for improvement

・ Global minded

・Knows the situation

・ Creativity, Originality

・ Popularity

・Have common sense

・ Growth minded 「Challenge」

・ Ambitious

・Don’t cancel at the last minute

・ Personal connections

・ Never give up

・Keep promise

・ Don’t make enemies

・ Self-confident

・On time

・ IT, making HP & Catalog

・ Studious

・No talk backs

・ Communication skills

・ Wide knowledge

・Discreet

・ Report, communicate, consult

・ Courageous

・Long temper

・ Active

・ Work first, Workaholic

・Compassionate

・ Health care

・ Private first

・Trustworthy

・ Customers first (customer is king)

・ Have some spare time

・Gentle, tolerant

・ Positive

・ Blessed with money

・Popular with women

・ Facing oppressions

・ Making good use of money

・Duty and humanity

・ Enduring 「Positive」

・ Cool, fashionable

・Don’t ask for compassion

・ Professional

・ Analects

・Don’t show weakness

・ Responsible

・ Self-strict

・Respectable

・ Negotiation skills

・ Self-expressing

・Blessed with good bosses

・ Speedy 「Speed」

・ Self-sacrificing and serving

・Blessed with good subordinates

・ Precise

・ Having a mentor

・Particular about food

・ Development skills (new products)

・ Thinker

・5S (sort, set, shine, standardize, sustain)

・ Good writer
・ Good presenter

