
 

阿部重利 

ヒューマネコンサルティング株式会社代表取締役 

http://humane-c.co.jp 

電話番号：048-940-0736   

  

＜資格等＞ 

経営コンサルタント 

BCS 認定プロフェッショナルビジネスコーチ 

FP 技能士一級 

日本 FP 協会認定 CFP 

キャリアカウンセラー 

金融知力インスラクター 

DC アドバイザー 

一種証券外務員 

ワークライフバランスコンサルタント 

心理カウンセラー  

  

＜プロフィール＞ 

金融機関での実務経験を生かし、経営顧問・コンサルティング活動の傍ら、全国各地で講演会をはじめ、

年約１５０本の企業研修、講演会、セミナー、などを精力的にこなしている。その語り口と説得力は各

方面から好評を得ており、これまで講演や研修を受けた人々に多大なる影響を提供している。  

  

＜著作＞ 

 「"危機感"のない人にチャンスは来ない！」（セルバ出版） 

「働き方が変わる！会社が変わる！実践ワーク・ライフ・ハピネス」（万来舎） 

「実践 ワーク・ライフ・ハピネス２～成功する会社は仕事が楽しい～」（万来舎） 

「人材育成の教科書」（ダイヤモンド社） 

「コモディティ投資入門」(アスペクト社) 

「フィナンシャルアドバイザー」（近代セールス社） 

「ファイナンシャルプラン」（きんざい） 

他 多数  

  

＜最近の講演実績一部＞（主催者様敬称略） 

 

◆主催：JAみえきた  

テーマ：：安心の老後を迎えるために今こそ知っておきたいお金の活用術  

参加人数：約 50 名  

http://humane-c.co.jp/


◆主催：FP協会埼玉支部スタディグループ川口、県東、熊谷  

テーマ：危機感を持って考えたい！～2020年経済・マーケット&経営・運用展望  

参加人数：約 100名  

 

◆主催：JAながの  

テーマ：：「お金の育て方」セミナー～ゆとりある将来のために資産づくりを考える～  

参加人数：約 40 名  

 

◆主催：JA佐波伊勢崎  

テーマ：人生 100年時代！～セカンドライフを楽しむためのお金の話～  

参加人数：約 50 名  

 

◆主催：株式会社 エフピー研究所  

テーマ：人生 100年時代を生き抜く！多様なライフデザインを理解する講座  

参加人数：約 40 名  

 

◆主催：株式会社 エフピー研究所  

テーマ：2020 年経済予測・大展望〜金利、株価、為替はどう動く！？  

参加人数：約 40 名  

 

◆主催：JAいるま野  

テーマ：資産形成セミナー～人生 100 年時代の老後設計・資産形成～  

参加人数：約 120 名 

 

◆主催：埼玉県 

テーマ：ライフプランセミナー～マネープラン、健康管理～ 

参加人数：約 200名 

 

◆主催：野田新聞店 

テーマ：相続・終活セミナー～具体的に何をすればいいのか？～ 

参加人数：約 60 名 

 

◆主催：栃木県毎日系日経ブロック会 

テーマ：日経セミナー～老後資金 2000万円」をどう備えるか？～ 

参加人数：約 20 名 

 

 

 



◆主催：埼玉県   

テーマ：40 代～50 代から考えるライフプランセミナー「マネープラン、健康管理」   

参加人数：約 400 名   

  

◆主催：東京中小企業家同友会中央区支部   

テーマ：“危機感”のない人にチャンスは来ない！〜”大変化”の時代にゆでガエル経営者にならない

ために中小企業を取り巻く外部環境を知る～！   

参加人数：約 50 名   

  

◆主催：税理士法人恒輝 EC センター 

テーマ：〜危機感を持って迎えたい！〜2019 年経営・経済大展望～ 

参加人数：約 120 名   

  

◆主催：埼玉中小企業家同友会 

テーマ：中小企業を取り巻く 2019 年外部環境 

参加人数：約 30 名   

  

◆主催：株式会社 エフピー研究所 

テーマ：シニア【起業】入門〜起業の視点からとらえる独立開業準備 

参加人数：約 40 名   

  

◆主催：株式会社 エフピー研究所 

テーマ：シ 2019 年経済予測・大展望〜金利、株価、為替はどう動く 

参加人数：約 40 名   

  

◆主催：富士見市商工会 埼玉県 

テーマ：～これからの企業防衛術～働き方改革と事業承継対策の必要性 

参加人数：約 30 名  

  

◆主催：JR 東日本八王子支社 

テーマ：～職場が変わる！働き方が変わる！～ダイバーシティ、ワーク・ライフ・バランスとは？ 

参加人数：約 100 名  

  

◆主催：茨城県社会保険労務士会県西支部 

テーマ：～「働き方改革」実現のための～ダイバーシテイ、健康経営、ワークライフバランスとそのサ

ポート 

参加人数：約 30 名  

  



◆主催：文教大学 

テーマ：幸せな進路選択のために～情報収集・活用の重要性～ 

参加人数：約 500 名  

  

◆主催：トラストブレインズ株式会社 

テーマ：ロジカルシンキング入門講座 

参加人数：約 20 名  

  

◆主催：埼玉県社会保険労務士会川口支部 

テーマ：健康経営の必要性とそのサポートのあり方 

参加人数：約 20 名  

  

◆主催：埼玉県 

テーマ：定年後の新たなライフスタイル シニア起業入門セミナー  人生 100 年時代に向けて心豊かな

シニアライフを 

参加人数：約 200 名  

  

◆主催：日本配置システム研究会 

テーマ：社員のモチベーションがグングン上がる仕組み作り 

参加人数：約 20 名  

  

◆主催：常陽銀行長岡支店 

テーマ：部下指導の軸、タイプ別部下指導、人を生かす経営 

参加人数：約 20 名 

 

◆主催：笑顔相続コンサルティング株式会社 

テーマ："危機感"のない人にチャンスは来ない！～ これからのビジネス構築術～ 

参加人数：約 15 名     

  

◆主催：埼玉県庁ウーマノミクス課埼玉県工業団地連合会 

テーマ：”危機感”のない人にチャンスは来ない！ 

参加人数：約 30 名  

 

◆主催：企業年金活用研究会 

テーマ：“危機感”で迎える 2018 年 

参加人数：約 20 名  

  

 



◆主催：日本ＦＰ協会 

テーマ：毎年恒例！2018 年経済予測・大展望 

参加人数：約 50 名  

  

◆主催：日本ＦＰ協会 

テーマ：“危機感”をチャンスに変えるビジネス構築術 

参加人数：約 50 名  

 4  

◆主催：沖縄知の風 

テーマ：ロジカル・シンキング講座 

参加人数：約 15 名  

  

◆主催：昭光通商株式会社 

テーマ：ワーク・ライフ・ハピネスとは何か？～働き方が変わる。会社が変わる。イキイキ・ワクワク

♪～ 

参加人数：約 100 名  

  

◆主催：福井県信連 

テーマ：キャリアアップ研修会 

参加人数：約 50 名  

  

◆主催：常陽銀行長岡支店 

テーマ：幹部が変わればチームが変わる！社長が変われば会社が変わる！ 

参加人数：約 20 名  

  

◆主催：トラストブレインズ株式会社 

テーマ：輝きキャリアのために・・ 

参加人数：約 20 名  

  

◆主催：ヒューマネコンサルティング株式会社 

テーマ：事業承継対策は 1 丁目 1 番地 

参加人数：約 10 名  

  

 

◆主催：会計人十日会 

テーマ：関与先への経営助言で活かせる経済情勢 ～危機感のない人にチャンスは来ない～ 

参加人数：約 20 名  

  



◆主催：文教大学 

テーマ：新聞の読み方と働き方改革 

参加人数：約 500 名  

  

◆主催：鍍金工業組合:埼玉県ウーマノミクス課 

テーマ：鍍金業に女性活躍は関係ない！はありえない！ 

参加人数：約 50 名  

  

◆主催：鹿島建設株式会社 

テーマ：社員や部下のモチベーションを上げるためのたった一つの方法とは？ 

参加人数：約 200 名  

 

◆主催：スタディグループ「スタートアップ」 

テーマ：”危機感”のない FP にチャンスは来ない！ 

参加人数：約 30 名  

  

◆主催：アシステムズ税理士法人 

テーマ：事業承継の肝「素晴らしい会社とは？イキイキ働くとは？天職とは？」 

参加人数：約 120 名  

  

◆主催：JA バンク福井県信連 

テーマ：これからの時代を生き残るための重要ポイント【モチベーション、考動力、顧客の囲い込み】 

参加人数：約 100 名 

 

◆主催：山武郡市農業協同組合 

テーマ：経済情報の重要性と取り方 

参加人数：約 120 名     

  

◆主催：トヨタ自動車 SX 会 パワトレ支部 

テーマ：組織活性化につながるダイバーシティ実践法 

参加人数：約 120 名  

 

◆主催：株式会社パナホーム北関東 

テーマ：”危機感”のない人にチャンスは来ない！～  ”危機”から資産を守る・活用する方法 ～ 

参加人数：約 50 名  

  

 

 



◆主催：ビジネスコーチ株式会社 

テーマ：御社が使える補助金・助成金を診断します！ “経営資源”を充実させるための 有効な補助金・

助成金活用術！ 

参加人数：約 20 名  

  

◆主催：ビジネスコーチ株式会社 

テーマ：”危機感”のない人にチャンスは来ない！～ビジネスで失敗しないために！ ～ 

参加人数：約 20 名  

  

◆主催：日本ＦＰ協会 

テーマ：2017 年経済予測・大展望 

参加人数：約 50 名     

  

◆主催：日本ＦＰ協会 

テーマ：ライフプランの質を高める「健康経営」と「ワークライフバランス」基礎講座 

参加人数：約 50 名     

  

◆主催：積水ハウス 

テーマ：トランプ大統領になったらどうなる？どう資産運用する？ 

参加人数：約 30 名  

  

◆主催：オリックス生命 

テーマ：社員や部下のモチベーションを上げるためのたった一つの方法 

参加人数：約 50 名  

  

◆主催：中小企業家同友会 

テーマ：これからの経営環境を学ぶ～驚くべき脅威とチャンス～経営者よ危機感を持て！ 

参加人数：約 120 名  

  

◆主催：ＪＡ小松市 

テーマ：顧客創造の肝と考働力組織の作り方 

参加人数：約 100 名  

  

◆主催：中小企業診断士城北支部健康経営研究会 

テーマ：～企業戦略としての～「健康経営」とワーク・ライフ・バランスの関係 

参加人数：約 20 名  

  

 



◆主催：中小企業庁 

テーマ：経営理念・ビジョン・戦略の作り方 

参加人数：約 25 名  

  

◆主催：中小企業庁 

テーマ：マーケティングの基礎知識 

参加人数：約 25 名  

  

◆主催：中小企業庁 

テーマ：マーケティング戦略の実際 

参加人数：約 25 名  

  

◆主催：中小企業庁 

テーマ：女性活躍推進法について 

参加人数：約 25 名  

  

◆主催：中小企業庁 

テーマ：資金調達方法と公的支援制度 補助金について 

参加人数：約 25 名  

  

◆主催：中小企業庁 

テーマ：真のワークライフバランス推進 

参加人数：約 25 名  

  

◆主催：中小企業庁 

テーマ：女性活躍と地域資源を活用した企業・創業 

参加人数：約 25 名  

  

◆主催：NPO 法人わぁくらいふさぽーたー 後援：財務省・埼玉県 

テーマ：子どもたちの未来のために「女性活躍」を！ 

参加人数：約 30 名  

 

◆主催：カネカ労働組合 

テーマ：「組合役員に必要な基礎経済知識」 

参加人数：約 30 名  

  

 

 



◆主催：ＪＡ鹿児島県経済連 

テーマ：顧客創造と組織活性化のために 

参加人数：約 120 名  

  

◆主催：川口市、 川口市男女共同参画推進センター 

テーマ：経営者講座「～これからの企業戦略～ワーク・ライフ・バランス＆ハピネス！」 

参加人数：約 30名  

  

◆主催：株式会社一ノ蔵 

テーマ：成功する会社は仕事が楽しい！～その極意とは？！～ 

参加人数:約 100名  

  

◆主催：埼玉県庁、埼玉県乗用自動車協会 

テーマ：女性活躍推進で企業成長！ 

参加人数：約 50名  

  

◆主催：埼玉県庁、埼玉県宅地建物取引業協会 

テーマ：女性活躍推進で企業成長！ 

参加人数：約 50名  

 

◆主催：埼玉県庁、一般社団法人情報通信設備協会 

テーマは：女性活躍推進で企業成長！ 

参加人数:約 30名  

  

◆主催：埼玉県庁、埼玉県造園業協会 

テーマ：女性活躍推進で企業成長！ 

参加人数:約 30名  

 

◆主催：日本ＦＰ協会 

テーマ：2016年経済大展望 

参加人数：約 50名  

  

◆主催：日本ＦＰ協会 

テーマ：ダイバーシティと倫理観の基礎講座 

参加人数：約 50名  

  

 

 



◆主催：川越商工会議所・埼玉県 

テーマ：～女性活躍推進で企業成長！～女性のための働き続ける応援セミナー 

参加人数：約 50 名  

  

◆主催：埼玉県ウーマノミクスプロジェクト女性の活躍するフィールド拡大事業 

テーマ：女性の活躍する社会への取り組みについて 

参加人数：約 60 名  

  

◆主催：中小企業庁 

テーマ：創業のための資金調達と公的支援制度 

参加人数：約 20 名  

  

◆主催：全日通労働組合 

テーマ：真のワークライフバランス・ダイバーシティを突き詰めるための３つのポイント 

参加人数：約 50 名  

 

◆主催：宮崎県庁 

テーマ：これからの企業戦略～ワークライフ・ハピネス～ 

参加人数：約 100名 

 

◆主催：埼玉県庁 

テーマ：ワークライフバランスはなぜ必要か？ 

参加人数：約 120名 

  

◆主催：埼玉県 

テーマ：イキイキと働けるために必要なこととは？ 

参加人数：約 30名 

 

◆主催：埼玉県男女共同参画推進センター 

テーマ：中小企業にとってのダイバーシティの真髄とは？ 

参加人数：約 40名 

 

◆主催：中小企業庁 

テーマ：営業・顧客開拓とリピーター作りの極意 

参加人数：約 20名 

 

 

 



◆主催：中小企業庁 

テーマ：資金調達と公的支援制度 

参加人数：約 20名 

 

◆主催：中小企業庁 

テーマ：ビジネスプランの考え方 

参加人数：約 30名 

 

◆主催：中小企業庁 

テーマ：マーケティングの基礎知識 

参加人数：約 30名 

 

◆主催：中小企業庁 

テーマ：営業販売・資金調達 

参加人数：約 30名 

 

◆主催：越谷市 

テーマ：女性のための働き続ける応援セミナー 

参加人数：約 30名 

 

◆主催：越谷市男女共同参画支援センター 

テーマ：働きやすい会社は業績が上がる！ 

参加人数：約 40名 

 

◆主催：越谷市民大学 

テーマ：2014年 世界経済大予測～「時代」と「リスク」と「戦略」を学ぶ～ 

参加人数;約 100人 

 

◆主催：一般社団法人埼玉県損害保険代理業協会 

テーマ：経済＆ビジネス大展望～今後の資産運用&ビジネス戦略の肝～ 

参加人数：約 100人 

 

◆主催：一般社団法人 農協流通研究所  

テーマ：顧客創造のために！組織活性化ために 

参加人数：約 200人 

 

 

 



◆主催：日本化学エネルギー産業労働組合連合会 

テーマ：ダイバーシティを考えよう！世代間のシナジー ～主役はあなたです～ 

参加人数:約 100名 

 

◆主催：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾅｼﾞｰ労働組合 

テーマ：関係性の質を高めるグッドサイクル 

参加人数:約 200人 

 

◆主催：電機連合静岡地方協議会 

テーマ：ダイバーシティ実践法 

参加人数：約 100名 

 

◆主催：クレディセゾン 

テーマ：ビジネスに必要な情報の取り方・活かし方 

参加人数：約 150人 

 

◆主催：埼玉中小企業家同友会東部地区 

テーマ：これからの中小企業に必要な考え方＝【ダイバーシティ！】共に学びましょう！ 

参加人数:約 60名 

 

◆主催：埼玉中小企業家同友会むさしの地区 

テーマ：～社長の「思考の枠」をとっぱらえ！～中小企業にもっともふさわしい経営戦略＝【ダイバー

シティ！】共に学び考えよう ！ 

参加人数:約 50名 

 

◆主催：埼玉中小企業家同友会 

テーマ：「キャリア」について考えよう！今、あなたにとっての天職とは？ 

参加人数:約 50名 

 

◆主催：仰星監査法人 

テーマ：ディズニーに学ぶ真の社員教育とホスピタリティ 

参加人数：約 50名 

 

◆主催：日赤東京都支部 

テーマ：ライフプランセミナー～これまでも、これからも、輝き続けるために～ 

参加人数：約 50 名 

 


