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ため社内サークル制度がスタートしました。

セールスマネージャー」を使って活動の申請と報告を

費を受け取ることができます。サークル活動がスタートした

テニスサークル」「e-sport

社員同士のコミュニケーションの機会

係を強化してエンゲージメントを醸成していくための取り組みを推進してまいります。

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

20～50 代の男女／会社経営者・役員・団体役

CRM/SFAの利用者／

） 

住友信託銀行八重洲ビル

スポーツや文化などのサークル活動を促進し、社員同士の交流を活性化するととも

ため社内サークル制度がスタートしました。

」を使って活動の申請と報告を

がスタートした

sportサークル

社員同士のコミュニケーションの機会

を推進してまいります。

記載された社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 

代の男女／会社経営者・役員・団体役

の利用者／400 名／

住友信託銀行八重洲ビル 9F 

スポーツや文化などのサークル活動を促進し、社員同士の交流を活性化するととも

ため社内サークル制度がスタートしました。

」を使って活動の申請と報告を

がスタートした 2017 年 9

サークル」「釣り部」が

社員同士のコミュニケーションの機会を増やし、信頼関

を推進してまいります。 

代の男女／会社経営者・役員・団体役

名／Webアンケート

 

スポーツや文化などのサークル活動を促進し、社員同士の交流を活性化するととも

ため社内サークル制度がスタートしました。サ

」を使って活動の申請と報告を行うこ

9 月には

「釣り部」が設立さ

、信頼関

代の男女／会社経営者・役員・団体役

アンケート 


