そし て

――『キヨスク改革』で変貌する組織
ＪＲ東日本リテールネット

『人と組織の変革』を実現するため
に、多くの組織が組革研への派遣を強
化しています。派遣者の期待とは。ま
た、原体験を経た参加者に生まれた、
意識の変容と職場の変化について紹介
します。
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