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三立興産株式会社の企業説明会 ＆ 市場づくり 

競争力を生み出すSANRITSUブランドの創造 

 
 

徐 誠敏 & 李美善 

  

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくりを企業とともに 
考える体験型プロジェクト 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、岡崎 未佑衣

ちゃんが自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、三輪  杏菜 

ちゃんが自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、朴 スビン 

ちゃんが自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、タクミちゃん

が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、ﾚ ｳﾞｧﾝ ﾙｱﾝ君

が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、ﾘ ﾁ ﾙｵﾝちゃん

が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、ｸﾞｪﾝ ｳﾞｧﾝ ﾀｰﾝ

君が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、ｸﾞｴﾝ ﾁｭﾝ ﾊｳ君

が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、ﾀﾞﾝ ﾀｲﾝ ﾁｮﾝ君

が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、ﾌﾞｨ ﾃｨ ﾌｫﾝ ﾗﾝ

ちゃんが自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、ｳﾞｨ ｳｪ ﾄｩｵﾝ君

が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 



13 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、ﾚ ｳﾞｧﾝ ｷｴﾝ君

が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、ﾄﾞ ﾊﾞﾝ ﾄｧｯﾄ君

が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、李ファン君が

自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 



16 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、金 一男君が 

自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 



17 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、林 泰煕君が 

自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社の関係者に対して、松並君と鈴木

君が自己紹介しているところ(☆彡^-^☆彡) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社 総務部総務グループ主任 池田 高彰様

から、企業説明会を行っているところです(🌠^-^🌠) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社 総務部総務グループ主任 池田 高彰様

から、企業説明会を行っているところです(🌠^-^🌠) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社 総務部総務グループ主任 池田 高彰様

から、企業説明会を行っているところです(🌠^-^🌠) 



22 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社 総務部総務グループ主任 池田 高彰様

から、企業説明会を行っているところです(🌠^-^🌠) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社 総務部総務グループ主任 池田 高彰様

から、企業説明会を行っているところです(🌠^-^🌠) 



24 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社 総務管財本部部長 稲垣 昌之様から、

自己紹介をしているところです(🌠^-^🌠) 



25 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社宇都宮営業所所長 遠藤 素伸様から、

勝ち残るための市場づくり競争力を生み出SANRITSU

ブランドの創造についてプレゼン中です(🌠^-^🌠) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社宇都宮営業所所長 遠藤 素伸様から、

勝ち残るための市場づくり競争力を生み出SANRITSU

ブランドの創造についてプレゼン中です(🌠^-^🌠) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社宇都宮営業所所長 遠藤 素伸様から、

勝ち残るための市場づくり競争力を生み出SANRITSU

ブランドの創造についてプレゼン中です(🌠^-^🌠) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社宇都宮営業所所長 遠藤 素伸様から、

勝ち残るための市場づくり競争力を生み出SANRITSU

ブランドの創造についてプレゼン中です(🌠^-^🌠) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社宇都宮営業所所長 遠藤 素伸様から、

勝ち残るための市場づくり競争力を生み出SANRITSU

ブランドの創造についてプレゼン中です(🌠^-^🌠) 
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本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社宇都宮営業所所長 遠藤 素伸様から、

勝ち残るための市場づくり競争力を生み出SANRITSU

ブランドの創造についてプレゼン中です(🌠^-^🌠) 



31 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社宇都宮営業所所長 遠藤 素伸様から、

勝ち残るための市場づくり競争力を生み出SANRITSU

ブランドの創造についてプレゼン中です(🌠^-^🌠) 



32 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
三立興産株式会社宇都宮営業所所長 遠藤 素伸様から、

勝ち残るための市場づくり競争力を生み出SANRITSU

ブランドの創造についてプレゼン中です(🌠^-^🌠) 



33 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

ブランドづくり体験型プロジェクトのメンバーたちは、

三立興産株式会社の企業説明会および

SANRITSUブランドの創造についてのお話に 

耳を傾けて聴いているところです(🌠^-^🌠) 



34 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

ブランドづくり体験型プロジェクトのメンバーたちは、

三立興産株式会社の企業説明会および

SANRITSUブランドの創造についてのお話に 

耳を傾けて聴いているところです(🌠^-^🌠) 



35 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 
ブランドづくり体験型プロジェクトのメンバーたちは、

三立興産株式会社の企業説明会および

SANRITSUブランドの創造についてのお話に 

耳を傾けて聴いているところです(🌠^-^🌠) 



36 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

三立興産株式会社の企業説明会および

SANRITSUブランドの創造についてのお話が 

終わった後、質疑応答中です(🌠^-^🌠) 



37 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

三立興産株式会社の企業説明会および

SANRITSUブランドの創造についてのお話が 

終わった後、質疑応答中です(🌠^-^🌠) 



38 

本 

名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

三立興産株式会社の稲垣昌之様、遠藤素伸様、 

池田高彰様とブランドづくり体験型プロジェクト

のメンバーたちと記念写真です(🌠^-^🌠) 



39 
名古屋経済大学経営学部  徐誠敏(ソソンミン)  李美善(イミスン) 

らしさを生み出すブランドづくり 

三立興産株式会社の稲垣昌之様、 

遠藤素伸様、池田高彰様、大変貴重な 

お話・ご助言をいただき、誠にありがとう 

ございました(☆彡^-^☆彡) 


