ヒューマンダイナミック、シナジーワークスとの日本における 2018 年パートナーシップについて

お客様各位
2017 年は、日本国内におきまして、ヒューマンダイナミックをご愛顧頂き、また貴社従業員の皆さまに対
しワークライフ・コーチング/EAP サービスをご提供させて頂きましたことを心より感謝申し上げます。弊社
は、サービス範囲の拡大、および品質向上に日々努めさせていただいております。
2018 年、新たな一歩を踏み出すにあたり、グローバルな統合的人材マネジメント・コンサルティングファ
ームであるヒューマンダイナミックは、日本のお客様により優れた人材マネジメントソリューションをご提供
するため、専門的なメンタルヘルス・サービスおよび従業員支援プログラム（EAP）のプロバイダーであるシ
ナジーワークスとのパートナーシップを締結致します。
ヒューマンダイナミックとシナジーワークスは、ともにビジョンを共有してコンサルティングを行い、お客
様の心の健康や個人レベルでのストレスマネジメントをサポートするだけでなく、ラーニング＆ディベロップ
メントやビジネスリーダーシップ・コーチング、e ラーニングを通して、個々のリーダーシップを強化します。
そして、VUCA のビジネス環境において、課題や変化に直面する企業へのサポートをご提供致します。

ヒューマンダイナミックとシナジーワークスは、本パートナーシップが日本のお客様に利点をもたらし、満
足度向上に繋がる大きな成果を挙げることを期待しています。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、引き
続き宜しくお願い申し上げます。

ヒューマンダイナミック日本支社
マネージング・ディレクター
リナ・ラム

シナジーワークス合同会社
代表 酒井豊美
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Human Dynamic Partnership with ShenergyWorks in Japan, 2018

Dear Valued Customer,

Human Dynamic would like to express our sincere gratitude and thank you for being our customer and allowing us to
offer Work Life Coaching/EAP services for your employees in Japan in 2017. We strive daily to widen the service scope
and improve our quality of services.

Stepping into the new year 2018, Human Dynamic, a global Integrated People Management Consulting firm, is excited to
announce the partnership with ShenergyWorks, a specialized Mental Health Service and Employee Assistance Program
(EAP) provider in Japan with the purpose that will deliver better people management solutions to customers in Japan.

Together, Human Dynamic and ShenergyWorks share the vision and we will provide consultation not only to support our
clients’ psychological health and stress management on individual level, but also to enhance individual’s leadership
through learning and development, business leadership coaching and e-learning in order to support corporates to face of
the new challenges and changes in the VUCA business environment.

Again, appreciate your continued support. Human Dynamic and ShenergyWorks look forward to our partnership will
reap the significant benefits leading to advantage and greater satisfaction to customers in Japan.

Yours sincerely,
Lina Lam

Toyomi Sakai

Managing Director – Korea & Japan

CEO & Founder
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