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研修の特徴

ONE TEAM受講

DX・IT活用を実現するには？

カテゴリー一覧
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取締役・新任役員

ビジネススキル

法務・人事・総務

財務・経理

営業・販売

貿易・国際ビジネス

パソコン・IT/WEB

日程 一覧

“東商マイページ”登録のご案内

ご受講までの流れ

FAX申込書

手指の消毒液を
ご利用ください

通学講座の会場では感染症対策を行っています

マスクを
着用願います

検温に
ご協力ください

換気を
行っています

適切な距離または
シールドを配置しています

オンライン講座
開催中

東京商工会議所　人材育成プログラム

2022.4～2023.3

研修講座
ガイドブック
2022

P.44
申し込み方法が変わります
申込受付開始 2月21日～
※申込受付中の講座も、
2月21日～申し込み方法が変わります
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ONE TEAM受講

企業内研修のご相談も承ります
自社の役員、従業員だけを対象とした企業内研修のカリキュラムをご提案します。

例）不祥事防止を目的とした「コンプライアンス研修」を社内で実施したい
　 →50名の従業員を対象に、社内会議室にて1日研修を約40万円で実施概要イメージ

実　績

ご相談の流れ ①ご相談開始（テーマ、実施時期、対象者、人数等）　　　②講師、内容、概算見積のご提示 
③詳細内容の調整（ご要望に合うよう、講座の具体的内容を詰めます）　　　④企業内研修の開催

オンラインでも伝わるプレゼンテーション（ハイブリッド形式）

コーチング（ハイブリッド形式） タイムマネジメント（オンライン）　等

新規事業創出（ハイブリッド形式）

東商研修
講座

おすすめ受
講方法

研修テーマ 経営者・管理職・リーダー 中堅社員・先輩社員 若手社員・新入社員

東京商工会議所 人材・能力開発部長からのご挨拶

東商の研修の特徴
実践から

職位や役割に応じたスキル・マインド、
業務に直結するビジネス・分野別スキルを

実践を通して習得できる！

一流講師から 受講仲間から
第一線で活躍する経験豊富な
講師陣だからよく理解できる！

他企業・他業種の受講仲間と共感、
新たな刺激を得ることができる！

同じ班の方から、
社内課題の解決のヒントを
得ることができた

管理職としての役割や考え方を
具体的に理解することができた。
意識を変えるキッカケになるので、
同僚にもぜひおススメしたい。

講師の経験談や具体的
な事例が多く、実務上の
疑問が解決できた

学ぶ

東京商工会議所では『研修講座活用のポイント』や研修効果を高めるために
効果的な『受講報告書フォーマット』をご案内しています。
ぜひ、ご活用ください。

　新型コロナウイルスは、弊所研修事業にも大きな影響を及ぼしました。感染症拡大が始まった時期に
は、講座の中止が相次ぎ、皆様のご期待に沿えない時期もありました。その後、通学講座においては、徹底
した感染症対策を行いながら実施しています。一方、2020年6月より開始したオンライン講座は、2021年
12月末までに延べ2,500名を超える皆様にご利用いただくまでになり、継続的に人材育成をおこなって
いただける環境が整いました。
　こうした状況を踏まえ、弊所では、１つ１つの講座毎に、通学型、オンライン型のどちらで提供することが
皆様のニーズに叶うか、受講効果や利便性等の観点から再検討し、設定しました。一部の講座では、通学、
オンライン、どちらも選べるハイブリッド型もご用意しています。

　「研修で学んだことを職場で活かしきれない」というお悩みを伺うことがよくございます。そこで、弊所では、チーム全体で１つの
研修テーマを選定する新しい受講形式「ONE TEAM受講」を推奨しています。
　コロナ禍は、「人材育成を止めない」皆様の強い想いを再認識する期間にもなりました。弊所では「通学でも、オンラインでも受講
効果が高い」を合言葉に、よりお役立ちできる講座提供に努めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

詳細はこちら

チームや組織の問題・課題は一部のメンバーだけでは解決できない。
組織がONE TEAMとなり、チーム全体で1つの研修テーマを受講し問題解決を成し遂げる。

全
　
　員

上
司
・
部
下

先
輩
・
後
輩

コミュニケーション

数字力

女性活躍

業務効率

ロジカルシンキング

段取り力

ビジネスマナー

報連相

データ活用

“折れない”部下の
育て方

女性管理職養成

経営幹部が身につけるべき
数的知識

人を動かす
“数字”を使った伝え方

管理職・職場リーダーの
ための時間術

女性リーダー行動革新

業務効率を上げる
タイムマネジメント

ロジカルシンキングの
活かし方

若手社員向け
段取り力向上

ビジネスマナー
トレーニング

（復習・ステップアップ編）

新入社員のための
ロジカルシンキング

新入社員のための
「仕事の段取り力」養成

ビジネスマナー
トレーニング
（入門編）

「報・連・相」で極める
ビジネスコミュニケーション

（管理職編）

エクセルでできる！ビジネスデータ分析

会社経営を強くする
ビジネスデータ活用戦略

後輩指導力
（OJTリーダー）養成

「報・連・相」で極める
ビジネスコミュニケーション

新入社員
ビジネス基礎

新入社員のための
「報・連・相」徹底訓練

会社の成長のために、人を育てる

入社１年目からの
数字力強化
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ONE TEAM受講

企業内研修のご相談も承ります
自社の役員、従業員だけを対象とした企業内研修のカリキュラムをご提案します。

例）不祥事防止を目的とした「コンプライアンス研修」を社内で実施したい
　 →50名の従業員を対象に、社内会議室にて1日研修を約40万円で実施概要イメージ

実　績

ご相談の流れ ①ご相談開始（テーマ、実施時期、対象者、人数等）　　　②講師、内容、概算見積のご提示 
③詳細内容の調整（ご要望に合うよう、講座の具体的内容を詰めます）　　　④企業内研修の開催

オンラインでも伝わるプレゼンテーション（ハイブリッド形式）

コーチング（ハイブリッド形式） タイムマネジメント（オンライン）　等

新規事業創出（ハイブリッド形式）

東商研修
講座

おすすめ受
講方法

研修テーマ 経営者・管理職・リーダー 中堅社員・先輩社員 若手社員・新入社員

東京商工会議所 人材・能力開発部長からのご挨拶

東商の研修の特徴
実践から

職位や役割に応じたスキル・マインド、
業務に直結するビジネス・分野別スキルを

実践を通して習得できる！

一流講師から 受講仲間から
第一線で活躍する経験豊富な
講師陣だからよく理解できる！

他企業・他業種の受講仲間と共感、
新たな刺激を得ることができる！

同じ班の方から、
社内課題の解決のヒントを
得ることができた

管理職としての役割や考え方を
具体的に理解することができた。
意識を変えるキッカケになるので、
同僚にもぜひおススメしたい。

講師の経験談や具体的
な事例が多く、実務上の
疑問が解決できた

学ぶ

東京商工会議所では『研修講座活用のポイント』や研修効果を高めるために
効果的な『受講報告書フォーマット』をご案内しています。
ぜひ、ご活用ください。

　新型コロナウイルスは、弊所研修事業にも大きな影響を及ぼしました。感染症拡大が始まった時期に
は、講座の中止が相次ぎ、皆様のご期待に沿えない時期もありました。その後、通学講座においては、徹底
した感染症対策を行いながら実施しています。一方、2020年6月より開始したオンライン講座は、2021年
12月末までに延べ2,500名を超える皆様にご利用いただくまでになり、継続的に人材育成をおこなって
いただける環境が整いました。
　こうした状況を踏まえ、弊所では、１つ１つの講座毎に、通学型、オンライン型のどちらで提供することが
皆様のニーズに叶うか、受講効果や利便性等の観点から再検討し、設定しました。一部の講座では、通学、
オンライン、どちらも選べるハイブリッド型もご用意しています。

　「研修で学んだことを職場で活かしきれない」というお悩みを伺うことがよくございます。そこで、弊所では、チーム全体で１つの
研修テーマを選定する新しい受講形式「ONE TEAM受講」を推奨しています。
　コロナ禍は、「人材育成を止めない」皆様の強い想いを再認識する期間にもなりました。弊所では「通学でも、オンラインでも受講
効果が高い」を合言葉に、よりお役立ちできる講座提供に努めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

詳細はこちら

チームや組織の問題・課題は一部のメンバーだけでは解決できない。
組織がONE TEAMとなり、チーム全体で1つの研修テーマを受講し問題解決を成し遂げる。
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社内でDX、I T  活用を実現するには？

経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」
解決のヒント！

　DXを実現していく上では、デジタル技術を活用して「ビジネスをどのように変革するか」についての
経営戦略や、経営者による強いコミットメント、それを実行する上でのマインドセットの変革を含めた
企業組織内の仕組みや体制の構築等が不可欠。
　既存のITシステムが老朽化・複雑化・ブラックボックス化する中では、データを十分に活用しきれず、新
しいデジタル技術を導入したとしても、データの利活用・連携が限定的であるため、その効果も限定的
となってしまう。
　加えて、既存のITシステムがビジネスプロセスに密結合していることが多いため、既存のITシステム
の問題を解消しようとすると、ビジネスプロセスそのものの刷新が必要となり、これに対する現場サイ
ドの抵抗が大きい。いかにこれを実行するかが、課題となっている。

出典：経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX 推進ガイドライン）Ver.1.0　平成３０年１２月」
https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf

私たち企業に
求められるコト

研修テーマの位置付け

経営者

部門責任者・担当者

実際に手を動かす担当者

ＩＴ活用・デジタル化を盛り込んだ
経営戦略を策定する

IT活用を社内で「当たり前」にする

DXの概念や、ITを活用した業務改革の第一歩を踏み出す

データやデジタル技術を活用した
競争優位の獲得・ビジネスモデルの変革

ＩＴ活用・デジタル化を実現するための社内体制の構築

すべての従業員のデジタルリテラシーの向上

エクセルで出来る！ビジネスデータ分析

リモートマネジメント

経理部門における
テレワーク導入の課題解決

経営者・新規事業責任者なら
知っておきたい
“デザイン思考”実践

システム開発・ソフトウェア契約の
トラブル対処法

経理・総務部門のための
RPAの活かし方

情報セキュリティの
法的責任と実務対応

オンライン商談力向上

【DX/RPA入門】手を動かして学ぶ！
 社内業務効率化トレーニング

会社経営を強くする
ビジネスデータ活用戦略

Webサイト〔構築・運用／
集客（SNSマーケティング）／
効果測定・改善〕

Googleアナリティクスによる
解析実務〔初級〕

パワーポイントアクセス
〔基礎／応用〕

エクセル
〔基礎／応用／関数／
マクロVBA〕

WordPressによる
ビジネスサイト構築
〔導入＆初期設定／
コンテンツ作成＆保守運用〕

ビジネススキル　P.22　マーケティング　P.16

法務　P.25財務・経理　P.28

法務　P.25財務・経理　P.28

マーケティング　P.16戦略　P.18

WEB　P.37 WEB　P.38WEB　P.37

パソコン・IT　P.39パソコン・IT　P.39パソコン・IT　P.38ｰ39

営業・販売　P.31マネジメント　P.14
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社内でDX、I T  活用を実現するには？

経済産業省の「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」
解決のヒント！

　DXを実現していく上では、デジタル技術を活用して「ビジネスをどのように変革するか」についての
経営戦略や、経営者による強いコミットメント、それを実行する上でのマインドセットの変革を含めた
企業組織内の仕組みや体制の構築等が不可欠。
　既存のITシステムが老朽化・複雑化・ブラックボックス化する中では、データを十分に活用しきれず、新
しいデジタル技術を導入したとしても、データの利活用・連携が限定的であるため、その効果も限定的
となってしまう。
　加えて、既存のITシステムがビジネスプロセスに密結合していることが多いため、既存のITシステム
の問題を解消しようとすると、ビジネスプロセスそのものの刷新が必要となり、これに対する現場サイ
ドの抵抗が大きい。いかにこれを実行するかが、課題となっている。

出典：経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX 推進ガイドライン）Ver.1.0　平成３０年１２月」
https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf

私たち企業に
求められるコト

研修テーマの位置付け

経営者

部門責任者・担当者

実際に手を動かす担当者

ＩＴ活用・デジタル化を盛り込んだ
経営戦略を策定する

IT活用を社内で「当たり前」にする

DXの概念や、ITを活用した業務改革の第一歩を踏み出す

データやデジタル技術を活用した
競争優位の獲得・ビジネスモデルの変革

ＩＴ活用・デジタル化を実現するための社内体制の構築

すべての従業員のデジタルリテラシーの向上

エクセルで出来る！ビジネスデータ分析

リモートマネジメント

経理部門における
テレワーク導入の課題解決

経営者・新規事業責任者なら
知っておきたい
“デザイン思考”実践

システム開発・ソフトウェア契約の
トラブル対処法

経理・総務部門のための
RPAの活かし方

情報セキュリティの
法的責任と実務対応

オンライン商談力向上

【DX/RPA入門】手を動かして学ぶ！
 社内業務効率化トレーニング

会社経営を強くする
ビジネスデータ活用戦略

Webサイト〔構築・運用／
集客（SNSマーケティング）／
効果測定・改善〕

Googleアナリティクスによる
解析実務〔初級〕

パワーポイントアクセス
〔基礎／応用〕

エクセル
〔基礎／応用／関数／
マクロVBA〕

WordPressによる
ビジネスサイト構築
〔導入＆初期設定／
コンテンツ作成＆保守運用〕

ビジネススキル　P.22　マーケティング　P.16

法務　P.25財務・経理　P.28

法務　P.25財務・経理　P.28

マーケティング　P.16戦略　P.18

WEB　P.37 WEB　P.38WEB　P.37

パソコン・IT　P.39パソコン・IT　P.39パソコン・IT　P.38ｰ39

営業・販売　P.31マネジメント　P.14
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カテゴリー一覧
講座№ 講座名 頁
A6 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 9
A5 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 9
A1 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・通学〕 9
A2 新入社員ビジネス基礎講座〔2日コース〕 9
A3 新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心/2日コース〕 10
A4 新入社員ビジネス基礎＆フォローアップ講座

〔超少人数・実践中心2日＋フォローアップ1日〕� NEW 10
PG 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座�2016 10

講座№ 講座名 頁
C11 事例で学ぶ！新入社員のためのコンプライアンス講座 10
C14 新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座 10
C9 新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座 10
C24 入社1年目からの数字力強化講座� NEW 11
C21 新入社員のためのロジカルシンキング講座 11
C8 新入社員のための社会人基礎講座 11
C6 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

新入社員
講座№ 講座名 頁
F1 ビジネス法務入門講座 25
F2 契約実務講座〔基礎編〕 25
F3 契約実務講座〔実践編〕 25
F14 システム開発・ソフトウェア契約のトラブル対処法講座 25
F15 中小企業のための情報セキュリティの法的責任と実務対応 25
F4 労働法実務講座〔入門編〕 25
G1 社会保険実務講座〔入門編〕 25
G2 社会保険実務講座〔実践編〕 25

法務・人事・総務

講座№ 講座名 頁
H5 新任経理担当者の基礎実務講座 27
H6 経理担当者レベルアップ講座 27
H1 財務分析講座〔入門編〕 27
H2 財務分析講座〔実践編〕 27
D1 財務3表一体理解講座 28
H4 資金繰り実務講座〔入門編〕 28

財務・経理

講座№ 講座名 頁
I1 営業“基礎力”養成講座 30
I7 女性営業力養成講座 30
I14 顧客の心をつかむ営業スキルアップ講座 30
I4 “売れる”営業チームづくり講座 30
I19 営業“思考力”養成講座� NEW 31

営業・販売

講座№ 講座名 頁
K1 貿易実務講座〔基礎編〕 33
K18 貿易実務で使える英文ビジネスEメール講座 33
K5 実践型貿易実務講座〔輸出入編〕 33
K13 非特恵原産地証明申請の基礎実務講座 33
K11 三国間貿易における書類作成の実務と貿易関係証明 33
K4 貿易実務講座〔輸出編〕 33
K3 貿易実務講座〔輸入編〕 33

貿易・国際ビジネス

講座№ 講座名 頁
PJ9 Webサイト構築・運用の基礎知識 37
PJ10 Web集客(SNSマーケティング)の基礎知識 37
PJ11 Webサイト効果測定・改善の基礎知識 37
PJ4 Googleアナリティクスによる解析実務〔初級編〕 37
PJ1 WordPressによるビジネスサイト構築〔導入＆初期設定編〕 38
PJ2 WordPressによるビジネスサイト構築〔コンテンツ作成＆保守運用編〕38
PE1 エクセル基礎2016 38
PE2 エクセル応用2016〔２日間通学編〕 38
PE5 エクセル応用2016〔動画配信＋通学編〕 36

パソコン・IT

講座№ 講座名 頁
C5 若手社員パワーアップ講座〔社会人経験2～3年編〕 11
C4 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験3～5年編〕 11
C3 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験5～10年編〕 11
C26 職場リーダー養成講座� NEW 12
C25 中堅社員　あなたの役割と仕事はこれだ！� NEW 12
C2 女性リーダー行動革新講座 12
C16 女性管理職養成講座 12
C1 管理職候補・係長のための管理職養成講座 12
C20 プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座 12
B2 新任管理者育成コース〔合宿編〕 13
B3 新任管理者育成コース〔通学編〕 13
B1 戦略的管理者育成コース〔通学編〕 13
B1 戦略的管理者育成コース〔合宿編〕 13
部下・後輩育成／チームづくり

E2 後輩指導力（OJTリーダー）養成講座 14
E12 「自ら考え動く」チームづくり講座 14
E10 リモートマネジメント講座 14
E1 部下の育成・指導法講座 14
E3 部下の指導・育成に活かすコーチング講座 14
E9 “折れない”�部下の育て方講座 14
E14 リーダーのための心理的安全性の高いチームのつくり方� NEW 14
E6 部下との面談スキルアップ講座 15

講座№ 講座名 頁
E11 部下の成長をうながすフィードバックの技術講座 15
C22 ベテラン社員（年上部下）とのコミュニケーション 15
C23 ハラスメント予防対策講座 15
E13 アンガーマネジメント×部下とのコミュニケーション・マネジメント� NEW 15
仕事術／戦略・マーケティング

D24 経営幹部・管理職のための情報整理術� NEW 15
C13 管理職・職場リーダーのための時間術講座 16
D2 エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座 16
D19 マーケティング戦略の立案と実践� NEW 16
D15 マーケティング発想力・思考力養成講座� RENEWAL 16
D14 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“デザイン思考実践”講座� RENEWAL 16
D16 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“新規事業成功の秘訣”習得講座 16
取締役・新任役員

D12 取締役・執行役員の役割と仕事 18
D13 会社経営を強くするビジネスデータ活用戦略講座 18
D8 売上予算必達のマネジメント講座 18
D17 経営幹部のための「経営戦略・事業戦略の構築手法」 18
F16 役員のためのリスクマネジメント講座� NEW 18
F8 役員に必要な会社経営の法務知識講座 18
D4 経営幹部が身につけるべき数的知識講座 18
G25 育成体制・育成計画の立て方と運用のしかた� NEW 18

階層別

講座№ 講座名 頁
ビジネスマナー　CS・ES

J1 ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕 20
J3 ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔入門編〕 20
J26 ビジネスマナートレーニング講座〔復習・ステップアップ編〕 20
J20 ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔応用編〕 20
J30 ビジネスモラル&コンプライアンス基礎講座 20
J11 お客さまの信頼をとりもどす�クレーム対応講座 20
コミュニケーション

J21 報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座 21
J40 報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座〔管理職編〕� NEW 21
J7 信頼される社員の気がきく仕事術講座 21
J18 人を動かす“数字”を使った伝え方講座 21
J15 アサーティブ・コミュニケーション講座 21
J37 信頼関係を生み出す「表情力」向上トレーニング講座 21
J16 リーダーのための職場活性化講座 21

講座№ 講座名 頁
J23 周囲を巻き込むファシリテーション力養成講座 21
業務効率化・改善

J29 生産性向上のための時短ワザ　整理整頓仕事術� RENEWAL 22
J32 うっかりミス防止講座 22
J12 若手社員向け�段取り力向上講座 22
J27 仕事の見える化を進める業務マニュアルの作成・管理の基本講座 22
J22 事務担当者のためのムダ削減と改善の具体策講座 22
J10 業務効率を上げるタイムマネジメント講座 22
J38 【DX/RPA入門】手を動かして学ぶ！社内業務効率化トレーニング講座 22
プレゼンテーション ／ 課題発見・問題解決

J4 プレゼンテーション力アップ講座〔入門編〕 23
J34 プレゼンテーション力アップ講座〔オンライン活用編〕 23
J5 プレゼンテーション力アップ講座〔実践編〕 23
J17 ロジカルシンキングの活かし方講座 23
J39 リーダーのための「問題発見・問題解決力」向上講座� NEW 23

ビジネススキル
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講座№ 講座名 頁
C11 事例で学ぶ！新入社員のためのコンプライアンス講座 10
C14 新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座 10
C9 新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座 10
C24 入社1年目からの数字力強化講座� NEW 11
C21 新入社員のためのロジカルシンキング講座 11
C8 新入社員のための社会人基礎講座 11
C6 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

新入社員
講座№ 講座名 頁
F1 ビジネス法務入門講座 25
F2 契約実務講座〔基礎編〕 25
F3 契約実務講座〔実践編〕 25
F14 システム開発・ソフトウェア契約のトラブル対処法講座 25
F15 中小企業のための情報セキュリティの法的責任と実務対応 25
F4 労働法実務講座〔入門編〕 25
G1 社会保険実務講座〔入門編〕 25
G2 社会保険実務講座〔実践編〕 25

講座№ 講座名 頁
G4 給与計算の実務講座 26
G8 年末調整の実務講座 26
G3 総務スタッフ入門講座 26
G24 新任ハラスメント相談担当者の基礎実務講座 26
G12 問題社員の解雇・指導・対処法講座 26
G11 働き方改革時代にマッチした就業規則策定講座 26
G17 採用戦略の立て方と広報・PR講座 26
G16 昇進・昇格の仕組みと管理職の選び方講座 26

法務・人事・総務

講座№ 講座名 頁
H5 新任経理担当者の基礎実務講座 27
H6 経理担当者レベルアップ講座 27
H1 財務分析講座〔入門編〕 27
H2 財務分析講座〔実践編〕 27
D1 財務3表一体理解講座 28
H4 資金繰り実務講座〔入門編〕 28

講座№ 講座名 頁
H11 経営の本質を探る原価計算と管理会計の基本講座 28
H8 決算書の基礎講座 28
H10 法人税申告書の基礎講座 28
H15 コロナショックから学ぶ�経理部門におけるテレワーク導入の課題解決講座 28
H12 経理・総務部門のためのRPAの活かし方講座 28

財務・経理

講座№ 講座名 頁
I1 営業“基礎力”養成講座 30
I7 女性営業力養成講座 30
I14 顧客の心をつかむ営業スキルアップ講座 30
I4 “売れる”営業チームづくり講座 30
I19 営業“思考力”養成講座� NEW 31

講座№ 講座名 頁
I20 ”勝てる”提案ができる提案書作成力養成講座� NEW 31
I17 営業“�提案力”�養成講座 31
I13 営業“�交渉力”養成講座 31
I9 営業アシスタント養成講座 31
I18 オンライン商談力向上講座 31

営業・販売

講座№ 講座名 頁
K1 貿易実務講座〔基礎編〕 33
K18 貿易実務で使える英文ビジネスEメール講座 33
K5 実践型貿易実務講座〔輸出入編〕 33
K13 非特恵原産地証明申請の基礎実務講座 33
K11 三国間貿易における書類作成の実務と貿易関係証明 33
K4 貿易実務講座〔輸出編〕 33
K3 貿易実務講座〔輸入編〕 33

講座№ 講座名 頁
L3 英文ビジネスEメールライティング基礎講座� RENEWAL 34
L20 ビジネス英語スキルアップ講座� NEW 34
K6 貿易・英文契約講座〔入門編〕 34
K9 貿易・英文契約講座〔基礎レベルアップ編〕 34
L5 海外の与信管理と債権回収講座 34
L2 国際売買契約講座〔基礎編〕 34

貿易・国際ビジネス

講座№ 講座名 頁
PJ9 Webサイト構築・運用の基礎知識 37
PJ10 Web集客(SNSマーケティング)の基礎知識 37
PJ11 Webサイト効果測定・改善の基礎知識 37
PJ4 Googleアナリティクスによる解析実務〔初級編〕 37
PJ1 WordPressによるビジネスサイト構築〔導入＆初期設定編〕 38
PJ2 WordPressによるビジネスサイト構築〔コンテンツ作成＆保守運用編〕38
PE1 エクセル基礎2016 38
PE2 エクセル応用2016〔２日間通学編〕 38
PE5 エクセル応用2016〔動画配信＋通学編〕 36

講座№ 講座名 頁
PE3 エクセル関数応用活用編2016 39
PB ワード＆エクセル実践ベンリ技テクニック 39
D2 エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座 39
PE4 エクセルマクロVBA入門2016 39
PA1 アクセス基礎2016 39
PA2 アクセス応用2016 39
PP パワーポイント2016 39
PH ホームページ作成〔HTML5/CSS3〕 39

パソコン・IT

講座№ 講座名 頁
E11 部下の成長をうながすフィードバックの技術講座 15
C22 ベテラン社員（年上部下）とのコミュニケーション 15
C23 ハラスメント予防対策講座 15
E13 アンガーマネジメント×部下とのコミュニケーション・マネジメント� NEW 15
仕事術／戦略・マーケティング

D24 経営幹部・管理職のための情報整理術� NEW 15
C13 管理職・職場リーダーのための時間術講座 16
D2 エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座 16
D19 マーケティング戦略の立案と実践� NEW 16
D15 マーケティング発想力・思考力養成講座� RENEWAL 16
D14 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“デザイン思考実践”講座� RENEWAL 16
D16 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“新規事業成功の秘訣”習得講座 16
取締役・新任役員

D12 取締役・執行役員の役割と仕事 18
D13 会社経営を強くするビジネスデータ活用戦略講座 18
D8 売上予算必達のマネジメント講座 18
D17 経営幹部のための「経営戦略・事業戦略の構築手法」 18
F16 役員のためのリスクマネジメント講座� NEW 18
F8 役員に必要な会社経営の法務知識講座 18
D4 経営幹部が身につけるべき数的知識講座 18
G25 育成体制・育成計画の立て方と運用のしかた� NEW 18

階層別

講座№ 講座名 頁
J23 周囲を巻き込むファシリテーション力養成講座 21
業務効率化・改善

J29 生産性向上のための時短ワザ　整理整頓仕事術� RENEWAL 22
J32 うっかりミス防止講座 22
J12 若手社員向け�段取り力向上講座 22
J27 仕事の見える化を進める業務マニュアルの作成・管理の基本講座 22
J22 事務担当者のためのムダ削減と改善の具体策講座 22
J10 業務効率を上げるタイムマネジメント講座 22
J38 【DX/RPA入門】手を動かして学ぶ！社内業務効率化トレーニング講座 22
プレゼンテーション ／ 課題発見・問題解決

J4 プレゼンテーション力アップ講座〔入門編〕 23
J34 プレゼンテーション力アップ講座〔オンライン活用編〕 23
J5 プレゼンテーション力アップ講座〔実践編〕 23
J17 ロジカルシンキングの活かし方講座 23
J39 リーダーのための「問題発見・問題解決力」向上講座� NEW 23

ビジネススキル
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階層別体系図

部長

対 象 講座名

課長

係長

5～10年

3～5年

2～3年

フォロー

採用時

管理職

経営者・役員

中堅

若手

新入
社員

階
層
別

経営幹部が
身に付けるべき
数的知識

役員に必要な
会社経営の
法務知識

＊（2022.4～2023.3）

取締役・執行役員
の役割と仕事

役員のための
リスクマネジメント

売上予算必達の
マネジメント

入社1年目からの
数字力強化

事例で学ぶ！新入社員の
ためのコンプライアンス

新入社員のための
「仕事段取り力」養成

新入社員のためのワード＆
エクセル実践演習講座2016

新入社員のための
｢報･連･相｣徹底訓練

新入社員のための
ロジカルシンキング

戦略的管理者
育成コース

プレイングマネー
ジャーとしての
課長の役割認識と

仕事力

中堅社員
パワーアップ

〔社会人経験5～10年編〕 後
輩
指
導
力

（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
リ
ー
ダ
ー
）
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A6 1日 |    をチェック！ 

新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 3月開催
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1.�� オリエンテーション

2.�� 社会人としてのスタンスと仕事への心構え
� •��社会人として持つべき意識と行動　•仕事の基本と心構え　•「プロフェッショ

ナルマインド」
3.�� ビジネスマナーと第一印象
� •��マナーの重要性　•「第一印象の重要性」　•「相手の心に届く挨拶の練習」
4.�言葉遣いと電話応対
� •��正しい敬語表現　•電話応対の基本
5.�� E メールのマナー
� •��E メールのルール
6.�� 訪問マナーと名刺交換
� •��訪問マナーの席次　•名刺交換
7.�� 仕事の進め方（PDCA、指示の受け方と報告）
� •���仕事の進め方の基本　•正確な指示の受け方と報告の仕方
� •��「指示の受け方と報告の仕方ロープレ」
8.�� まとめ
　　・「行動目標設定」　※マナー・マインド面での目標設定

オンライン 通　学

107703 3／30（水） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 2022年度の新入社員　30名

講　師 ノビテク 講師　戸松 晃子氏

ねらい ・�社会人・企業人としての意識と心構えを醸成し、目的を持って働
くことを理解する

・�ビジネスマナーの重要性を理解し、基本的なマナーを習得する
・�仕事の進め方の基本を理解する

A5 1日 |   をチェック！ 

新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 4月開催
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 • はじめに

• 自己紹介　　
１．社会人としての仕事の基本
� •��職場のルールを再確認しよう
� •��７つの意識
� •��仕事の進め方〜マネジメントサイクル

【ＰＤＣＡ】
２．周囲の人々とのコミュニケーション
� •��ケーススタディ　グループ討議
� •��人間関係を作るための第一印象と挨拶〜

対面時・オンライン時（音声）
� •��対面やリモートで必要な報告・連絡・相談
� •��情報伝達を的確に　
� •��傾聴力を身につける　
３．電話応対・携帯電話応対
� •��電話応対の４つの原則とチェックポイント
� •��電話を受けるときの流れ、応対ポイント
� •��携帯電話のマナー　

４．ビジネス文書・ビジネス文書とは�
　〜社内・社外に向けた文書

� •��ビジネス文書の基本
� •��ビジネスメールのポイント
５．訪問・来客応対
� •��訪問・来客時の応対
� •��訪問、来客、オンライン面談のマナー
� •��名刺交換のマナー（対面、オンライン）
６．メンタルタフネス
� •��これからの新しい時代を生き抜くために
� •��前向きな自分をつくる
� •��仕事とキャリア
� •��目標設定

※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学

107718 ①4／8（金）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円107719 ②4／13（水）

対　象 2022年度の新入社員　各回30名

講　師 シックス・スターズコンサルティング コンサルタント 柄澤 百代 氏 他

ねらい ・�社会人としての考え方や行動を理解し、意識の転換を図ります。
・�状況に合わせて対応できるよう、ビジネスに合わせたコミュニ
ケーション（挨拶、敬語、電話応対、オンラインミーティングなど）
の基礎について、ワークを行いながら、ポイントを絞って集中的
に学びます。

A1 1日 |   をチェック！ 

新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・通学〕 ～自律型新入社員を育成する～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1.�� オリエンテーション
2.�� 意識改革
� •��組織人に求められる 6つの意識
� •��新人でも結果を出せる印象管理
３.��社会人としてのビジネスマナー 5原則
� 〈身だしなみ〉〈表情〉
� 〈挨拶〉ー��挨拶 8大用語、クッション言葉 7大用語
� 　　� 陳謝の言葉 7大用語
� 〈態度〉ー��お辞儀、名刺交換・紹介
� 〈言葉遣い〉ー��ビジネス用語、敬語と慣用表現
4.�� 仕事の基本理解と実践　「できる人間の孝・動・学」
� •��電話応対　•来客訪問応対
� •��総合ロールプレイング
5.�� まとめ

オンライン 通　学
107704 ①4／4（月）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

107705 ②4／5（火）
107706 ③4／6（水）
107707 ④4／7（木）

対　象 2022年度の新入社員　各回72名
講　師 マネジメントサポート 代表取締役 古谷 治子 氏　講師 北村 真澄 氏
ねらい • �グループ討議や意見発表、ロールプレイングを活用する参加型研

修プログラムにより、敬語やビジネス用語、�電話応対、他社訪問
のマナーなど、ビジネス基礎知識のポイントを絞り込み、短期間
で集中的に学びます。�
•�企業人としての自覚を身に付け、1�日も早い即戦力化を促します。

A2 2日 |   をチェック！ 

新入社員ビジネス基礎講座〔２日コース〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1.��社会人としてのスタンス
　�•�社会人として持つべき意識と行動とは
2.��仕事の基本と心構え
　�•�仕事に必要な意識、プロフェッショナルマインド
3.��ビジネスマナーの基本
　�•�ビジネスマナーの必要性　•第一印象の重要性、身だしなみのポイント
　�•�相手に届く挨拶の仕方〜表情、姿勢の良いお辞儀、声の出し方
　�•�ビジネスに相応しい言葉づかいの基本、敬語チェックシート
4.��指示の受け方と報告
　�•�指示の受け方と報告の仕方　•仕事の進め方の基本
　�•�正確な指示の受け方と的確な報告の仕方
5.��電話応対、E�メール
　�•�電話の特性と応対のポイント　•好感を与える第一声、基本の電話応対
　�•�E�メールの基本マナー
6.��名刺交換、来客訪問応対時のマナー
　�•�来客訪問時のマナー
　�•�スマートな名刺交換の仕方、訪問時、来客応対時のケーススタディー
7.��仕事力の向上と自己成長
　�•�セルフマネジメント（ストレスコントロール、モチベーション）
　�•�自己育成プランニングの作成（半年間自己育成計画）
8.��まとめ�Q&A

オンライン 通　学
107708 ①

4／4（月）〜5(火)② 10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

39,600円
一般1名　79,200円

107709
107710 ③4／6(水) 〜7(木)
107711 ④4／7(木) 〜8(金)

対　象 2022年度の新入社員　各回90名
講　師 ノビテク 講師　溝口氏、石川氏、喜多村氏
ねらい ・�学生から社会人への意識の切り替えを行います。

・�２日間かけて丁寧に、ビジネスマナーや仕事の進め方の基本、社会人として�
必須の基礎知識を学びます。

・�多くの新入社員が特に苦手意識を持つ、社内での報告・連絡・相談や電話応対
についてもトレーニング演習を多く取り入れ、徹底的に訓練します。

☆講師による講座のねらい・ポイント紹介動画を掲載！講座の詳細を知りたい方は 2次元コードから動画をチェック！

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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A3 2日 |   をチェック！ 

新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心／2日コース〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 【１日目】
1.��社会人になるということ
� •��ニューノーマル時代のビジネスマナー
� •��経済、会社組織と職場のルール
２.��仕事の基本
� •��報告・連絡・相談
� •��情報収集の重要性〜新聞の読み方　

ネットの活用
３.��挨拶と言葉づかい
� •��挨拶の基本、挨拶・接客用語、お辞儀
� ���[ ロールプレイング／フィードバック ]
� •��敬語の基本、社会人としての言葉づかい
４.��コミュニケーションの重要性
� •��傾聴力を身につけよう
� •��円滑なコミュニケーション
� ���指示命令を受ける・報告をする
� ���[ ロールプレイング ]
１日目のまとめ　Ｑ＆Ａ

【２日目】
５.��電話応対　　
� •��電話を受ける時の流れ、応対ポイント、

基本用語をマスターしよう
� ���[ ロールプレイング／フィードバック ]
６.��ビジネス文書・メール
� •��ビジネスメールのポイント
７.��ニューノーマルでの訪問・来客応対
� •��名刺交換のマナー（対面・オンライン）
� •��席次のマナー（フィジカルディスタンス）

〜応接室・乗り物
� •��訪問・来客応対の流れ
� ���[ ロールプレイング ]
８.��メンタルタフネス
� •��これからの新しい時代を生き抜くために

〜セルフマネジメント
� •��前向きな自分をつくる〜ストレスへの対処
２日間のまとめ　Ｑ＆Ａ
※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学
107712 ①4／4（月）〜5(火)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

48,400円
一般1名　96,800円

107713 ②4／6(水) 〜7(木)
107714 ③4／11(月) 〜12(火)
107715 ④5／12(木) 〜13(金)

対　象 2022年度の新入社員　①②各回84名（1クラス42名まで）　③④各回42名
講　師 シックス・スターズコンサルティング コンサルタント 柄澤 百代 氏 他

ねらい ・�講師・アシスタントの２名で指導。挨拶や敬語、電話応対、オンライン業務で
の対応など重要なポイントの習得に向け、個別に指導します。

・�ニューノーマルな時代、状況判断力をつけていただけるよう、マナーの背景に
触れながらお伝えします。また、変化に対応する上で不可欠な、メンタルタフネス
や社会人基礎力、キャリアにつながるセルフマネジメントにも触れ、社会人として
の考え方をしっかり身に付けます。

A4 ２日+1日 | NEW � 事前課題  ※3日間講座です　（2日通学→中間課題他→1日通学）  をチェック！ 

新入社員ビジネス基礎＆フォローアップ講座〔超少人数・実践中心2日＋フォローアップ1日〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • �4 月から数か月をかけ、一人ひとりが力を発揮しやすいよう社会
人の基礎を身につけます。
•�豊富な討議や実習を通じ受講者同士の信頼を深め、多様な価値
観の中で成長し成果をあげる考動習慣を養成します。
•�変化する環境下で自律的に取り組むために必要な「気づく力」「働
きかける力」「メンタルタフネス」を養います。
•�試用期間にフォローの機会を設け入社時からの振り返りを行い、
身近な問題を解決する力を身につけます。

通　学 ＋ 通　学

107720 4／5(火)〜6(水) ＋ 6／3（金）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き

会員1名　

59,400円
一般1名　118,800円

対　象 2022年度の新入社員　24名　
※1社2名限定〜仕事の基本を身につけたうえで、職場への定着を促します〜

手厚いフォローオプションも充実！
• �事前課題、4月〜 6月の間の中間課題あり
•� �受講者向けオンラインランチ交流会、企業担当者向けオンラインミーティ
ング実施予定（希望性）講　師 シックス・スターズコンサルティング コンサルタント 原田 由美子 氏

PG 2日 | PC  ※パソコン設置の会場で実施

新入社員のためのワード＆エクセル
実践演習講座 2016

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107721 ①4／7（木）〜8（金）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

29,700円
一般1名　59,400円

107722 ②4／11（月）〜12（火）
107723 ③4／13（水）〜14（木）
107724 ④4／19（火）〜20（水）
107725 ⑤4／21（木）〜22（金）

対　象 2022年度の新入社員　各回20名
講　師 東商パソコン・IT担当講師

ねらい • �一人一台パソコンを使用し、ワークを用いた演習を通じてパソコン操作を身に
付ける実践形式の講座です。
•�２日間で、学生時代に学んだパソコンの機能と操作方法を整理するとともに、
具体的なビジネスシーンを想定した問題を読み解くことで、業務で必要となる
文書やデータ作成におけるワードとエクセルの基本機能を正しく理解し、操作
方法を身に付けます。

C11 半日 |   をチェック！

事例で学ぶ！
新入社員のためのコンプライアンス講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107726 ①4／13（水）

13 : 00〜16 : 00 会員1名　11,000円
一般1名　22,000円107727 ②4／14（木）

対　象 2022年度の新入社員　各回50名

講　師 インプレッション・ラーニング 講師 鈴木 瑞穂 氏

ねらい • �社会人経験のない新入社員に、そもそもコンプライアンスとは何か、な
ぜ守らなければならないのかを分かりやすく説明し、遵守しない怖さを
実感させます。
•�各ビジネスシーンでのコンプライアンスについて、多数の事例を取り上
げ、その行動の何に問題があるか、なぜダメなのかを考えるため、うわ
べだけの知識に留まらず今後の職場での行動にも結びつけられます。

C14 １日 |   をチェック！

新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座
～演習を通じてPDCAサイクルを身につける～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107731 ①4／19(火)

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

107732 ②4／22(金)
107733 ③4／26(火)
対　象 2022年度の新入社員　各回40名
講　師 マナビクス 代表 丹羽 將喜 氏

ねらい • �新入社員に求められる「仕事の段取り」の基本を学ぶことで、仕事と職
場への導入をスムーズにし、いち早く成果を出せる人材への変革を促し
ます。
•�知識を学ぶだけでなく、体験型演習を通じて受講者自身の「できている
こと」と「できていないこと」を洗い出し、研修後の行動改善につなげ
ます。

C9 半日 |   をチェック！

新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座
～職場に必須のコミュニケーションスキルを身につける～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107734 ①4／21（木）

13 : 00〜16 : 30 会員1名　11,000円
一般1名　22,000円

107735 ②4／22(金)
107737 ③4／27（水）
対　象 2022年度の新入社員　各回50名
講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • �上司・同僚と連携をとりながら円滑に仕事を進める、そのために必要な�
スキルが「報告」、「連絡」、「相談」です。この「報・連・相」に焦点を絞り、�
事例を設定した上でグループ演習も取り入れながら理解を深めます。
•�「報・連・相」が何故必要なのか、怠るとどうなるのかを体験し、また�
「どのような『報・連・相』の意識を持てば、上司や先輩から信頼され
るようになるのか」などの秘訣もお教えします。

C24 1日 | NEW

入社1年目からの数字力強化講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 オープニング

•��「数字」ってどんな時に使うもの？

数字で語れる人になろう
•��「数字の使い方」を知る３つの質問
•��あなたはどうやって「いいね」をもらうか
•��先輩の「どれくらい？」に答えられるか
•���数会話をしなさい〜数字とはコトバであ
る〜
•��ヒト、ジカン、カネに置き換える
•��【演習】�「いい感じです」を数字で説明し

なさい

数字で考える人になろう
•��なぜ「数字」で考える必要があるのか
•��ファクトフルネスの時代に必要なこと
•��「確かめてみる」という発想を持て
•��測る→作る→語る
•��【演習】�あなたが職場で測るべき数値は

何か？

入社１年目から使える数字活用術
エクササイズ 〜実際に使えるようになろう〜
•��講師が主張する「高い」に対し、数字を
使って「安い」に覆せ！

総合演習
•��【演習】「いい会社」であることを数字で

証明せよ

オンライン 通　学
109276 ①4／18(月)

10 : 00〜16 : 30
会員1名
　19,800円
一般1名　39,600円109277 ②4／21（木）

対　象 入社１年目の方、２年目以降で「数字が苦手」と い う課題感を持つ 
ビジネスパーソン　各回40名

講　師 BMコンサルティング　代表取締役　深沢 真太郎 氏

ねらい • ��ビジネスは数字で表現されるものであり、すなわち入社１年目
の仕事もすべて数字で表現されるもの。数字で考え、数字で語
る人材に育成するために、入社１年目のタイミングでスタート
ダッシュを図ります。
•��なぜ数字が大事なのか、成果を出すビジネスパーソンは数字を
どう活用するのか、といった本質を理解させ、学生からマイン
ドを変えるタイミングで「数字」の活用について体験や演習を
通じて身体に染み込ませます。

C21 １日 |   をチェック！

新入社員のための
ロジカルシンキング講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107729 ①4／20(水)

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円107730 ②4／28(木)

対　象 2022年度の新入社員　各回24名

講　師 ブレイクビジョン 代表取締役 車塚 元章 氏

ねらい ロジカル・シンキングは、論理を積み重ねていくことで考えを整理する思
考法です。こうした論理的な思考を鍛えることで、ビジネスに直結する�
さまざまな企画提案や問題解決をスムーズに進めることができます。本セ
ミナーでは、物事を論理的に深く掘り下げ、突き詰めていく思考を鍛える
ことで、新入社員として必要な「考え抜く力」を養います。

C8 １日 | 
新入社員のための社会人基礎講座
～新卒も中途も、社会人の基礎が学べます～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109539 ①10／7(金) 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109540 ②11／9（水）

対　象 2022年度新入社員、キャリア採用社員、ビジネスの基礎を学びたい方　各回70名

講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • �学生と社会人の違いを理解し、組織で働く上で必要な考え方を学びます。
•�ビジネスにおける基本的な３大ルール（ビジネスマナー・報連相・ＰＤ
ＣＡ）をグループワークやロールプレイングを通じて理解を深めます。

C6 １日 | 
新入社員フォローアップ講座

〔2022年度入社編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109467 ①7／12(火)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

109469 ②9／13(火)
109470 ③11／2（水）
109473 ④’231／20(金)

対　象 2022年度入社（社会人経験1年未満）の新入社員　各回48名
講　師 シックス・スターズコンサルティング コンサルタント 柄澤 百代 氏

ねらい • �入社後の成功体験や失敗体験を互いに共有し今後の成長の一助とします。
•�考え方や行動の特徴を認識した上で前向きに取り組むために必要なモノ
ゴトの捉え方、行動に役立てます。
•�ケーススタディを通して日常起こりうる問題を解決するための思考プロ
セスを学習し基礎的なスキルを身に付けます。問題解決スキルやコミュ
ニケーションスキルなどのソーシャルスキルを学び、ロールプレイなど
を用いて体得を図ります。

C5 １日 | 
若手社員パワーアップ講座

〔社会人経験2～3年編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109461 ①6／8(水)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

109462 ②8／25（木）
109463 ③11／15(火)
109465 ④’232／8（水）

対　象 社会人経験2～3年の若手社員（20代）　各回42名
講　師 ノビテク 講師 内山 厳 氏

ねらい • �自ら考え、動き、仕事を構築していくことのできる若手社員の育成を目
指します。
•�よりよい仕事をするために、高いモチベーションを維持しながら、客観
的に自身の行動パターンや考え方を見つめ直すことの必要性を学びます。
•�グループ演習を通じてセルフコーチングの手法を学びながら、仕事を合
理的、効率的、建設的に進められる社員、楽しみながら自分自身をリー
ドしていけるようになることを目指します。

C4 ２日 | 
中堅社員パワーアップ講座

〔社会人経験3～5年編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109450 ①6／16（木）〜17(金)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

40,700円
一般1名　81,400円

109451 ②9／27(火) 〜28（水）
109452 ③11／17（木）〜18(金)
109453 ④’232／9（木）〜10(金)

対　象 社会人経験3～5年の中堅社員（20～30代）　各回60名
講　師 プライムタイム 代表取締役 坂本 敦子 氏

ねらい • �「主体性の発揮」を基軸に演習を通じてキャリアの土台を築くためのスキ
ルや知識を身に付け、一段レベルアップした中堅社員を目指します。
•�ビジネスの基本動作を整理し、成果・結果につながる着眼力・着手力を養
います。
•�効果的な時間の使い方、リスク管理のポイントを実践的に学びます。
•�体験分析、プレゼンテーション、ディスカッションを通じて、自律した行動
に向けた「すぐに使えるスキル」を体験的に学びます。

C3 ２日 | 
中堅社員パワーアップ講座

〔社会人経験5～10年編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109442 ①6／1（水）〜2（木）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

40,700円
一般1名　81,400円

109446 ②9／13(火) 〜14（水）
109448 ③11／10（木）〜11(金)
109449 ④’231／17(火)〜18（水）

対　象 社会人経験5～10年の中堅社員　各回42名
講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • �組織から求められている中堅社員としてのミッションを理解します。
•�部下や後輩指導・上司への報告などに必要な戦略的コミュニケーション
手法を理解します。

☆講師による講座のねらい・ポイント紹介動画を掲載！講座の詳細を知りたい方は 2次元コードから動画をチェック！

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。
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A3 2日 |   をチェック！ 

新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心／2日コース〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 【１日目】
1.��社会人になるということ
� •��ニューノーマル時代のビジネスマナー
� •��経済、会社組織と職場のルール
２.��仕事の基本
� •��報告・連絡・相談
� •��情報収集の重要性〜新聞の読み方　

ネットの活用
３.��挨拶と言葉づかい
� •��挨拶の基本、挨拶・接客用語、お辞儀
� ���[ ロールプレイング／フィードバック ]
� •��敬語の基本、社会人としての言葉づかい
４.��コミュニケーションの重要性
� •��傾聴力を身につけよう
� •��円滑なコミュニケーション
� ���指示命令を受ける・報告をする
� ���[ ロールプレイング ]
１日目のまとめ　Ｑ＆Ａ

【２日目】
５.��電話応対　　
� •��電話を受ける時の流れ、応対ポイント、

基本用語をマスターしよう
� ���[ ロールプレイング／フィードバック ]
６.��ビジネス文書・メール
� •��ビジネスメールのポイント
７.��ニューノーマルでの訪問・来客応対
� •��名刺交換のマナー（対面・オンライン）
� •��席次のマナー（フィジカルディスタンス）

〜応接室・乗り物
� •��訪問・来客応対の流れ
� ���[ ロールプレイング ]
８.��メンタルタフネス
� •��これからの新しい時代を生き抜くために

〜セルフマネジメント
� •��前向きな自分をつくる〜ストレスへの対処
２日間のまとめ　Ｑ＆Ａ
※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学
107712 ①4／4（月）〜5(火)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

48,400円
一般1名　96,800円

107713 ②4／6(水) 〜7(木)
107714 ③4／11(月) 〜12(火)
107715 ④5／12(木) 〜13(金)

対　象 2022年度の新入社員　①②各回84名（1クラス42名まで）　③④各回42名
講　師 シックス・スターズコンサルティング コンサルタント 柄澤 百代 氏 他

ねらい ・�講師・アシスタントの２名で指導。挨拶や敬語、電話応対、オンライン業務で
の対応など重要なポイントの習得に向け、個別に指導します。

・�ニューノーマルな時代、状況判断力をつけていただけるよう、マナーの背景に
触れながらお伝えします。また、変化に対応する上で不可欠な、メンタルタフネス
や社会人基礎力、キャリアにつながるセルフマネジメントにも触れ、社会人として
の考え方をしっかり身に付けます。

A4 ２日+1日 | NEW � 事前課題  ※3日間講座です　（2日通学→中間課題他→1日通学）  をチェック！ 

新入社員ビジネス基礎＆フォローアップ講座〔超少人数・実践中心2日＋フォローアップ1日〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • �4 月から数か月をかけ、一人ひとりが力を発揮しやすいよう社会
人の基礎を身につけます。
•�豊富な討議や実習を通じ受講者同士の信頼を深め、多様な価値
観の中で成長し成果をあげる考動習慣を養成します。
•�変化する環境下で自律的に取り組むために必要な「気づく力」「働
きかける力」「メンタルタフネス」を養います。
•�試用期間にフォローの機会を設け入社時からの振り返りを行い、
身近な問題を解決する力を身につけます。

通　学 ＋ 通　学

107720 4／5(火)〜6(水) ＋ 6／3（金）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き

会員1名　

59,400円
一般1名　118,800円

対　象 2022年度の新入社員　24名　
※1社2名限定〜仕事の基本を身につけたうえで、職場への定着を促します〜

手厚いフォローオプションも充実！
• �事前課題、4月〜 6月の間の中間課題あり
•� �受講者向けオンラインランチ交流会、企業担当者向けオンラインミーティ
ング実施予定（希望性）講　師 シックス・スターズコンサルティング コンサルタント 原田 由美子 氏

PG 2日 | PC  ※パソコン設置の会場で実施

新入社員のためのワード＆エクセル
実践演習講座 2016

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107721 ①4／7（木）〜8（金）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

29,700円
一般1名　59,400円

107722 ②4／11（月）〜12（火）
107723 ③4／13（水）〜14（木）
107724 ④4／19（火）〜20（水）
107725 ⑤4／21（木）〜22（金）

対　象 2022年度の新入社員　各回20名
講　師 東商パソコン・IT担当講師

ねらい • �一人一台パソコンを使用し、ワークを用いた演習を通じてパソコン操作を身に
付ける実践形式の講座です。
•�２日間で、学生時代に学んだパソコンの機能と操作方法を整理するとともに、
具体的なビジネスシーンを想定した問題を読み解くことで、業務で必要となる
文書やデータ作成におけるワードとエクセルの基本機能を正しく理解し、操作
方法を身に付けます。

C11 半日 |   をチェック！

事例で学ぶ！
新入社員のためのコンプライアンス講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107726 ①4／13（水）

13 : 00〜16 : 00 会員1名　11,000円
一般1名　22,000円107727 ②4／14（木）

対　象 2022年度の新入社員　各回50名

講　師 インプレッション・ラーニング 講師 鈴木 瑞穂 氏

ねらい • �社会人経験のない新入社員に、そもそもコンプライアンスとは何か、な
ぜ守らなければならないのかを分かりやすく説明し、遵守しない怖さを
実感させます。
•�各ビジネスシーンでのコンプライアンスについて、多数の事例を取り上
げ、その行動の何に問題があるか、なぜダメなのかを考えるため、うわ
べだけの知識に留まらず今後の職場での行動にも結びつけられます。

C14 １日 |   をチェック！

新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座
～演習を通じてPDCAサイクルを身につける～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107731 ①4／19(火)

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

107732 ②4／22(金)
107733 ③4／26(火)
対　象 2022年度の新入社員　各回40名
講　師 マナビクス 代表 丹羽 將喜 氏

ねらい • �新入社員に求められる「仕事の段取り」の基本を学ぶことで、仕事と職
場への導入をスムーズにし、いち早く成果を出せる人材への変革を促し
ます。
•�知識を学ぶだけでなく、体験型演習を通じて受講者自身の「できている
こと」と「できていないこと」を洗い出し、研修後の行動改善につなげ
ます。

C9 半日 |   をチェック！

新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座
～職場に必須のコミュニケーションスキルを身につける～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107734 ①4／21（木）

13 : 00〜16 : 30 会員1名　11,000円
一般1名　22,000円

107735 ②4／22(金)
107737 ③4／27（水）
対　象 2022年度の新入社員　各回50名
講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • �上司・同僚と連携をとりながら円滑に仕事を進める、そのために必要な�
スキルが「報告」、「連絡」、「相談」です。この「報・連・相」に焦点を絞り、�
事例を設定した上でグループ演習も取り入れながら理解を深めます。
•�「報・連・相」が何故必要なのか、怠るとどうなるのかを体験し、また�
「どのような『報・連・相』の意識を持てば、上司や先輩から信頼され
るようになるのか」などの秘訣もお教えします。

C24 1日 | NEW

入社1年目からの数字力強化講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 オープニング

•��「数字」ってどんな時に使うもの？

数字で語れる人になろう
•��「数字の使い方」を知る３つの質問
•��あなたはどうやって「いいね」をもらうか
•��先輩の「どれくらい？」に答えられるか
•���数会話をしなさい〜数字とはコトバであ
る〜
•��ヒト、ジカン、カネに置き換える
•��【演習】�「いい感じです」を数字で説明し

なさい

数字で考える人になろう
•��なぜ「数字」で考える必要があるのか
•��ファクトフルネスの時代に必要なこと
•��「確かめてみる」という発想を持て
•��測る→作る→語る
•��【演習】�あなたが職場で測るべき数値は

何か？

入社１年目から使える数字活用術
エクササイズ 〜実際に使えるようになろう〜
•��講師が主張する「高い」に対し、数字を
使って「安い」に覆せ！

総合演習
•��【演習】「いい会社」であることを数字で

証明せよ

オンライン 通　学
109276 ①4／18(月)

10 : 00〜16 : 30
会員1名
　19,800円
一般1名　39,600円109277 ②4／21（木）

対　象 入社１年目の方、２年目以降で「数字が苦手」と い う課題感を持つ 
ビジネスパーソン　各回40名

講　師 BMコンサルティング　代表取締役　深沢 真太郎 氏

ねらい • ��ビジネスは数字で表現されるものであり、すなわち入社１年目
の仕事もすべて数字で表現されるもの。数字で考え、数字で語
る人材に育成するために、入社１年目のタイミングでスタート
ダッシュを図ります。
•��なぜ数字が大事なのか、成果を出すビジネスパーソンは数字を
どう活用するのか、といった本質を理解させ、学生からマイン
ドを変えるタイミングで「数字」の活用について体験や演習を
通じて身体に染み込ませます。

C21 １日 |   をチェック！

新入社員のための
ロジカルシンキング講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
107729 ①4／20(水)

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円107730 ②4／28(木)

対　象 2022年度の新入社員　各回24名

講　師 ブレイクビジョン 代表取締役 車塚 元章 氏

ねらい ロジカル・シンキングは、論理を積み重ねていくことで考えを整理する思
考法です。こうした論理的な思考を鍛えることで、ビジネスに直結する�
さまざまな企画提案や問題解決をスムーズに進めることができます。本セ
ミナーでは、物事を論理的に深く掘り下げ、突き詰めていく思考を鍛える
ことで、新入社員として必要な「考え抜く力」を養います。

C8 １日 | 
新入社員のための社会人基礎講座
～新卒も中途も、社会人の基礎が学べます～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109539 ①10／7(金) 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109540 ②11／9（水）

対　象 2022年度新入社員、キャリア採用社員、ビジネスの基礎を学びたい方　各回70名

講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • �学生と社会人の違いを理解し、組織で働く上で必要な考え方を学びます。
•�ビジネスにおける基本的な３大ルール（ビジネスマナー・報連相・ＰＤ
ＣＡ）をグループワークやロールプレイングを通じて理解を深めます。

C6 １日 | 
新入社員フォローアップ講座

〔2022年度入社編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109467 ①7／12(火)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

109469 ②9／13(火)
109470 ③11／2（水）
109473 ④’231／20(金)

対　象 2022年度入社（社会人経験1年未満）の新入社員　各回48名
講　師 シックス・スターズコンサルティング コンサルタント 柄澤 百代 氏

ねらい • �入社後の成功体験や失敗体験を互いに共有し今後の成長の一助とします。
•�考え方や行動の特徴を認識した上で前向きに取り組むために必要なモノ
ゴトの捉え方、行動に役立てます。
•�ケーススタディを通して日常起こりうる問題を解決するための思考プロ
セスを学習し基礎的なスキルを身に付けます。問題解決スキルやコミュ
ニケーションスキルなどのソーシャルスキルを学び、ロールプレイなど
を用いて体得を図ります。

C5 １日 | 
若手社員パワーアップ講座

〔社会人経験2～3年編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109461 ①6／8(水)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

109462 ②8／25（木）
109463 ③11／15(火)
109465 ④’232／8（水）

対　象 社会人経験2～3年の若手社員（20代）　各回42名
講　師 ノビテク 講師 内山 厳 氏

ねらい • �自ら考え、動き、仕事を構築していくことのできる若手社員の育成を目
指します。
•�よりよい仕事をするために、高いモチベーションを維持しながら、客観
的に自身の行動パターンや考え方を見つめ直すことの必要性を学びます。
•�グループ演習を通じてセルフコーチングの手法を学びながら、仕事を合
理的、効率的、建設的に進められる社員、楽しみながら自分自身をリー
ドしていけるようになることを目指します。

C4 ２日 | 
中堅社員パワーアップ講座

〔社会人経験3～5年編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109450 ①6／16（木）〜17(金)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

40,700円
一般1名　81,400円

109451 ②9／27(火) 〜28（水）
109452 ③11／17（木）〜18(金)
109453 ④’232／9（木）〜10(金)

対　象 社会人経験3～5年の中堅社員（20～30代）　各回60名
講　師 プライムタイム 代表取締役 坂本 敦子 氏

ねらい • �「主体性の発揮」を基軸に演習を通じてキャリアの土台を築くためのスキ
ルや知識を身に付け、一段レベルアップした中堅社員を目指します。
•�ビジネスの基本動作を整理し、成果・結果につながる着眼力・着手力を養
います。
•�効果的な時間の使い方、リスク管理のポイントを実践的に学びます。
•�体験分析、プレゼンテーション、ディスカッションを通じて、自律した行動
に向けた「すぐに使えるスキル」を体験的に学びます。

C3 ２日 | 
中堅社員パワーアップ講座

〔社会人経験5～10年編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109442 ①6／1（水）〜2（木）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

40,700円
一般1名　81,400円

109446 ②9／13(火) 〜14（水）
109448 ③11／10（木）〜11(金)
109449 ④’231／17(火)〜18（水）

対　象 社会人経験5～10年の中堅社員　各回42名
講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • �組織から求められている中堅社員としてのミッションを理解します。
•�部下や後輩指導・上司への報告などに必要な戦略的コミュニケーション
手法を理解します。

☆講師による講座のねらい・ポイント紹介動画を掲載！講座の詳細を知りたい方は 2次元コードから動画をチェック！

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。
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C26 4日 | NEW �※4日間講座です　半日研修→実践期間（課題）→半日研修→実践期間（課題）→半日研修→実践期間（課題）→半日研修

職場リーダー養成講座
～存在価値のある社員を目指して～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい ①管理職候補性或いは職場運営の中核
社員として立場と役割を明らかにする
②次期管理候補者としてマネジメントの
基本を学ぶ
③職場運営に必要なスキルの強化を図る
④業務のプロ人材としてあり方と課題を
明らかにする

オンライン ＋ オンライン ＋ オンライン ＋ オンライン

109520 9／6(火) ＋ 9／16(金) ＋ 10／5(水) ＋ 10／18(火) 13 : 30〜16 : 30
会員1名　

40,700円
一般1名　81,400円

対　象 主任等管理職候補者および職場運営の中核社員　40名

講　師 コンサルネット 代表取締役 小林 茂之 氏
【１日目】9/6
職場リーダーに求められる役割と能力
　・組織上の位置づけと役割
　・職場リーダーに必要な能力、開発の方向性
　・業務の中核的リーダー ～プロフェショナルビジネスパーソンへ～
　・専門性を活かすスキル
　・次回の課題

【２日目】9/16
マネジメントの基本
　・前回の課題の発表（私のマンネリ度チェック）
　・マネジメントとは何か？
　・職場リーダーのマネジメント
　・第３回目の課題（改革・改善したいこと）

【３日目】10/5
リーダーシップとコミュニケーション
　・前回の課題の発表（職場の改善・改革論）
　・リーダーシップのポイント
　・コミュニケーションのポイント
　・第４回目の課題（メンバーへの接し方）

【４日目】10/18
職場運営と今後の計画行動づくり
　・前回の課題の発表（メンバーの成熟度と対応）
　・職場リーダーのマインド～プロ意識チェック
　・職場の運営～今後の行動計画
　・まとめ

C25 １日 | NEW

中堅社員　あなたの役割と仕事はこれだ！
～中堅社員３つの役割と、７つの仕事力。これがあなたに期待されている仕事です～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい ずばり、中堅社員に求められている役割は次の３つです。
上司を補佐する役割、自分の業務を遂行する役割、後輩を指導する役割。�
そして、こうした中堅社員としての役割を果たすためには、次の７つの仕事力が
不可欠となるのです。
●上司の補佐�･････�チーム活性力　改善提案力
●業務の遂行�･････�段取り力　問題解決力
●後輩の指導�･････�教える力　コーチング力
以上６つの仕事力に加え、すべてに共通するコミュニケーション力。
本研修では、組織やチームにおいて中核となる中堅社員としての自覚を促し、�
役割を果たすために必要な７つの仕事力を身につけてもらいます。

内　容 第１章　あなたの役割はこれだ！
第２章　３つの役割と７つの仕事力とは
第３章　役割１：上司の仕事を補佐する！
第４章　役割２：自分の業務を遂行する！
第５章　役割３：後輩を指導する！
第６章　意識変革と行動変革を図るための決意表明

オンライン 通　学

109526 ①7／7（木）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109527 ②’231／24(火)

対　象 社会人経験10年以降の中堅社員　各回40名

講　師 ブレイクビジョン 代表取締役 車塚 元章 氏

C2 1日 | 
女性リーダー行動革新講座
～発信力を高め、信頼される女性リーダーを目指す～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109421 ①7／13（水） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109423 ②11／16（水）

対　象 中堅女性社員・社内女性リーダー　各回60名

講　師 マネジメントサポート 代表取締役 古谷 治子 氏

ねらい • �働く女性を取り巻く環境が多様化する中、変化に柔軟に対応できるコア
リーダーとしての女性社員の立場と役割を認識し、働く環境を自ら作り
出せる自律型女性リーダーの育成を目指します。
•�自己の現状を再認識し、人生設計を通じてどのように仕事と向き合って
いくのか目標設定を行うとともに、女性リーダーに求められる知識とス
キルをグループ形式で具体的に体得していきます。

C16 １日 | 
女性管理職養成講座
～しなやかなマネジメントを実現する為に～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109419 ’232／8（水）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職の方、これから管理職を目指す方　60名

講　師 マネジメントサポート 代表取締役 古谷 治子 氏

ねらい ・�女性管理職に求められる「変化対応力」と「マネジメント能力」を理解
します。

・�女性管理職の立場と役割を理解し、管理職に必要な能力を身に付けます。
・�部下指導の鉄則を学び、組織発展を実現する管理職を目指します。
・�女性管理職が活躍する重要性を理解し、自身のキャリアパスを確立して
いきます。

C1 2日 | 
管理職候補・係長のための管理職養成講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109408 ①6／14(火) 〜15（水）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

49,500円
一般1名　108,900円

109409 ②9／21（水）〜22（木）
109412 ③12／6(火) 〜7（水）

対　象 管理職候補・係長　各回40名
講　師 ノビテク 溝口 孝史 氏

ねらい •� 管理職になる準備として、役割と責任、あるべき姿を考え、マネジメントの基礎を演習
を通して学びます。

•�管理職として部下・後輩の育成、組織の活性化に必要となるコミュニケーション力、面
談力を身につけます。

•�問題解決について学び、自分が管理職になるために課題となることを明確にしていきます。
•�自己課題への取り組みを行動計画に落とし込み、講座後に各自で実践していただきます。

C20 1日 | 
プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座
－「マネジメントとしても優秀！」を志向する！－

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109425 ①5／26（木）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

24,200円
一般1名　48,400円

109428 ②9／27(火)
109434 ③12／12(月)
109435 ④’232／14(火)

対　象 部下を持つ管理職・中間管理職の方　各回50名
講　師 ビジネス ディベロップ サポート 代表 大軽 俊史 氏

ねらい 企業のマネジメント現場は、「働き方改革による短時間労働の流れ」「ます
ます激化する厳しい競争」など、管理職を取り巻く環境はより厳しくなっ
ております。本セミナーは、組織運営に最も大きな影響を与える課長クラ
スを主たる対象に、組織を活気づけるための具体的な行動の在り方を学ん
でいただきます。職場の活力は、リーダー次第です。部下から心底、信頼
されるリーダーになるためのノウハウが満載です！

B2 3 日 | 
新任管理者育成コース〔合宿編〕
～組織と個人を成功に導く活性化を実現するために～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • �マネジメントの原理・原則を理解し、管理者として
の役割を自覚した上で、現場での実践に繋がる手法
やスキルを習得します。
•�組織を機能させる要素を理解し、管理者としての意
思決定のポイントや発生する問題への対処法につい
て理解を深めます。また、メンバー（部下等）との
関係性を築くための手法を理解し、人や組織（チー
ム）を動かしていく力を養います。

合　宿

109390 ①7／20(水) 〜22（金） 下記参照
食事付き

会員1名　105,600円
一般1名　165,000円109614 ②10／18(火) 〜20（木）

対　象 新任管理者・管理職候補　各回24名�※1社4名様までとさせていただきます。

講　師 ノビテク 取締役 永野 宏樹 氏 場　所 東レ総合研修センター（静岡県三島市）
JR東海道新幹線/東海道本線三島駅より徒歩12分

【1日目】 13：30 現地集合・スタート
１.  オリエンテーション 
　・“活性化”とは？ 　・“活性化”の土台を築く
２.  「組織」と「管理者」  ～組織が機能する特徴をつかむ 
　・継続して成功を実現する組織とは？ 
 　「管理者」への理解を深める 
　・管理者に求められること ～マネジメントとリーダーシップ 
　・管理者に必要な能力（マインド＋スキル）
　・指導力の２つの側面
３.  １日目の振り返り

【2日目】 8：30 スタート／夜 講師との座談会
４.  前日の振り返り
５.  日々発生する課題への取り組み方 
　・解決志向による取り組み 　・ビジョン策定・現状確認
　・スモールステップの設定
６.  メンバーを活性化する 
　・基本となるマインド・マネジメント 　・関係性を構築するためのスキル 
　・関係性を高めるための５つのポイント　・実践演習
７.  経営者の思考を理解する 
　・上位者の指示の背景を読み取るために ・経営戦略のフレームワーク 
　・大企業の戦略と中小企業の戦略
８.  ２日目の振り返り

【3日目】 8：30 スタート／ 15：30現地解散
９.  前日までの振り返り
10. 指示する力を高める 
　・指示の内容を明確にし、きちんと伝えるために 
　・論理的な思考を身につける～分けて、繋いで、組み立てる 
　・実践演習
11. 人事評価・考課のポイント 
　・人事評価の本当の目的 　・実施する際の留意点
12. 総合演習～ケース・スタディ 
　・管理者としてどのような行動をとるべきか考える 
　・全員のコンセンサス（合意）を導く
13. 課題作成と振り返り
　・課題シート作成 ・研修全体の振り返り＆行動宣言

B3 3日 | ※３日間講座です　（通学）→実践期間（中間課題）→１日（通学）

新任管理者育成コース〔通学編〕
～組織と個人を成功に導く活性化を実現するために～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい ※�この講座では、通学講座の間に実践期間を設けてお
ります。
•�マネジメントの原理・原則を理解し、管理者として
の役割を自覚した上で、現場での実践に繋がる手法
やスキルを習得します。
•�組織を機能させる要素を理解し、管理者としての意
思決定のポイントや発生する問題への対処法につい
て理解を深めます。また、メンバー（部下等）との
関係性を築くための手法を理解し、人や組織（チー
ム）を動かしていく力を養います。

通　学 ＋ 通　学
109396 ①5／17(火) 〜18（水） ＋ 6／15（水）

9 : 30〜17 : 30
昼食付き

会員1名　

74,800円
一般1名　149,600円

109397 ②6／9（木）〜10（金） ＋ 7／8（金）
109398 ③9／7（水）〜8（木） ＋ 10／7（金）
109399 ④11／1(火) 〜2（水） ＋ 12／2(金)
109486 ⑤’231／18（水）〜19（木） ＋ ’232／16（木）

対　象 新任管理者・管理職候補　各回36名�※1社4名様までとさせていただきます。
講　師 ノビテク 取締役 永野 宏樹 氏
【１日目】　通学
１.  オリエンテーション
　・「人の活性化」から「組織の活性化」へ
２.  「組織」と「管理者」～マネジメントの基本～
　・より良い組織を目指して
　・これからの管理者に求められること
　・これからの管理者に必要な指導力
３.  １日目の振り返り

【２日目】　通学
４.  前日の振り返り
５.  問題解決に取り組む～実践のための基本～
　・解決志向による取り組み
　・ビジョン策定・現状確認・スモールステップの設定
６.  メンバーを活性化する～人の活性化のための基本
　・人を活性化させるマインドマネジメントの基本
　・周囲と良好な関係性を構築するための基本
７.  ２日目の振り返り＆次回までの実践行動の決定・共有（発表）

（実践期間:約20営業日）

＋

【３日目】　通学
１.  実践の振り返り＆共有、講師との質疑応答
２.  管理者としての実践的な戦略の考え方
　・大企業の戦略と中小企業の戦略
３.  指示力を高める
　・論理的に伝える力を高めるポイント
　・相手に合わせた伝え方を組み立てる
４.  総合演習～ケース・スタディ
　・管理者としてどのような行動をとるべきか考える
　・全員のコンセンサス（合意）を導く
５.  研修全体の振り返り・共有＆今後の行動宣言
　・研修全体の振り返り＆行動宣言

�※講義はグループディスカッション等を交えて交流参加型で進めます。　※同名の合宿研修と、一部カリキュラムが異なります。宿泊施設のご用意はありません。

B1 ３日 | 
戦略的管理者育成コース〔通学編〕
～自己を変革する！部下を活かす！組織を活性化させる管理者たれ！～

戦略的管理者育成コース〔合宿編〕
～自己を変革する！部下を活かす！組織を活性化させる管理者たれ！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 イベントNo. 日　程 時　間 受講料通　学 合　宿

109347 ①6／20（月）〜22（水） （1日目）10 : 00〜19 : 00
（2日目）10 : 00〜19 : 00
（3日目）10 : 00〜18 : 00

昼食付き

会員1名　
91,300円
一般1名　182,600円

109354 ③11／14（月）〜16（水）
（1日目）10 : 00現地集合
（2日目）8 : 30〜／夜交流会
（3日目）8 : 30〜15 : 30

食事付き

会員1名　
121,000円
一般1名　187,000円109349 ②10／12（水）〜14（金）

場　所 ホームページまたは受講票でご確認ください 場　所 東レ総合研修センター（静岡県三島市）JR東海道新幹線/東海道本線三島駅より徒歩12分
対　象 部長・課長クラス（管理職経験者）、新任管理者育成コース修了者　①②各回16名　③24名　※1社4名様までとさせていただきます。
講　師 コンサルネット 代表取締役 小林 茂之 氏
ねらい • �管理者としての立場と、組織から期待される行動についての認識を深め

ます
•�戦略推進リーダーに求められるリーダーシップの発揮と課題遂行力の強
化を図ります
•�チームマネジメントを指揮する上でのリーダーのとるべき行動を学びます
•�管理者としてのこれからのキャリアをデザインします

内　容 【１日目】
１.   オリエンテーション
２.  組織の期待・私の役割
３.   マネジャーの公式・準公式的な役割
４.   ２つのスキル、４つの役割
５.   マネジャーとしての私の強み・弱み
６.   職場の情報の移転（活性化）を体感

する
７.   効果的なリーダーシップの発揮
８.   コミュニケーションの構造的欠陥の

補完
９.   ケーススタディー「付和雷同」

【２日目】
10. 戦略策定のアウトライン
11. 戦略策定～勝つためのツボ処
12. 企業の直面している環境変化
13. フラット化と人材スペック
14. 戦略発想とこれからのリーダー
15. 好業績を残すチームモデル
16. リーダーの取るべき５つの行動原理

【３日目】
17. リーダーとしての To be
18. リーダーシップのゲーム演習
19. 明日からの行動計画の策定
20. 研修のまとめ

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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C26 4日 | NEW �※4日間講座です　半日研修→実践期間（課題）→半日研修→実践期間（課題）→半日研修→実践期間（課題）→半日研修

職場リーダー養成講座
～存在価値のある社員を目指して～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい ①管理職候補性或いは職場運営の中核
社員として立場と役割を明らかにする
②次期管理候補者としてマネジメントの
基本を学ぶ
③職場運営に必要なスキルの強化を図る
④業務のプロ人材としてあり方と課題を
明らかにする

オンライン ＋ オンライン ＋ オンライン ＋ オンライン

109520 9／6(火) ＋ 9／16(金) ＋ 10／5(水) ＋ 10／18(火) 13 : 30〜16 : 30
会員1名　

40,700円
一般1名　81,400円

対　象 主任等管理職候補者および職場運営の中核社員　40名

講　師 コンサルネット 代表取締役 小林 茂之 氏
【１日目】9/6
職場リーダーに求められる役割と能力
　・組織上の位置づけと役割
　・職場リーダーに必要な能力、開発の方向性
　・業務の中核的リーダー ～プロフェショナルビジネスパーソンへ～
　・専門性を活かすスキル
　・次回の課題

【２日目】9/16
マネジメントの基本
　・前回の課題の発表（私のマンネリ度チェック）
　・マネジメントとは何か？
　・職場リーダーのマネジメント
　・第３回目の課題（改革・改善したいこと）

【３日目】10/5
リーダーシップとコミュニケーション
　・前回の課題の発表（職場の改善・改革論）
　・リーダーシップのポイント
　・コミュニケーションのポイント
　・第４回目の課題（メンバーへの接し方）

【４日目】10/18
職場運営と今後の計画行動づくり
　・前回の課題の発表（メンバーの成熟度と対応）
　・職場リーダーのマインド～プロ意識チェック
　・職場の運営～今後の行動計画
　・まとめ

C25 １日 | NEW

中堅社員　あなたの役割と仕事はこれだ！
～中堅社員３つの役割と、７つの仕事力。これがあなたに期待されている仕事です～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい ずばり、中堅社員に求められている役割は次の３つです。
上司を補佐する役割、自分の業務を遂行する役割、後輩を指導する役割。�
そして、こうした中堅社員としての役割を果たすためには、次の７つの仕事力が
不可欠となるのです。
●上司の補佐�･････�チーム活性力　改善提案力
●業務の遂行�･････�段取り力　問題解決力
●後輩の指導�･････�教える力　コーチング力
以上６つの仕事力に加え、すべてに共通するコミュニケーション力。
本研修では、組織やチームにおいて中核となる中堅社員としての自覚を促し、�
役割を果たすために必要な７つの仕事力を身につけてもらいます。

内　容 第１章　あなたの役割はこれだ！
第２章　３つの役割と７つの仕事力とは
第３章　役割１：上司の仕事を補佐する！
第４章　役割２：自分の業務を遂行する！
第５章　役割３：後輩を指導する！
第６章　意識変革と行動変革を図るための決意表明

オンライン 通　学

109526 ①7／7（木）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109527 ②’231／24(火)

対　象 社会人経験10年以降の中堅社員　各回40名

講　師 ブレイクビジョン 代表取締役 車塚 元章 氏

C2 1日 | 
女性リーダー行動革新講座
～発信力を高め、信頼される女性リーダーを目指す～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109421 ①7／13（水） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109423 ②11／16（水）

対　象 中堅女性社員・社内女性リーダー　各回60名

講　師 マネジメントサポート 代表取締役 古谷 治子 氏

ねらい • �働く女性を取り巻く環境が多様化する中、変化に柔軟に対応できるコア
リーダーとしての女性社員の立場と役割を認識し、働く環境を自ら作り
出せる自律型女性リーダーの育成を目指します。
•�自己の現状を再認識し、人生設計を通じてどのように仕事と向き合って
いくのか目標設定を行うとともに、女性リーダーに求められる知識とス
キルをグループ形式で具体的に体得していきます。

C16 １日 | 
女性管理職養成講座
～しなやかなマネジメントを実現する為に～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109419 ’232／8（水）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職の方、これから管理職を目指す方　60名

講　師 マネジメントサポート 代表取締役 古谷 治子 氏

ねらい ・�女性管理職に求められる「変化対応力」と「マネジメント能力」を理解
します。

・�女性管理職の立場と役割を理解し、管理職に必要な能力を身に付けます。
・�部下指導の鉄則を学び、組織発展を実現する管理職を目指します。
・�女性管理職が活躍する重要性を理解し、自身のキャリアパスを確立して
いきます。

C1 2日 | 
管理職候補・係長のための管理職養成講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109408 ①6／14(火) 〜15（水）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　

49,500円
一般1名　108,900円

109409 ②9／21（水）〜22（木）
109412 ③12／6(火) 〜7（水）

対　象 管理職候補・係長　各回40名
講　師 ノビテク 溝口 孝史 氏

ねらい •� 管理職になる準備として、役割と責任、あるべき姿を考え、マネジメントの基礎を演習
を通して学びます。

•�管理職として部下・後輩の育成、組織の活性化に必要となるコミュニケーション力、面
談力を身につけます。

•�問題解決について学び、自分が管理職になるために課題となることを明確にしていきます。
•�自己課題への取り組みを行動計画に落とし込み、講座後に各自で実践していただきます。

C20 1日 | 
プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座
－「マネジメントとしても優秀！」を志向する！－

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109425 ①5／26（木）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

24,200円
一般1名　48,400円

109428 ②9／27(火)
109434 ③12／12(月)
109435 ④’232／14(火)

対　象 部下を持つ管理職・中間管理職の方　各回50名
講　師 ビジネス ディベロップ サポート 代表 大軽 俊史 氏

ねらい 企業のマネジメント現場は、「働き方改革による短時間労働の流れ」「ます
ます激化する厳しい競争」など、管理職を取り巻く環境はより厳しくなっ
ております。本セミナーは、組織運営に最も大きな影響を与える課長クラ
スを主たる対象に、組織を活気づけるための具体的な行動の在り方を学ん
でいただきます。職場の活力は、リーダー次第です。部下から心底、信頼
されるリーダーになるためのノウハウが満載です！

B2 3 日 | 
新任管理者育成コース〔合宿編〕
～組織と個人を成功に導く活性化を実現するために～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • �マネジメントの原理・原則を理解し、管理者として
の役割を自覚した上で、現場での実践に繋がる手法
やスキルを習得します。
•�組織を機能させる要素を理解し、管理者としての意
思決定のポイントや発生する問題への対処法につい
て理解を深めます。また、メンバー（部下等）との
関係性を築くための手法を理解し、人や組織（チー
ム）を動かしていく力を養います。

合　宿

109390 ①7／20(水) 〜22（金） 下記参照
食事付き

会員1名　105,600円
一般1名　165,000円109614 ②10／18(火) 〜20（木）

対　象 新任管理者・管理職候補　各回24名�※1社4名様までとさせていただきます。

講　師 ノビテク 取締役 永野 宏樹 氏 場　所 東レ総合研修センター（静岡県三島市）
JR東海道新幹線/東海道本線三島駅より徒歩12分

【1日目】 13：30 現地集合・スタート
１.  オリエンテーション 
　・“活性化”とは？ 　・“活性化”の土台を築く
２.  「組織」と「管理者」  ～組織が機能する特徴をつかむ 
　・継続して成功を実現する組織とは？ 
 　「管理者」への理解を深める 
　・管理者に求められること ～マネジメントとリーダーシップ 
　・管理者に必要な能力（マインド＋スキル）
　・指導力の２つの側面
３.  １日目の振り返り

【2日目】 8：30 スタート／夜 講師との座談会
４.  前日の振り返り
５.  日々発生する課題への取り組み方 
　・解決志向による取り組み 　・ビジョン策定・現状確認
　・スモールステップの設定
６.  メンバーを活性化する 
　・基本となるマインド・マネジメント 　・関係性を構築するためのスキル 
　・関係性を高めるための５つのポイント　・実践演習
７.  経営者の思考を理解する 
　・上位者の指示の背景を読み取るために ・経営戦略のフレームワーク 
　・大企業の戦略と中小企業の戦略
８.  ２日目の振り返り

【3日目】 8：30 スタート／ 15：30現地解散
９.  前日までの振り返り
10. 指示する力を高める 
　・指示の内容を明確にし、きちんと伝えるために 
　・論理的な思考を身につける～分けて、繋いで、組み立てる 
　・実践演習
11. 人事評価・考課のポイント 
　・人事評価の本当の目的 　・実施する際の留意点
12. 総合演習～ケース・スタディ 
　・管理者としてどのような行動をとるべきか考える 
　・全員のコンセンサス（合意）を導く
13. 課題作成と振り返り
　・課題シート作成 ・研修全体の振り返り＆行動宣言

B3 3日 | ※３日間講座です　（通学）→実践期間（中間課題）→１日（通学）

新任管理者育成コース〔通学編〕
～組織と個人を成功に導く活性化を実現するために～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい ※�この講座では、通学講座の間に実践期間を設けてお
ります。
•�マネジメントの原理・原則を理解し、管理者として
の役割を自覚した上で、現場での実践に繋がる手法
やスキルを習得します。
•�組織を機能させる要素を理解し、管理者としての意
思決定のポイントや発生する問題への対処法につい
て理解を深めます。また、メンバー（部下等）との
関係性を築くための手法を理解し、人や組織（チー
ム）を動かしていく力を養います。

通　学 ＋ 通　学
109396 ①5／17(火) 〜18（水） ＋ 6／15（水）

9 : 30〜17 : 30
昼食付き

会員1名　

74,800円
一般1名　149,600円

109397 ②6／9（木）〜10（金） ＋ 7／8（金）
109398 ③9／7（水）〜8（木） ＋ 10／7（金）
109399 ④11／1(火) 〜2（水） ＋ 12／2(金)
109486 ⑤’231／18（水）〜19（木） ＋ ’232／16（木）

対　象 新任管理者・管理職候補　各回36名�※1社4名様までとさせていただきます。
講　師 ノビテク 取締役 永野 宏樹 氏
【１日目】　通学
１.  オリエンテーション
　・「人の活性化」から「組織の活性化」へ
２.  「組織」と「管理者」～マネジメントの基本～
　・より良い組織を目指して
　・これからの管理者に求められること
　・これからの管理者に必要な指導力
３.  １日目の振り返り

【２日目】　通学
４.  前日の振り返り
５.  問題解決に取り組む～実践のための基本～
　・解決志向による取り組み
　・ビジョン策定・現状確認・スモールステップの設定
６.  メンバーを活性化する～人の活性化のための基本
　・人を活性化させるマインドマネジメントの基本
　・周囲と良好な関係性を構築するための基本
７.  ２日目の振り返り＆次回までの実践行動の決定・共有（発表）

（実践期間:約20営業日）

＋

【３日目】　通学
１.  実践の振り返り＆共有、講師との質疑応答
２.  管理者としての実践的な戦略の考え方
　・大企業の戦略と中小企業の戦略
３.  指示力を高める
　・論理的に伝える力を高めるポイント
　・相手に合わせた伝え方を組み立てる
４.  総合演習～ケース・スタディ
　・管理者としてどのような行動をとるべきか考える
　・全員のコンセンサス（合意）を導く
５.  研修全体の振り返り・共有＆今後の行動宣言
　・研修全体の振り返り＆行動宣言

�※講義はグループディスカッション等を交えて交流参加型で進めます。　※同名の合宿研修と、一部カリキュラムが異なります。宿泊施設のご用意はありません。

B1 ３日 | 
戦略的管理者育成コース〔通学編〕
～自己を変革する！部下を活かす！組織を活性化させる管理者たれ！～

戦略的管理者育成コース〔合宿編〕
～自己を変革する！部下を活かす！組織を活性化させる管理者たれ！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 イベントNo. 日　程 時　間 受講料通　学 合　宿

109347 ①6／20（月）〜22（水） （1日目）10 : 00〜19 : 00
（2日目）10 : 00〜19 : 00
（3日目）10 : 00〜18 : 00

昼食付き

会員1名　
91,300円
一般1名　182,600円

109354 ③11／14（月）〜16（水）
（1日目）10 : 00現地集合
（2日目）8 : 30〜／夜交流会
（3日目）8 : 30〜15 : 30

食事付き

会員1名　
121,000円
一般1名　187,000円109349 ②10／12（水）〜14（金）

場　所 ホームページまたは受講票でご確認ください 場　所 東レ総合研修センター（静岡県三島市）JR東海道新幹線/東海道本線三島駅より徒歩12分
対　象 部長・課長クラス（管理職経験者）、新任管理者育成コース修了者　①②各回16名　③24名　※1社4名様までとさせていただきます。
講　師 コンサルネット 代表取締役 小林 茂之 氏
ねらい • �管理者としての立場と、組織から期待される行動についての認識を深め

ます
•�戦略推進リーダーに求められるリーダーシップの発揮と課題遂行力の強
化を図ります
•�チームマネジメントを指揮する上でのリーダーのとるべき行動を学びます
•�管理者としてのこれからのキャリアをデザインします

内　容 【１日目】
１.   オリエンテーション
２.  組織の期待・私の役割
３.   マネジャーの公式・準公式的な役割
４.   ２つのスキル、４つの役割
５.   マネジャーとしての私の強み・弱み
６.   職場の情報の移転（活性化）を体感

する
７.   効果的なリーダーシップの発揮
８.   コミュニケーションの構造的欠陥の

補完
９.   ケーススタディー「付和雷同」

【２日目】
10. 戦略策定のアウトライン
11. 戦略策定～勝つためのツボ処
12. 企業の直面している環境変化
13. フラット化と人材スペック
14. 戦略発想とこれからのリーダー
15. 好業績を残すチームモデル
16. リーダーの取るべき５つの行動原理

【３日目】
17. リーダーとしての To be
18. リーダーシップのゲーム演習
19. 明日からの行動計画の策定
20. 研修のまとめ

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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E2 1日 | 
後輩指導力(OJTリーダー )養成講座
～中堅社員が後輩指導・育成力向上を目指すために～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109573 ①6／21(火)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

109574 ②10／20（木）
109577 ③’233／8（水）

対　象 入社5年前後の中堅社員　各回48名
講　師 シックス・スターズコンサルティング コンサルタント 柄澤 百代 氏

ねらい • �新人〜入社３年目程度までの若手社員や中途採用者を指導・育成する中
堅社員（入社５年前後）のOJT力の向上を目指します。
•�OJT 力向上を通じてコミュニケーション能力やセルフマネジメント能力
も獲得できます。受講される本人およびOJT を受ける若手・後輩、両
者のキャリア形成に好影響を与え、組織活性化を図ることができます。
•�職場に戻っても活用できるサンプル資料を豊富に提供します。

E12 半日 | 
「自ら考え動く」チームづくり講座
～同調圧力からの解放で部下とチームが自走する～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109570 ①10／26（水）

13 : 00〜17 : 00 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円109571 ②’232／7（火）

対　象 部下や後輩を持つ中堅社員の方、チームを持つ管理職、管理職候補の方　各回40名

講　師 ジェイオーダー 組織風土改革サポーター 高野 有麻 氏

ねらい • �「自ら考え動く」部下の育成や、チームづくりを行うためには、「周りか
らはみ出さない」「失敗しない」といった同調圧力によってメンバーを
動かすのではなく、部下やメンバーと共に、率直に事実や原因を見つめ、
建設的な行動を促すことが肝心です。
•�メンバーから「率直さ」を引き出しながら、考えて動くチームをつくる
ための手順・コツをケーススタディや個人演習も交え、実践的にお伝え
します。

E10 1日 | 
リモートマネジメント講座
～19年の実践経験から編み出した部下とチームを効果的にマネジメントするノウハウ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109566 10／28（金） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職、職場リーダー、部下・後輩を持つ方　40名

講　師 マーキュリッチ 代表取締役 西野 浩輝 氏

ねらい • �コロナ禍でテレワークが急速に推進し、リモートでのマネジメントが求
められる中、リアルでのマネジメントと異なる「リモートマネジメント」
について演習を交えながら、その具体的手法を学びます。
•�ニューノーマルに対応する新しいマネジメントスタイルを「リモートマ
ネジメント」の切り口に絞って効率的に学ぶ事ができます。

E1 1日 | 
部下の育成・指導法講座
～部下のやる気を高め、会社に貢献し社会に役立つ生涯プロを育てるために～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109559 ①6／24(金)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名
　19,800円
一般1名　39,600円

109560 ②8／30（火）
109561 ③11／25（金）

109562 ④’232／10(金)
対　象 チームリーダー、管理職　各回36名
講　師 アイ・イーシー 講師 福本 伸夫 氏

ねらい • �チームリーダーや管理職にとって、部下のマネジメントは非常に重要な任
務です。部下に対し、適切かつ効果的な指導を行うことで、部下は成長し、
チームや会社に貢献します。経営活動に欠かすことのできない「人」に力
を発揮してもらうべく、リーダーまたは上司として適切な部下育成・指導
法を学びます。
•�「育てることで自分が育つ」サイクルを全社で作り、お互いが「生涯通
用するプロ化」を目指します。

E3 半日 | 
部下の指導・育成に活かすコーチング講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109601 ①7／22（金）

13 : 00〜16 : 30
会員1名　

14,300円
一般1名　28,600円109602 ②12／14（水）

対　象 部下の指導や育成にコーチングを活かしたい方　各回50名

講　師 ビジネスコーチ パートナーエグゼクティブコーチ 安室 元博 氏

ねらい • �実務における部下の指導に際して、コーチングを活かすことにより、よ
りスムーズかつ効果的な指導・育成が期待できます。
•�部下の思考や行動傾向を知り、どのように対応すれば、指導効果がより
高まるのかを理解できます。
•�コーチングの基礎的なスキルを、演習を通じて体得できます。

E9 １日 | 事前課題
“折れない”部下の育て方講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109605 ’231／12（木） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職、職場リーダー、後輩・部下を持つ方 　50名

講　師 ザ・アカデミージャパン エグゼクティブ・トレーナー 窪田 晃和 氏

ねらい • �レジリエンスの高め方を学びマネジメントの引き出しを増やす
•�心が折れない部下の育て方を体系的に学ぶ
•�部下が自走するために必要なアプローチ方法を学ぶ
•�ストレスフルな立場にある管理職自身のレジリエンスの高め方を学ぶ

E14 1日 | NEW � 事前課題  

リーダーのための心理的安全性の高いチームのつくり方
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 1.��心理的安全性とその必要性

� •�今注目の心理的安全性とは
� •�心理的安全性が高い＝ヌルい職場は誤解
2.��心理的安全性のつくり方／感情に寄り添い歩み寄る
� •�チーム感情の黄金比！３：１の法則
� •�ポジティブ感情をキープする TIPS のご紹介
3.��心理的安全性のつくり方／相手の自尊心を高める
� •�相手の自尊心を高める強みとは
� •�VIA 診断の結果から強みへの感度を高める
4.��心理的安全性のつくり方／自分の防衛心を和らげる
� •�心理的安全性を崩す原因となる防衛心とは
� •�無意識に出がちな３つの防衛反応
5.��これからの実践に向けて
� •�チームの心理的安全性を高めるアイデア出し
� •�効果性が高く、難易度が低いものからチャレンジする
※�グループワークを中心としたワークショップ形式で運営します。
※�研修効果を高めるため、事前課題がございます。

※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学

109626 11／17(木) 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 チームを活性化させたいチームリーダー、管理職、経営者　30名

講　師 ザ・アカデミージャパン エグゼクティブ・トレーナー 窪田 晃和 氏

ねらい 心理的安全性のつくり方を学びチームマネジメントの引き出しをふやします。
•�思ったことを率直に言い合えるチームづくりのポイントを学ぶ
•�失敗から学び、挑戦し続けることのできるチームづくりのポイントを学ぶ

E6 1日 | 
部下との面談スキルアップ講座
～1 on 1の会話術を身につける～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109603 10／27(木)
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職、部下との面談（1on1）をスムーズに行いたい方 　60名

講　師 キャラウィット 代表取締役 上岡 実弥子 氏

ねらい • �部下と面談（１on１）を行う際の基礎技術を身に付けます
•�現状を深く把握する質問、意見を受け止める傾聴、期待を伝えるリクエ
ストの技法などについて演習を通じて習得します
•�企業の目標・計画と部下の意思を定期的に確認し合うことで、ゴールを
意識した発想・行動を促すとともに PDCAサイクルが円滑になります
•�１対１ならではの会話術を身に付けることで、報連相や面接などに応用
が可能です

E11 1日 | 
部下の成長をうながすフィードバックの技術講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109567 ①6／2（木）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109568 ②’232／22（水）

対　象 管理職、係長、主任クラス　各回36名

講　師 クレイジーコンサルティング 代表社員 中小企業診断士 酒井 勇貴 氏

ねらい • �根性・精神論の人材育成ではなく、業績向上のための人材育成の原理原則
•�新人・若手が自ら “動きたくなる” ためのコミュニケーション技法
•�新人・若手のモチベーションを一気に削り落とす“間違ったフィードバック”
•�誰でもすぐに実行できる “正しいフィードバック技法”
•�オンライン・リモート面談にも効くフィードバック面談のコツ
•�新人・若手の「もっとできるようになりたい」を引き出すテクニックを学
びます

C22 半日 | 
ベテラン社員（年上部下）とのコミュニケーション
～コミュニケーションを通して理解を深め、活かし方を考える～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109556 11／10（木） 13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 年上部下をもつ管理職、チームリーダー　40名

講　師 ビジネスコーチ パートナーエグゼクティブコーチ 安室 元博 氏

ねらい • �自身より経験年数の多い部下について理解を深め、部署全体の業務効率
を向上させます
•�自身より経験年数の多い部下の気持ちに寄り添い、モチベーションが高
い状態で仕事に取り組んでもらうことができるようにします
•�部署全体をまとめ、全員が同じ目標に向かって取り組む環境づくりを学
びます

C23 半日 | 
ハラスメント予防対策講座
～事例検討とインフルエンス・マネージメントを学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109437 ①6／21（火）

13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円109439 ②12／9（金）

対　象 管理職・職場リーダー　各回40名

講　師 日本産業カウンセラー協会 東京支部 支部長 山田 るり 氏

ねらい • �2020 年より義務化されたパワハラ関連法やハラスメントを生み出す背
景などの基礎知識を理解する
•�事例を通して , ハラスメントにならない部下指導と快適な職場作りのポ
イントを学ぶ
•�リーダーとして、職場の対人関係や自身が与える影響（インフルエンス・
マネージメントⓇ）を理解する

E13 1日 | NEW

アンガーマネジメント×部下とのコミュニケーション・マネジメント
～部下とのコミュニケーションの質が劇的に高まる感情マネジメント術～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 1.��オリエンテーション
2.��研修の目的
3.��アンガーマネジメントの基本
� • アンガーマネジメントとは
� •アンガーマネジメントがなぜ重要なのか？
� • 怒りが生まれるメカニズム
4.��怒りの感情について理解する
� • 自分の感情を知る
� • 怒りのメリット・デメリット
� • 問題となる４つの怒り
　【ワーク】�怒ることのメリットデメリットを

考える
5.��マネジメントトレーニング
� • ３つの暗号を活用する
　【ワーク】�許容度を上げる境界線ワーク
　　　　　��衝動のコントロールワーク

6.��叱ることについて
� • 叱ることのプラス、マイナス面
� •��叱らないことのプラス、マイナ

ス面
　【ワーク】�叱ることのメリットデメ

リットを考える
7.��叱り方について
� • 叱っても好かれる人、嫌われる人
� • 叱ることが下手になる悪循環
� • “叱る” を再定義する
� • 悪い叱り方の例（態度）
� • 悪い叱り方の例（NG�ワード）
� • 上手な叱り方
8.��アクションプラン作成

オンライン 通　学

109557 10／4（火） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 職場リーダー、部下指導者　40名

講　師 アイ・イーシー 講師 岡崎 茂和 氏

ねらい • �イライラ、怒りをコントロールする方法を身に付け、良好な
人間関係を作れるようになる。
•�感情をコントロールして、円滑なコミュニケーションを取れ
るようになる。
•�効果的な叱り方を身に付ける。

部下・後輩育成／チームづくり部下・後輩育成／チームづくり

D24 半日 | NEW

経営幹部・管理職のための情報整理術　
～ムダな情報・時間を省き、自社ならではの戦略・戦術を構築し成果につなげる～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 1.��マネージャーにとって『情報』とは何か
� •��『情報』とは成果をあげるための重要な
武器

� •��コミュニケーションの多様化を理解する
2.��自分は「何に時間をとられているのか」を
知る

� •��成果に繋がらない仕事を廃棄しよう
� •��廃棄した時間を、メンバーと戦略戦術の
コミュニケーションに再配置する

3.��チーム力を生み出すコミュニケーションとは
何か

� •��馴合い、忖度コミュニケーションの恐ろ
しさ

� •��チーム力を生み出すコミュニケーション
とは

4.��コミュニケーションの要『3つの重要情報』
と『3つの関心事』を徹底する

� •��『3つの関心事』は、戦略・戦術に繋がる
唯一の情報

5.��『3 つの関心事』を整理し『仮説ノート』
を作ってみよう（Work）

� •��ケースを使って、『仮説ノート』（What、
Why、How）に整理する

6.��『3 つの関心事』をストーリーにする『UX
ノート』

� •��『UXノート』で何が見えるのか
� •��メンバーの「強み」を見出そう
7.��メンバーの評価査定は、自社の将来を左右する
� •��評価査定は、その人の人生を左右するもの
と覚悟すること
※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学

109618 11／22（火）13 : 00〜16 : 30
会員1名　

14,300円
一般1名　28,600円

対　象 経営幹部・幹部候補・管理職　40名
講　師 Six Stars Consulting パートナーコンサルタント 飯田 利男 氏
ねらい • �成果に繋がる『情報』を見極め、そこに焦点をあてたコミュ

ニケーションができるようにします。
•�『仮説』、『課題設定力』、『戦術設定力』など、成果に直結した情
報整理力（戦略・戦術のストーリー化）を身につけて頂きます。
•�メンバーの『やったこと』、『できたこと』、『仮説、課題』の
記録をもとに、その人の考え方や行動の傾向を見極めて、的
確な支援と評価を通じ、成果の向上を図ります。

仕事術／戦略・マーケティング

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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E2 1日 | 
後輩指導力(OJTリーダー )養成講座
～中堅社員が後輩指導・育成力向上を目指すために～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109573 ①6／21(火)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

109574 ②10／20（木）
109577 ③’233／8（水）

対　象 入社5年前後の中堅社員　各回48名
講　師 シックス・スターズコンサルティング コンサルタント 柄澤 百代 氏

ねらい • �新人〜入社３年目程度までの若手社員や中途採用者を指導・育成する中
堅社員（入社５年前後）のOJT力の向上を目指します。
•�OJT 力向上を通じてコミュニケーション能力やセルフマネジメント能力
も獲得できます。受講される本人およびOJT を受ける若手・後輩、両
者のキャリア形成に好影響を与え、組織活性化を図ることができます。
•�職場に戻っても活用できるサンプル資料を豊富に提供します。

E12 半日 | 
「自ら考え動く」チームづくり講座
～同調圧力からの解放で部下とチームが自走する～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109570 ①10／26（水）

13 : 00〜17 : 00 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円109571 ②’232／7（火）

対　象 部下や後輩を持つ中堅社員の方、チームを持つ管理職、管理職候補の方　各回40名

講　師 ジェイオーダー 組織風土改革サポーター 高野 有麻 氏

ねらい • �「自ら考え動く」部下の育成や、チームづくりを行うためには、「周りか
らはみ出さない」「失敗しない」といった同調圧力によってメンバーを
動かすのではなく、部下やメンバーと共に、率直に事実や原因を見つめ、
建設的な行動を促すことが肝心です。
•�メンバーから「率直さ」を引き出しながら、考えて動くチームをつくる
ための手順・コツをケーススタディや個人演習も交え、実践的にお伝え
します。

E10 1日 | 
リモートマネジメント講座
～19年の実践経験から編み出した部下とチームを効果的にマネジメントするノウハウ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109566 10／28（金） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職、職場リーダー、部下・後輩を持つ方　40名

講　師 マーキュリッチ 代表取締役 西野 浩輝 氏

ねらい • �コロナ禍でテレワークが急速に推進し、リモートでのマネジメントが求
められる中、リアルでのマネジメントと異なる「リモートマネジメント」
について演習を交えながら、その具体的手法を学びます。
•�ニューノーマルに対応する新しいマネジメントスタイルを「リモートマ
ネジメント」の切り口に絞って効率的に学ぶ事ができます。

E1 1日 | 
部下の育成・指導法講座
～部下のやる気を高め、会社に貢献し社会に役立つ生涯プロを育てるために～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109559 ①6／24(金)

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名
　19,800円
一般1名　39,600円

109560 ②8／30（火）
109561 ③11／25（金）

109562 ④’232／10(金)
対　象 チームリーダー、管理職　各回36名
講　師 アイ・イーシー 講師 福本 伸夫 氏

ねらい • �チームリーダーや管理職にとって、部下のマネジメントは非常に重要な任
務です。部下に対し、適切かつ効果的な指導を行うことで、部下は成長し、
チームや会社に貢献します。経営活動に欠かすことのできない「人」に力
を発揮してもらうべく、リーダーまたは上司として適切な部下育成・指導
法を学びます。
•�「育てることで自分が育つ」サイクルを全社で作り、お互いが「生涯通
用するプロ化」を目指します。

E3 半日 | 
部下の指導・育成に活かすコーチング講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109601 ①7／22（金）

13 : 00〜16 : 30
会員1名　

14,300円
一般1名　28,600円109602 ②12／14（水）

対　象 部下の指導や育成にコーチングを活かしたい方　各回50名

講　師 ビジネスコーチ パートナーエグゼクティブコーチ 安室 元博 氏

ねらい • �実務における部下の指導に際して、コーチングを活かすことにより、よ
りスムーズかつ効果的な指導・育成が期待できます。
•�部下の思考や行動傾向を知り、どのように対応すれば、指導効果がより
高まるのかを理解できます。
•�コーチングの基礎的なスキルを、演習を通じて体得できます。

E9 １日 | 事前課題
“折れない”部下の育て方講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109605 ’231／12（木） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職、職場リーダー、後輩・部下を持つ方 　50名

講　師 ザ・アカデミージャパン エグゼクティブ・トレーナー 窪田 晃和 氏

ねらい • �レジリエンスの高め方を学びマネジメントの引き出しを増やす
•�心が折れない部下の育て方を体系的に学ぶ
•�部下が自走するために必要なアプローチ方法を学ぶ
•�ストレスフルな立場にある管理職自身のレジリエンスの高め方を学ぶ

E14 1日 | NEW � 事前課題  

リーダーのための心理的安全性の高いチームのつくり方
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 1.��心理的安全性とその必要性

� •�今注目の心理的安全性とは
� •�心理的安全性が高い＝ヌルい職場は誤解
2.��心理的安全性のつくり方／感情に寄り添い歩み寄る
� •�チーム感情の黄金比！３：１の法則
� •�ポジティブ感情をキープする TIPS のご紹介
3.��心理的安全性のつくり方／相手の自尊心を高める
� •�相手の自尊心を高める強みとは
� •�VIA 診断の結果から強みへの感度を高める
4.��心理的安全性のつくり方／自分の防衛心を和らげる
� •�心理的安全性を崩す原因となる防衛心とは
� •�無意識に出がちな３つの防衛反応
5.��これからの実践に向けて
� •�チームの心理的安全性を高めるアイデア出し
� •�効果性が高く、難易度が低いものからチャレンジする
※�グループワークを中心としたワークショップ形式で運営します。
※�研修効果を高めるため、事前課題がございます。

※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学

109626 11／17(木) 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 チームを活性化させたいチームリーダー、管理職、経営者　30名

講　師 ザ・アカデミージャパン エグゼクティブ・トレーナー 窪田 晃和 氏

ねらい 心理的安全性のつくり方を学びチームマネジメントの引き出しをふやします。
•�思ったことを率直に言い合えるチームづくりのポイントを学ぶ
•�失敗から学び、挑戦し続けることのできるチームづくりのポイントを学ぶ

E6 1日 | 
部下との面談スキルアップ講座
～1 on 1の会話術を身につける～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109603 10／27(木)
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職、部下との面談（1on1）をスムーズに行いたい方 　60名

講　師 キャラウィット 代表取締役 上岡 実弥子 氏

ねらい • �部下と面談（１on１）を行う際の基礎技術を身に付けます
•�現状を深く把握する質問、意見を受け止める傾聴、期待を伝えるリクエ
ストの技法などについて演習を通じて習得します
•�企業の目標・計画と部下の意思を定期的に確認し合うことで、ゴールを
意識した発想・行動を促すとともに PDCAサイクルが円滑になります
•�１対１ならではの会話術を身に付けることで、報連相や面接などに応用
が可能です

E11 1日 | 
部下の成長をうながすフィードバックの技術講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109567 ①6／2（木）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109568 ②’232／22（水）

対　象 管理職、係長、主任クラス　各回36名

講　師 クレイジーコンサルティング 代表社員 中小企業診断士 酒井 勇貴 氏

ねらい • �根性・精神論の人材育成ではなく、業績向上のための人材育成の原理原則
•�新人・若手が自ら “動きたくなる” ためのコミュニケーション技法
•�新人・若手のモチベーションを一気に削り落とす“間違ったフィードバック”
•�誰でもすぐに実行できる “正しいフィードバック技法”
•�オンライン・リモート面談にも効くフィードバック面談のコツ
•�新人・若手の「もっとできるようになりたい」を引き出すテクニックを学
びます

C22 半日 | 
ベテラン社員（年上部下）とのコミュニケーション
～コミュニケーションを通して理解を深め、活かし方を考える～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109556 11／10（木） 13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 年上部下をもつ管理職、チームリーダー　40名

講　師 ビジネスコーチ パートナーエグゼクティブコーチ 安室 元博 氏

ねらい • �自身より経験年数の多い部下について理解を深め、部署全体の業務効率
を向上させます
•�自身より経験年数の多い部下の気持ちに寄り添い、モチベーションが高
い状態で仕事に取り組んでもらうことができるようにします
•�部署全体をまとめ、全員が同じ目標に向かって取り組む環境づくりを学
びます

C23 半日 | 
ハラスメント予防対策講座
～事例検討とインフルエンス・マネージメントを学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109437 ①6／21（火）

13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円109439 ②12／9（金）

対　象 管理職・職場リーダー　各回40名

講　師 日本産業カウンセラー協会 東京支部 支部長 山田 るり 氏

ねらい • �2020 年より義務化されたパワハラ関連法やハラスメントを生み出す背
景などの基礎知識を理解する
•�事例を通して , ハラスメントにならない部下指導と快適な職場作りのポ
イントを学ぶ
•�リーダーとして、職場の対人関係や自身が与える影響（インフルエンス・
マネージメントⓇ）を理解する

E13 1日 | NEW

アンガーマネジメント×部下とのコミュニケーション・マネジメント
～部下とのコミュニケーションの質が劇的に高まる感情マネジメント術～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 1.��オリエンテーション
2.��研修の目的
3.��アンガーマネジメントの基本
� • アンガーマネジメントとは
� •アンガーマネジメントがなぜ重要なのか？
� • 怒りが生まれるメカニズム
4.��怒りの感情について理解する
� • 自分の感情を知る
� • 怒りのメリット・デメリット
� • 問題となる４つの怒り
　【ワーク】�怒ることのメリットデメリットを

考える
5.��マネジメントトレーニング
� • ３つの暗号を活用する
　【ワーク】�許容度を上げる境界線ワーク
　　　　　��衝動のコントロールワーク

6.��叱ることについて
� • 叱ることのプラス、マイナス面
� •��叱らないことのプラス、マイナ

ス面
　【ワーク】�叱ることのメリットデメ

リットを考える
7.��叱り方について
� • 叱っても好かれる人、嫌われる人
� • 叱ることが下手になる悪循環
� • “叱る” を再定義する
� • 悪い叱り方の例（態度）
� • 悪い叱り方の例（NG�ワード）
� • 上手な叱り方
8.��アクションプラン作成

オンライン 通　学

109557 10／4（火） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 職場リーダー、部下指導者　40名

講　師 アイ・イーシー 講師 岡崎 茂和 氏

ねらい • �イライラ、怒りをコントロールする方法を身に付け、良好な
人間関係を作れるようになる。
•�感情をコントロールして、円滑なコミュニケーションを取れ
るようになる。
•�効果的な叱り方を身に付ける。

部下・後輩育成／チームづくり部下・後輩育成／チームづくり

D24 半日 | NEW

経営幹部・管理職のための情報整理術　
～ムダな情報・時間を省き、自社ならではの戦略・戦術を構築し成果につなげる～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 1.��マネージャーにとって『情報』とは何か
� •��『情報』とは成果をあげるための重要な
武器

� •��コミュニケーションの多様化を理解する
2.��自分は「何に時間をとられているのか」を
知る

� •��成果に繋がらない仕事を廃棄しよう
� •��廃棄した時間を、メンバーと戦略戦術の
コミュニケーションに再配置する

3.��チーム力を生み出すコミュニケーションとは
何か

� •��馴合い、忖度コミュニケーションの恐ろ
しさ

� •��チーム力を生み出すコミュニケーション
とは

4.��コミュニケーションの要『3つの重要情報』
と『3つの関心事』を徹底する

� •��『3つの関心事』は、戦略・戦術に繋がる
唯一の情報

5.��『3 つの関心事』を整理し『仮説ノート』
を作ってみよう（Work）

� •��ケースを使って、『仮説ノート』（What、
Why、How）に整理する

6.��『3 つの関心事』をストーリーにする『UX
ノート』

� •��『UXノート』で何が見えるのか
� •��メンバーの「強み」を見出そう
7.��メンバーの評価査定は、自社の将来を左右する
� •��評価査定は、その人の人生を左右するもの
と覚悟すること
※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学

109618 11／22（火）13 : 00〜16 : 30
会員1名　

14,300円
一般1名　28,600円

対　象 経営幹部・幹部候補・管理職　40名
講　師 Six Stars Consulting パートナーコンサルタント 飯田 利男 氏
ねらい • �成果に繋がる『情報』を見極め、そこに焦点をあてたコミュ

ニケーションができるようにします。
•�『仮説』、『課題設定力』、『戦術設定力』など、成果に直結した情
報整理力（戦略・戦術のストーリー化）を身につけて頂きます。
•�メンバーの『やったこと』、『できたこと』、『仮説、課題』の
記録をもとに、その人の考え方や行動の傾向を見極めて、的
確な支援と評価を通じ、成果の向上を図ります。

仕事術／戦略・マーケティング

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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C13 1日 | 
管理職・職場リーダーのための時間術講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109415 ①8／4（木） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円109417 ②11／29（火）

対　象 管理職、職場リーダー、部下を持つ方　①30名　②42名

講　師 ビズアーク 代表取締役 水口 和彦 氏

ねらい • �生産性向上や時間外削減を求められる職場リーダーの方を対象に、ご自
身や部下、そして組織やチームが限られた時間を有効活用し、「働き方
改革」を実現しながら成果を高める方法をお伝えします。
•�メールや書類管理などにまつわる具体的習慣から、長期的な仕事の管理
法や部下にタイムマネジメントをさせる方法などの組織の生産性に関わ
る点まで、実務に直結する時間の管理術を具体例を交えて解説します。
※講義はグループワーク等を交えて交流参加型で進めます。

D2 1日 | PC  ※パソコン設置の会場で実施

エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座
～組織全体の営業力・マーケティング力を大幅に強化できるデータ分析の実践ノウハウ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109535 ①8／24（水）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　24,200円
一般1名　48,400円109537 ②11／29（火）

対　象 営業・経理・総務部門の方（経営者の方で手法を学びたい方も参加可能です）　各回19名

講　師 システムリサーチ＆コンサルト 代表取締役 住中 光夫 氏

ねらい エクセルの「データ分析機能」を活用し、組織全体の営業力・
マーケティング力を大幅に強化できる考え方や、瞬時にできる
データ分析の実践ノウハウについて１人１台のパソコン演習を
通じてわかりやすく指導します。

※別講座「会社経営を強くするビジネスデータ活用戦略講座」（P.18）も
　経営者向けに開催します。

D19 1日 | NEW

マーケティング戦略の立案と実践
～実務で有効活用できる、マーケティング体系の重要ポイント～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 • ��マーケティングとは〜アプローチの全体像
•��ニーズとは何か〜本質的な顧客ニーズをつかむための考え方
•��【演習】ニーズ分析
•��環境分析の３つの基本フレームワーク〜PEST分析、3C分析、SWOT分析
•��【演習】戦略目標をロジカルに導き出す
•��マーケティングの基本戦略〜セグメンテーション、ターゲティング、�
ポジショニング
•��【演習】ターゲットセグメントを
•��基本戦略を実現するための具体施策の考え方〜マーケティング・ミックス（4P）
•��プロダクト戦略〜コンセプト立案とプロダクト三層構造
•��価格戦略〜価格設定の３つのガイドライン
•��【演習】価格を決めてみよう
•��チャネル戦略〜顧客価値を高めるための流通チャネル設計の考え方
•��プロモーション戦略〜態度変容モデルとコミュニケーションミックス
•��【演習】新車販売のプロモーション施策を立案する

オンライン 通　学

109327 4／19（火） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者・経営幹部・マーケティング担当者　40名

講　師 シナプス 代表取締役 家弓 正彦 氏

ねらい • �顧客ニーズの本質、市場の捉え方、分析アプローチ手法など、マーケティング戦
略構築の一連の基本プロセスを理解習得、マーケティング思考を深められます。
•�レクチャーによるインプット、演習取り組み・成果物のアウトプットを繰り返し、
知識獲得にとどまらない使えるマーケティングスキルの習得が期待できます。

D15 1日 | RENEWAL
マーケティング発想力・思考力養成講座
～ ESG,SDGs時代に必要なマーケティング、商品・サービスとは～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 1.�なぜ今 SDGs か〜時代背景の整理〜
����•��SDGs の基礎知識
����•��SDGs ＆ ESGの視点が事業発展に繋がる理由
����•��事例紹介
2.�SDGs 時代のマーケティングとは？
����•��そもそもマーケティングとは？
����•��情報感知力の強化
����•��未来志向に基づく事業領域の再定義
3.�ビジネスの基本となるマーケティング思考のフレーム
����•�マーケティング環境・市場分析
����•�マーケティングの事業戦略
����•�マーケティングミックス（４P戦略）
4.�新事業創出演習「強制発想マトリックス」
����•��気になる社会課題と、自社の強みを掛け合わせ新

事業を創出

オンライン 通　学

109558 11／24（木） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 新商品/新サービス企画・開発担当者、マーケティング担当者、企業内SDGs担当者　40名

講　師 シャイニング 認定プロフェッショナル 佐野 青子 氏

ねらい • �新時代の視点（SDGs ／ ESG／ダイバーシティ�他）を活かしたマーケティングのための「発
想とスキル」を磨き、自社に最適なアプローチ方法を探求します。
•�ビジネス上必須となった SDGs の「いろは」とその可能性を知っていただき、自社にとっての
取り組みイメージをもっていただきます。

D14 動画+半日 | RENEWAL  動画配信＋オンライン  講義内容は  をチェック

経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“デザイン思考実践”講座
～新規事業開発の手法を学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109615 ①7／8（金）

13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円109616 ②12／8（木）

対　象 経営者、新規事業・サービス担当役員、DX担当役員、事業部門管理職、プロ
ジェクト担当者、商品・サービス開発担当者　各回50名

講　師 Beth 代表取締役 河上 泰之 氏

ねらい 役員・チームリーダー向けのデザイン思考の講座です。経営戦略から世界
の新規事業開発やイノベーション創出で蓄積された「新規事業の作り方と
ルール」まで解説と体験学習により学びます。実務で鍵となる基礎部分を
深く扱いますが、質疑時間を多く取るため初めての方も大歓迎です。また
講座終了後に各社別での新規事業相談会を行います。（希望制・詳細HP）
※�動画で基礎・座学部分を事前学習したうえで、講座当日に実践的内容を
解説します。動画は 1か月前頃から公開予定。

D16 半日 | 
経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“新規事業成功の秘訣”習得講座
～なぜ新規事業は頓挫するのか？失敗するのか？～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109532 8／3（水） 13 : 30〜17 : 00 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 経営者・経営幹部・新規事業責任者　40名

講　師 クレイジーコンサルティング 代表社員 中小企業診断士 酒井 勇貴 氏

ねらい • �多くの組織で見られる “新規事業” の失敗要因を浮き彫りにします。
•�新規事業創出の取り組みが続く組織文化・社内体制を作るためのコツを
学びます。
•�新規事業の成功率を高めるための最新のフレームワークやビジネスモデ
ルの基礎を学びます。

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き
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役割

取締役・執行役員の役割と仕事

人材

育成体制・育成計画の立て方と運用のしかた  
～「企業は人なり」自社の長期的成長を実現する人財育成の実際～　NEW

エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座
～組織全体の営業力・マーケティング力を大幅に強化できるデータ分析の実践ノウハウ～

経営者・新規事業責任者なら知っておきたい
“新規事業成功の秘訣”習得講座　

マーケティング

取締役・
新任役員研修
取締役・
新任役員研修

財務会計

経営幹部が身に付けるべき数的知識講座
～経営を数的に解し、企業活動の本質を探る～　

法務

役員のためのリスクマネジメント講座　　

役員に必要な会社経営の法務知識講座　　　

戦略

NEW

マーケティング発想力・思考力養成講座
～ESG,SDGs時代に必要なマーケティング、商品・サービスとは～

Renewal

経営者・新規事業責任者なら
知っておきたい“デザイン思考実践”講座Renewal

マーケティング戦略の立案と実践
～実務で有効活用できる、マーケティング体系の重要ポイント～NEW 会社経営を強くするビジネスデータ活用戦略講座

～保有データを組織全体で活用し、業績アップへの道筋を描く～

売上予算必達のマネジメント講座
～中小企業が勝つための戦略とその実行～

経営幹部のための「経営戦略・事業戦略の構築手法」
～事業・市場・知財情報を活用した経営のデザインの仕方～

経営幹部、管理職のための情報整理術
～ムダな情報・時間を省き、自社ならではの戦略・戦術を構築し成果につなげる～NEW

（枠線）：取締役・新任役員の方におススメの講座 （点線）：担当者の方にもおススメの講座

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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D12 半日 | 
取締役・執行役員の役割と仕事

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109500 109499 9／2（金） 13 : 00〜16 : 30
会員1名
16,500円
一般1名　33,000円

対　象 取締役、執行役員など経営幹部、幹部候補（経営者にも役立つ内容です）　60名

講　師 セントエイブル経営 代表取締役 大塚 直義 氏

ねらい • 	取締役・執行役員など、経営幹部の役割・責務について自覚と意欲を高
めます。
•	経営幹部としての仕事について理解を深めます。
•	組織をマネジメントして、事業を拡大、会社を成長させていく方法につ
いて学びます。

D13 1日 | 
会社経営を強くするビジネスデータ活用戦略講座
～保有データを組織全体で活用し、業績アップへの道筋を描く～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109503 6／14（火） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者、経営幹部、管理職の方　40名

講　師 システムリサーチ＆コンサルト 代表取締役 住中 光夫 氏

ねらい データ活用に強い社内文化と組織力をつくる考え方と進め方、そして問題
解決や収益拡大に向けたデータ分析の実践方法を紹介し、ビジネス活動の
強化に役立てていただきます。

※	実務担当者向けには別講座「エクセルで出来るビジネスデータ分析講座」
（P.16,39）をご用意しています。

D8 1日 | 
売上予算必達のマネジメント講座
～中小企業が勝つための戦略とその実行～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109544 109564 10／5（水）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者・後継者、経営幹部の方、経営手法を改善して売上利益を伸ばしたい方　60名

講　師 セントエイブル経営 代表取締役 大塚 直義 氏

ねらい • 	目標達成するための予算のつくり方とマネジメントの仕方を学びます。
•	中小企業が勝つための戦略の考え方を学びます。
•	社員のやる気を引き出し、成果を上げるための実践的方法を身に付けます。

D17 半日 | 
経営幹部のための「経営戦略・事業戦略の構築手法」
～事業・市場・知財情報を活用した経営のデザインの仕方～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109563 10／21（金） 13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 経営者、経営幹部　40名

講　師 シクロ・ハイジア 代表取締役 小林 誠 氏

ねらい •	 知的財産の基礎を学ぶだけではなく、自社の強みである知財の活用や、
公開されている知財情報の活用を経営・事業戦略に組み込んでいく IP ラ
ンドスケープという方法について解説します。
•	 実践的・実務的にどのように自社の強み（知的財産）を認識し、どのよ
うに活用して自社の事業変革または新規事業を産み成長させていくかの
戦略構築について学びます。

	※「IP ランドスケープを活用した経営・新規事業・知財戦略講座」からタイトル変更しました。

F16 1日 | NEW

役員のためのリスクマネジメント講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109565 9／14（水）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円

対　象 役員（取締役・監査役等）・経営幹部　40名

講　師 ワールド・ヒューマン・リソーシス 代表取締役 主席研究員 平本 正則 氏

ねらい • 	役員の経営リスクには具体的にどのようなものがあるかを学びます。
•	経営・ビジネス環境がめまぐるしく変化する現在にあって、企業を永続
的に存続・成長させるためにはリスクマネジメントが必要不可欠です。
•	経営幹部・役員として必須のリスクマネジメント・コンプライアンス経
営の考え方を学びます。
•	実際の不祥事案の教訓やケーススタディを通じて具体的なリスクマネジ
メントの実践的考え方を身につけます。

F8 1日 | 
役員に必要な会社経営の法務知識講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109608 109607 12／6（火）
10 : 00〜16 : 00

昼食付き
（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者、経営幹部、管理職　50名

講　師 海谷・江口・池田法律事務所 弁護士 江口 正夫 氏

ねらい 会社の運営には法的なルールが定められており、ルールを遵守しなかった
場合には、取締役個人が取引先から損害賠償請求を受けたり、経営権に関
する意見の相違から株主からの代表訴訟の提起もあり得る時代となってき
ました。本講座では、会社経営に必要な法律知識を中小企業の事例を交え
ながら分かりやすく解説します。

D4 1日 |  ※本講座ではパソコンは使用しません

経営幹部が身につけるべき数的知識講座
～経営を数的に解し、企業活動の本質を探る～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109542 109541 9／29（木）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者、経営幹部、管理職　60名

講　師 南公認会計士事務所 公認会計士 南 俊基 氏

ねらい • 	本講座では、企業活動における様々な事象を数的知識で解説するととも
に、できるだけ数値を分解する「分解思考」を用い、経営の数値化をよ
り見えるように解説します。経営幹部として最低限身に付けておくべき
数的知識を実際の数値を使いながら体感していただきます。
•	講座では、製造業、小売業、サービス業等と幅広い視点での事例を紹介
していきます。業種が違っても経営幹部として知っておくべき数的思考
を体感していただきます。

G25 1日 | NEW

育成体制・育成計画の立て方と運用のしかた
～「企業は人なり」自社の長期的成長を実現する人財育成の実際～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109569 11／4（金）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者、経営幹部　40名

講　師 アイ・イーシー 講師 福本 伸夫 氏

ねらい かつては「企業は人なり」と言われていました。これを死語にしてはなり
ません。人を育成して企業体を長期成長させること、これなくして日本の
企業の存続はあり得ません。どうやれば育つ仕組みが作れるのか、どのよ
うに意図し計画するのか、育成マインドの醸成から仕組化、実際のやり方
に至るまで、体系立てて理解し、自社内で導入できるようにします。

取締役・新任役員

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き
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ビジネス文書・Eメールの書き方講座

ビジネスモラル＆コンプライアンス基礎講座

お客様の信頼をとりもどす クレーム対応講座

若手社員向け 段取り力向上講座

うっかりミス防止講座

仕事の見える化を進める
業務マニュアルの作成・管理の基本講座

事務担当者のためのムダ削減と改善の具体策講座

【DX/RPA入門】手を動かして学ぶ！ 
  社内業務効率化トレーニング講座

報連相で極める
ビジネスコミュニケーション講座

信頼される社員の気がきく仕事術講座

人を動かす数字を使った伝え方講座

アサーティブ・コミュニケーション講座
～自分も相手も大切にする発展的・協調的自己主張のスキル～

信頼関係を生み出す「表情力」向上トレーニング講座

リーダーのための職場活性化講座
～言語化力、聴く力、動かす力を磨き、チームの成果を向上させる～

周囲を巻き込む
ファシリテーション力養成講座
～個の能力を最大限に引き出すリーダーのコミュニケーション術～

プレゼンテーション力アップ講座〔入門編〕
～苦手意識の払拭と自己流スタイルからの脱却～

プレゼンテーション力アップ講座〔実践編〕
 ～自社紹介・社内プレゼンで説得力を増す～

プレゼンテーション力アップ講座 

ロジカルシンキングの活かし方講座

リーダーのための「問題発見・問題解決力」向上講座

全階層

中堅社員（社会人経験5年～）

若手・事務担当者

管理職・職場リーダー

ビジネスマナートレーニング講座

ビジネスマナー
CS・ES
ビジネスマナー
CS・ES

業務効率化・改善業務効率化・改善

プレゼンテーションプレゼンテーション

課題発見・問題解決課題発見・問題解決

ビジネススキルビジネススキル

〔入門編〕・〔復習・ステップアップ編〕

〔入門編〕・〔応用編〕

〔一般社員編〕・　〔管理職編〕

〔オンライン活用編〕
   ～対面からオンラインまで活用できる手法を学ぶ～

コミュニケーションコミュニケーション

NEW

生産性向上のための時短ワザ
整理整頓仕事術

Renewal

業務効率を上げるタイムマネジメント講座

NEW

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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J1 1日 | 
ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	良質のマナーは、社内やお客様から信頼を得る “最強の武器” となります。
さらに顧客満足度は、人的サービスが大きく関わってきます。本講座は、
形式重視やマニュアルありきのマナーではなく、CS（顧客満足度）と業
績を高めるビジネスマナーを習得します。
•	講義の他、実習や討議を交えながら楽しく進行します。まずはマナーの
基本をしっかりマスターし、次に臨機応変に対応できるレベルへと指導
します。

内　容 １.	CS	と業績を意識していますか？
２.	第一印象から好感を与える身だしなみ
３.	あいさつができれば一人前
４.	正しい言葉づかいでコミュニケーション！
５.	電話で決まる会社のイメージ
６.	スマートに行う名刺交換
７.	意外にチェックされている来客対応・客先訪問
※講義はグループワーク等を交えて交流参加型で進めます。

オンライン 通　学

109350 ①5／24（火）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109348 ②8／5（金）

109351 ③10／13（木）

109355 ④’231／27（金）

対　象 新入社員、若手社員、お客様に良い印象を与えるマナーの基本を
身に付けたい方 ①③④各回48名　②24名

講　師 ヴィタミンM 代表取締役 鈴木 真理子 氏

J3 1日 | ※①③通学ではパソコンは使用しません
ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔入門編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	ビジネス文書や Eメールを基礎から学びたい方の文書作成能力向上を目
指します。
•	書く仕事への不安や苦手意識を払拭し、短時間でわかりやすい文章が書
けるよう、実践的なスキルを身につけます。
•	テキストには豊富な文例や注意項目が掲載されており、講座終了後の知
識定着にも役立ちます。

内　容 1.	「わかりやすい」文書なら誰でも書ける
2.	伝わる文章にするテクニック
3.	ビジネス文書の基礎知識
4.	上司と先輩社員を安心させる社内文書
5.	お客様をファンにしてしまう社外文書
6.	ビジネスメールの書き方と活用術

※講義はグループワーク等を交えて交流参加型で進めます。

オンライン 通　学

109357 ①6／24（金）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

109360 ②8／26（金）

109359 ③12／8（木）

対　象 新入社員、若手社員、事務担当者、ビジネス文書とEメールの書き方を
基礎から学びたい方 ①③各回48名　②24名

講　師 ヴィタミンM 代表取締役 鈴木 真理子 氏

J26 1日 | 
ビジネスマナートレーニング講座

〔復習・ステップアップ編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109364 ①9／8（木） 10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円109367 ②11／24（木）

対　象 社会人経験２年以上の方、ビジネスマナーを復習し更に磨きをかけたい方、
部下・後輩のマナーの手本を目指す方 ①24名　②48名

講　師 ヴィタミンM 代表取締役 鈴木 真理子 氏

ねらい • 	ビジネスマナーは社歴が長い人こそ身につけてほしいスキルです。本講
座ではマナーの自己チェックをするとともに、今さら聞けないマナーの
疑問を解消し、レベルアップをはかります。
•	参加者自身のマナーをブラッシュアップするとともに、部下・後輩にマ
ナーを指導するときのヒントもお持ち帰りいただきます。

J20 1日 | ※②通学ではパソコンは使用しません
ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔応用編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109369 ①10／21（金） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円109371 ②’232／15（水）

対　象 若手社員、中堅社員、事務担当者、
ビジネス文書・Ｅメールの作成スキルを高めたい方　①24名　②48名

講　師 ヴィタミンM 代表取締役 鈴木 真理子 氏

ねらい • 	わかりやすく気配りの伝わる文書や Eメールが書けるよう、考え方とス
キルの両面から学びます。
•	気配りのある文章とは、単に言葉づかいが丁寧なだけではありません。
読み手が一度読めば理解でき、協力を得られる書き方を習得します。
•	テキストには豊富な文例やフレーズ集が掲載されており、講座終了後の
実務に活かすことができます。

J30 半日 | 
ビジネスモラル&コンプライアンス基礎講座
～マナーやモラルやコンプライアンス、一体どう違うの？～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109372 10／14（金） 13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 若手、中堅社員、ビジネスモラル、コンプライアンスの基礎を学びたい方　40名

講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • 	マナーやモラル、コンプライアンスの意味や違いを理解します。
•	コンプライアンス違反の企業的リスクを認識し、コンプライアンス順守
の必要性を理解します。
•	コンプライアンスを順守する為に必要な観点と行動を身に付けます。

J11 1日 | 
お客さまの信頼をとりもどす
クレーム対応講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109373 ①7／22（金） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109374 ②12／16（金）

対　象 クレームを円満解決するための具体的手法を習得したい方　各回40名

講　師 ネガポジ 代表 益田 麻実 氏

ねらい • 	テレビ番組にも多数出演している講師が、クレームを円満解決するため
のプロセスを解説し、明日から使えるノウハウを豊富にお伝えします。
•	また、コロナ禍で増えている「マスクしない客は入店禁止にしろ」など
の過剰要求に対する応答例もご紹介します。
•	本講座で対応メソッドを習得することで、ネガティブなクレームをポジ
ティブな企業評価へ転換することが可能となります。

J21 1日 | 
報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109376 ①4／28（木）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109377 ②6／10（金）

対　象 若手・中堅社員（主に報告・連絡・相談をする側）　各回40名

講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • 	報告・連絡・相談は上司や同僚と連携を取りながら円滑に仕事を進める
為に必要なスキルです。様々なケースワークを活用しながら、実践的に
報連相の理解を深めます。
•	若手は報告や相談をする側。管理者はそれを受ける側です。どちらにも
必要な観点が存在し、報連相は上司部下の歩み寄りであることをワーク
から体感的に学びます。
•	どのような意識を持てば、報連相がより機能するのか。その秘訣を惜し
みなくお伝えします。

J40 1日 | NEW

報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座
〔管理職編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109378 9／15（木）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職候補・管理職・チームリーダー（主に報告・連絡・相談を受ける側）　40名

講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • 	報告・連絡・相談は上司や同僚と連携を取りながら円滑に仕事を進める
為に必要なスキルです。様々なケースワークを活用しながら、実践的に
報連相の理解を深めます。
•	若手は報告や相談をする側。管理者はそれを受ける側です。どちらにも
必要な観点が存在し、報連相は上司部下の歩み寄りであることをワーク
から体感的に学びます。
•	どのような意識を持てば、報連相がより機能するのか。その秘訣を惜し
みなくお伝えします。

J7 1日 | 
信頼される社員の気がきく仕事術講座
～上司やお客様から感謝されるワンランク上のスキル習得～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109379 ①9／9（金） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109380 ②’232／3（金）

対　象 ワンランク上の仕事を目指す社員　各回60名

講　師 ソフィアパートナーズ 代表取締役 増谷 淳子 氏

ねらい • 	仕事で自己実現を図り、組織の中で貢献していくための「気配り」「心
配り」「段取り」における仕事術を学びます。
•	相手の立場に立ち、喜ばれるためのCSマインドを高め、上司やお客様
から信頼されるワンランク上のスキルを身に付けます。
•	仕事に対する考え方を前向きに切り替えて、「思いやり」や「気配り」
のある発想や行動の秘訣を学びます。今の自分を見つめ直し、ステップ
アップしたい社員必修の講座です。

J18 1日 | 
人を動かす“数字”を使った伝え方講座
～顧客・上司・部下への説得力が増す「数字」の使い方～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109381 ①9／2（金）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109427 ②’232／15（水）

対　象 数字に苦手意識を持つ方、
自分の説明やプレゼンテーションに説得力を持たせたい方　各回40名

講　師 BMコンサルティング 代表取締役 深沢 真太郎 氏

ねらい • 	日々のビジネスにおいて、数字を取り入れた会話・表現を行うよう意識
付けします。
•	数字やグラフの適切な使い方を理解することで、短時間で説得力がある
プレゼンテーションができるようになります。
•	相手に納得感を持って適切に動いてもらうために、必要な数字が何かを
考えた上で指示・依頼できるようになることを目指します。

J15 1日 | 
アサーティブ・コミュニケーション講座
～自分も相手も大切にする発展的・協調的自己主張のスキルを学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109431 ①6／23（木）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109433 ②’232／17（金）

対　象 社内外でのコミュニケーション力を必要とする方、チームで仕事をする方　各回25名

講　師 グローバリンク 代表取締役 大串 亜由美 氏

ねらい • 	「アサーティブ」とは、「自己主張する」という意味ですが、当講座では、一方的な「自
己主張」ではなく相手を尊重しながら自分の意見を率直に伝える「建設的な自己主張」
のスキルを習得します。

•	自分の気持ちを上手に表現しながら、良好な人間関係を築き、自分の仕事をよりス
ムーズに効果的に進めるためのコミュニケーションスキルをロールプレイングやグ
ループワークを通じて実践的に学びます。

•	相手を否定することなく自分の意見を通す、相手に押し切られることなくきちんと
受け止める、互いにメリットのあるコミュニケーション力を身に付け、対人能力を
高めていきます。

J37 半日 | ※手鏡、ご自身の顔を撮影するスマートフォンをご用意ください
信頼関係を生み出す「表情力」向上トレーニング講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109436 ①8／2（火）

13 : 00〜16 : 30
会員1名
14,300円
一般1名　28,600円109441 ②12／7（水）

対　象 社内、社外での対面時の印象アップ、円滑なコミュニケーションを取りたい方
 ①４２名　②２４名

講　師 ままだよしこメソッド 代表取締役 間々田 佳子 氏

ねらい 顔中に約50個ある表情筋を個別に鍛える方法を学び、表情・印象力を筋肉レベルであげ
ることで、TPOに合わせた適切な表情づくりを身につけます。
（通学講座／対面において）
印象の良い表情の作り方を学び、職場、また営業や接客の場面において、よりスムー
ズなコミュニケーション能力向上を目指します。
（オンライン講座／オンラインにおいて）
表情筋を動かすことで『顔UP・印象UP・メンタル強化』を行い、業務効率のアップ
に繋げます。

J16 1日 | 
リーダーのための職場活性化講座
～言語化力、聴く力、動かす力を磨き、チームの成果を向上させる～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109445 ①6／29（水） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109447 ②11／8（火）

対　象 経営者、管理者、社内リーダー　各回40名

講　師 シックス・スターズコンサルティング 代表取締役 原田 由美子 氏

ねらい • 	リーダーとしての意識と考動のステップアップを図ります。
•	組織として大事にしている価値観、方針、目標を、自分の言葉で語るた
めの考え方とスキルを身につけます。
•	メンバーそれぞれが意欲を高め、主体性を発揮できるようにするための
働きかけ方を身に付けます。
•	これからのリーダーに必要な「言葉化」「聴く」「動かす」3つの力を養い、
職場の活性化およびチームでの成果向上を図るため、講座翌日からの取
り組みを明確にしていただきます。

J23 1日 | 
周囲を巻き込むファシリテーション力養成講座
～個の能力を最大限に引き出すリーダーのコミュニケーション術～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109459 8／31（水） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者・管理職・リーダーなど、生産性の低い会議などで困っている方　42名
講　師 ディ・フォース・インターナショナル 代表取締役 福島 章 氏

ねらい • 	「ファシリテーション」とは、多様なメンバーの考えを引き出し会議やチーム
の生産性を高めるように舵取していくスキルのことで、その役割の担い手を
「ファシリテーター（facilitator）」と言います。
•	関わる人の多様性や複雑さが増す昨今のビジネスシーンにおいて、会議やチー
ム活動のみならず、様々な場面で、人を巻き込むコミュニケーションスキル
が求められます。
•	メンバーひとりひとりが意志決定に参画し納得度の高い合意形成を通じて、
一体感のあるチーム活動を強力に推進していくためには、どのような「場」
作りの技術が必要になるのか、実演や演習を通じて具体的に習得します。

ビジネスマナー　CS・ES コミュニケーション

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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J1 1日 | 
ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	良質のマナーは、社内やお客様から信頼を得る “最強の武器” となります。
さらに顧客満足度は、人的サービスが大きく関わってきます。本講座は、
形式重視やマニュアルありきのマナーではなく、CS（顧客満足度）と業
績を高めるビジネスマナーを習得します。
•	講義の他、実習や討議を交えながら楽しく進行します。まずはマナーの
基本をしっかりマスターし、次に臨機応変に対応できるレベルへと指導
します。

内　容 １.	CS	と業績を意識していますか？
２.	第一印象から好感を与える身だしなみ
３.	あいさつができれば一人前
４.	正しい言葉づかいでコミュニケーション！
５.	電話で決まる会社のイメージ
６.	スマートに行う名刺交換
７.	意外にチェックされている来客対応・客先訪問
※講義はグループワーク等を交えて交流参加型で進めます。

オンライン 通　学

109350 ①5／24（火）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109348 ②8／5（金）

109351 ③10／13（木）

109355 ④’231／27（金）

対　象 新入社員、若手社員、お客様に良い印象を与えるマナーの基本を
身に付けたい方 ①③④各回48名　②24名

講　師 ヴィタミンM 代表取締役 鈴木 真理子 氏

J3 1日 | ※①③通学ではパソコンは使用しません
ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔入門編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	ビジネス文書や Eメールを基礎から学びたい方の文書作成能力向上を目
指します。
•	書く仕事への不安や苦手意識を払拭し、短時間でわかりやすい文章が書
けるよう、実践的なスキルを身につけます。
•	テキストには豊富な文例や注意項目が掲載されており、講座終了後の知
識定着にも役立ちます。

内　容 1.	「わかりやすい」文書なら誰でも書ける
2.	伝わる文章にするテクニック
3.	ビジネス文書の基礎知識
4.	上司と先輩社員を安心させる社内文書
5.	お客様をファンにしてしまう社外文書
6.	ビジネスメールの書き方と活用術

※講義はグループワーク等を交えて交流参加型で進めます。

オンライン 通　学

109357 ①6／24（金）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

109360 ②8／26（金）

109359 ③12／8（木）

対　象 新入社員、若手社員、事務担当者、ビジネス文書とEメールの書き方を
基礎から学びたい方 ①③各回48名　②24名

講　師 ヴィタミンM 代表取締役 鈴木 真理子 氏

J26 1日 | 
ビジネスマナートレーニング講座

〔復習・ステップアップ編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109364 ①9／8（木） 10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円109367 ②11／24（木）

対　象 社会人経験２年以上の方、ビジネスマナーを復習し更に磨きをかけたい方、
部下・後輩のマナーの手本を目指す方 ①24名　②48名

講　師 ヴィタミンM 代表取締役 鈴木 真理子 氏

ねらい • 	ビジネスマナーは社歴が長い人こそ身につけてほしいスキルです。本講
座ではマナーの自己チェックをするとともに、今さら聞けないマナーの
疑問を解消し、レベルアップをはかります。
•	参加者自身のマナーをブラッシュアップするとともに、部下・後輩にマ
ナーを指導するときのヒントもお持ち帰りいただきます。

J20 1日 | ※②通学ではパソコンは使用しません
ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔応用編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109369 ①10／21（金） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円109371 ②’232／15（水）

対　象 若手社員、中堅社員、事務担当者、
ビジネス文書・Ｅメールの作成スキルを高めたい方　①24名　②48名

講　師 ヴィタミンM 代表取締役 鈴木 真理子 氏

ねらい • 	わかりやすく気配りの伝わる文書や Eメールが書けるよう、考え方とス
キルの両面から学びます。
•	気配りのある文章とは、単に言葉づかいが丁寧なだけではありません。
読み手が一度読めば理解でき、協力を得られる書き方を習得します。
•	テキストには豊富な文例やフレーズ集が掲載されており、講座終了後の
実務に活かすことができます。

J30 半日 | 
ビジネスモラル&コンプライアンス基礎講座
～マナーやモラルやコンプライアンス、一体どう違うの？～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109372 10／14（金） 13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 若手、中堅社員、ビジネスモラル、コンプライアンスの基礎を学びたい方　40名

講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • 	マナーやモラル、コンプライアンスの意味や違いを理解します。
•	コンプライアンス違反の企業的リスクを認識し、コンプライアンス順守
の必要性を理解します。
•	コンプライアンスを順守する為に必要な観点と行動を身に付けます。

J11 1日 | 
お客さまの信頼をとりもどす
クレーム対応講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109373 ①7／22（金） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109374 ②12／16（金）

対　象 クレームを円満解決するための具体的手法を習得したい方　各回40名

講　師 ネガポジ 代表 益田 麻実 氏

ねらい • 	テレビ番組にも多数出演している講師が、クレームを円満解決するため
のプロセスを解説し、明日から使えるノウハウを豊富にお伝えします。
•	また、コロナ禍で増えている「マスクしない客は入店禁止にしろ」など
の過剰要求に対する応答例もご紹介します。
•	本講座で対応メソッドを習得することで、ネガティブなクレームをポジ
ティブな企業評価へ転換することが可能となります。

J21 1日 | 
報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109376 ①4／28（木）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109377 ②6／10（金）

対　象 若手・中堅社員（主に報告・連絡・相談をする側）　各回40名

講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • 	報告・連絡・相談は上司や同僚と連携を取りながら円滑に仕事を進める
為に必要なスキルです。様々なケースワークを活用しながら、実践的に
報連相の理解を深めます。
•	若手は報告や相談をする側。管理者はそれを受ける側です。どちらにも
必要な観点が存在し、報連相は上司部下の歩み寄りであることをワーク
から体感的に学びます。
•	どのような意識を持てば、報連相がより機能するのか。その秘訣を惜し
みなくお伝えします。

J40 1日 | NEW

報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座
〔管理職編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109378 9／15（木）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 管理職候補・管理職・チームリーダー（主に報告・連絡・相談を受ける側）　40名

講　師 ワークセッション 代表取締役 鈴木 泰詩 氏

ねらい • 	報告・連絡・相談は上司や同僚と連携を取りながら円滑に仕事を進める
為に必要なスキルです。様々なケースワークを活用しながら、実践的に
報連相の理解を深めます。
•	若手は報告や相談をする側。管理者はそれを受ける側です。どちらにも
必要な観点が存在し、報連相は上司部下の歩み寄りであることをワーク
から体感的に学びます。
•	どのような意識を持てば、報連相がより機能するのか。その秘訣を惜し
みなくお伝えします。

J7 1日 | 
信頼される社員の気がきく仕事術講座
～上司やお客様から感謝されるワンランク上のスキル習得～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109379 ①9／9（金） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109380 ②’232／3（金）

対　象 ワンランク上の仕事を目指す社員　各回60名

講　師 ソフィアパートナーズ 代表取締役 増谷 淳子 氏

ねらい • 	仕事で自己実現を図り、組織の中で貢献していくための「気配り」「心
配り」「段取り」における仕事術を学びます。
•	相手の立場に立ち、喜ばれるためのCSマインドを高め、上司やお客様
から信頼されるワンランク上のスキルを身に付けます。
•	仕事に対する考え方を前向きに切り替えて、「思いやり」や「気配り」
のある発想や行動の秘訣を学びます。今の自分を見つめ直し、ステップ
アップしたい社員必修の講座です。

J18 1日 | 
人を動かす“数字”を使った伝え方講座
～顧客・上司・部下への説得力が増す「数字」の使い方～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109381 ①9／2（金）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109427 ②’232／15（水）

対　象 数字に苦手意識を持つ方、
自分の説明やプレゼンテーションに説得力を持たせたい方　各回40名

講　師 BMコンサルティング 代表取締役 深沢 真太郎 氏

ねらい • 	日々のビジネスにおいて、数字を取り入れた会話・表現を行うよう意識
付けします。
•	数字やグラフの適切な使い方を理解することで、短時間で説得力がある
プレゼンテーションができるようになります。
•	相手に納得感を持って適切に動いてもらうために、必要な数字が何かを
考えた上で指示・依頼できるようになることを目指します。

J15 1日 | 
アサーティブ・コミュニケーション講座
～自分も相手も大切にする発展的・協調的自己主張のスキルを学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109431 ①6／23（木）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109433 ②’232／17（金）

対　象 社内外でのコミュニケーション力を必要とする方、チームで仕事をする方　各回25名

講　師 グローバリンク 代表取締役 大串 亜由美 氏

ねらい • 	「アサーティブ」とは、「自己主張する」という意味ですが、当講座では、一方的な「自
己主張」ではなく相手を尊重しながら自分の意見を率直に伝える「建設的な自己主張」
のスキルを習得します。

•	自分の気持ちを上手に表現しながら、良好な人間関係を築き、自分の仕事をよりス
ムーズに効果的に進めるためのコミュニケーションスキルをロールプレイングやグ
ループワークを通じて実践的に学びます。

•	相手を否定することなく自分の意見を通す、相手に押し切られることなくきちんと
受け止める、互いにメリットのあるコミュニケーション力を身に付け、対人能力を
高めていきます。

J37 半日 | ※手鏡、ご自身の顔を撮影するスマートフォンをご用意ください
信頼関係を生み出す「表情力」向上トレーニング講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109436 ①8／2（火）

13 : 00〜16 : 30
会員1名
14,300円
一般1名　28,600円109441 ②12／7（水）

対　象 社内、社外での対面時の印象アップ、円滑なコミュニケーションを取りたい方
 ①４２名　②２４名

講　師 ままだよしこメソッド 代表取締役 間々田 佳子 氏

ねらい 顔中に約50個ある表情筋を個別に鍛える方法を学び、表情・印象力を筋肉レベルであげ
ることで、TPOに合わせた適切な表情づくりを身につけます。
（通学講座／対面において）
印象の良い表情の作り方を学び、職場、また営業や接客の場面において、よりスムー
ズなコミュニケーション能力向上を目指します。
（オンライン講座／オンラインにおいて）
表情筋を動かすことで『顔UP・印象UP・メンタル強化』を行い、業務効率のアップ
に繋げます。

J16 1日 | 
リーダーのための職場活性化講座
～言語化力、聴く力、動かす力を磨き、チームの成果を向上させる～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109445 ①6／29（水） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109447 ②11／8（火）

対　象 経営者、管理者、社内リーダー　各回40名

講　師 シックス・スターズコンサルティング 代表取締役 原田 由美子 氏

ねらい • 	リーダーとしての意識と考動のステップアップを図ります。
•	組織として大事にしている価値観、方針、目標を、自分の言葉で語るた
めの考え方とスキルを身につけます。
•	メンバーそれぞれが意欲を高め、主体性を発揮できるようにするための
働きかけ方を身に付けます。
•	これからのリーダーに必要な「言葉化」「聴く」「動かす」3つの力を養い、
職場の活性化およびチームでの成果向上を図るため、講座翌日からの取
り組みを明確にしていただきます。

J23 1日 | 
周囲を巻き込むファシリテーション力養成講座
～個の能力を最大限に引き出すリーダーのコミュニケーション術～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109459 8／31（水） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者・管理職・リーダーなど、生産性の低い会議などで困っている方　42名
講　師 ディ・フォース・インターナショナル 代表取締役 福島 章 氏

ねらい • 	「ファシリテーション」とは、多様なメンバーの考えを引き出し会議やチーム
の生産性を高めるように舵取していくスキルのことで、その役割の担い手を
「ファシリテーター（facilitator）」と言います。
•	関わる人の多様性や複雑さが増す昨今のビジネスシーンにおいて、会議やチー
ム活動のみならず、様々な場面で、人を巻き込むコミュニケーションスキル
が求められます。
•	メンバーひとりひとりが意志決定に参画し納得度の高い合意形成を通じて、
一体感のあるチーム活動を強力に推進していくためには、どのような「場」
作りの技術が必要になるのか、実演や演習を通じて具体的に習得します。

ビジネスマナー　CS・ES コミュニケーション

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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J29 1日 | RENEWAL
生産性向上のための時短ワザ
整理整頓仕事術

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109479 7／20（水）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 事務担当者、仕事をスピードアップし生産性を高めたい方、整理整頓したい方　48名

講　師 ヴィタミンＭ 代表取締役 鈴木 真理子 氏

ねらい • 	限られた勤務時間内で業務に取り組む上での段取り術や集中できる環境
づくり、周囲とのコミュニケーションの取り方、時短スキルなど、関係
構築を図りながら円滑に業務を進めるためのポイントを学びます。
•	テレワークやフリーアドレス制の導入、デジタル化やペーパレス化など
をふまえ、変化に対応する仕事の仕方について提唱します。
•	主体的に業務に取り組み、チームに貢献する人材になることを目指します。
※「5Sで極める！整理整頓仕事術講座」からタイトルを変更しました。

J32 1日 | 
うっかりミス防止講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109471 12／13（火）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 若手社員、中堅社員、事務担当者、仕事のミスをなくしたい方　48名

講　師 ヴィタミンＭ 代表取締役 鈴木 真理子 氏

ねらい • 	生産性向上のためには、ミスを未然に防ぐことが大切です。本講座では
プロ意識と当事者意識をもって仕事に取り組む姿勢を醸成します。
•	優先順位づけ、スケジュールとタスク管理、メモ術などにより、ミスを
なくす具体的な方法を習得します。
•	ミスをどうしたらなくせるのかを主体的に考えてアイデアを出し、すぐ
に実務で活かせる計画を立てます。

J12 1日 | 
若手社員向け 段取り力向上講座
～自分の時間を取り戻し、仕事の成果を上げる～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109464 ①6／7（火）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109468 ②’232／21（火）

対　象 2～5年目までの若手社員（特に、仕事で「やらされ感」を強く感じている方、日常
の業務の生産性を高めたい方、ワークライフバランスを整えたい方）　各回40名

講　師 マナビクス 代表 丹羽 將喜 氏

ねらい • 	単なる業務効率化ではなく、仕事のスピードと質を両立させる段取り力
向上のポイントを学ぶことで、「やりたいこと」と「やるべきこと」に
バランス良く時間を使える力を身につけることができます。
•	知識を学ぶだけでなく、体験型演習を通じて受講者自身の日々の時間の
使い方や仕事への価値観を振り返り、研修後の行動改善につなげます。

J27 1日 | 
仕事の見える化を進める
業務マニュアルの作成・管理の基本講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109474 ①7／13（水）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109480 ②12／14（水）

対　象 業務マニュアルを作成したい方、
仕事の見える化をして生産性の向上を図りたい方　各回40名

講　師 ThreeXDesign 代表取締役 櫻井 俊輔 氏

ねらい • 	本研修では、業務マニュアルを作る上で基礎となる思考法を学んだ上で、
業務マニュアルの作り方・書き方を具体的な例とワークを通して、実践
的に学びます。
•	業務マニュアルをどのように作成すればよいのか、その具体的な手順と
書き方や図解法などを見本例やテンプレートを使いながら、実践的に学
んでいただきます。また、作るだけにとどまらず、作った後にどのよう
に管理運用していけばよいのかについても学びます。

J22 1日 | 
事務担当者のためのムダ削減と改善の具体策講座
～生産性を上げるための意識改革を図る～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109485 ①8／24（水） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円109487 ②’233／9（木）

対　象 事務担当者、ムダを無くし生産性を向上させたい方　各回40名

講　師 ハートリンク 代表 阿部 紀子 氏

ねらい • 	事務担当者の役割や仕事の仕方の変化を理解していただきます。
•	生産性向上や時短実現のスキルや具体策・実例をご紹介します。
•	職場でムダ削減や改善を推進できるように準備をしていただきます。

※本講座はデジタルスキルの内容ではありません。

J10 1日 | 
業務効率を上げるタイムマネジメント講座
～現状を把握・分析し、生産性UPの業績改善手法を学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109489 ①7／14（木） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109491 ②10／14（金）

対　象 中堅社員以上（社会人経験５年以上）で時間管理力、
日常業務の生産性向上を目指す方　各回40名

講　師 セブンフォールド･ブリス 代表取締役 本田 賢広 氏

ねらい • 	仕事で成果を出すための時間の使い方として、単なる効率化にとどまらず、
業務改善の視点に立った本質的なタイムマネジメントをお伝えします。
•	成果に直結する仕事への取り組み方や優先順位付け、無駄な時間のなく
し方まで、演習を交えながら、具体的に解説、指導します。

J38 半日 | 事前課題
【DX/RPA入門】手を動かして学ぶ！社内業務効率化トレーニング講座
～日々の業務から課題を発見し、自ら解決する～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい ※	講座内で簡単な業務自動化ツール（Excel と Power	Automate）を使用したワーク
を行います。

変化が早い世の中、利用するシステム等が業務の変化に対応しきれなくなっていませんか。
その際、改修を外注し続けるのはコストも掛かり、スピード感も出ません。
激変時代を勝ち抜くには、自分達で手を動かす選択肢を手に入れる必要があります。
DXや RPAという言葉が流行っていますが、大きな構想や評論ではなく、実際に手を
動かしてご自身の業務を効率化・改善し、身の丈に合った一歩目を踏み出しましょう。

【事前課題】
日常の業務で時間がかかっていることの	
洗い出し

※「エクセルで始めてみよう　社内業務の
効率化を図る実践講座」からタイトル
変更しました。

【当日】
１.DXの概論
２.Power	Automateなど自動化ツールの実例
３.メールとの連携の仕方
４.フレームワークを使用して自動化の方法を検討
５.受講者作成事例の共有
６.自社で取り組むDXの取り組みを策定

オンライン 通　学

109375 11／16（水） 13 : 00〜17 : 00 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 経営者、経理・人事担当者、パソコンを使った事務作業の効率化・改善を
図りたい方　30名

講　師 プロトアウトスタジオ 校長 菅原のびすけ 氏

J4 1日 |  ※本講座ではパソコンは使用しません

プレゼンテーション力アップ講座〔入門編〕
～苦手意識の払拭と自己流スタイルからの脱却～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109493 ①5／25（水） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109495 ②12／15（木）

対　象 プレゼンに苦手意識を持つ方、プレゼンを基礎から学びたい方　各回40名

講　師 ブレイクビジョン 代表取締役 車塚 元章 氏

ねらい • 	あがらずに、人前で堂々と話ができるようになり、自己流のプレゼンス
タイルから脱却して、人を引きつける話ができるようになります。
•	ビジネスの成果に直結する、説得力のあるプレゼンを習得します。

※〔オンライン活用編〕と一部内容の重複があります。

J34 1日 | 
プレゼンテーション力アップ講座〔オンライン活用編〕
～対面からオンラインまで活用できる手法を学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109498 9／27（火） 10 : 00〜16 : 00 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 プレゼンに苦手意識を持つ方、プレゼンを基礎から学びたい方　40名

講　師 ブレイクビジョン 代表取締役 車塚 元章 氏

ねらい プレゼンテーションは、もはやすべてのビジネスパーソンにとって、必須
スキルです。プレゼンテーションは、リアルもあれば、オンライン（Web）
もあります。本セミナーでは、リアル・オンライン（Web）それぞれの
特徴にあわせ、プレゼンテーションの正しいやり方を、無理なく自然に身
につけることができます。

※〔入門編〕と一部内容の重複があります。

J5 1日 | 事前課題   ※本講座ではパソコンは使用しません

プレゼンテーション力アップ講座〔実践編〕
～自社紹介・社内プレゼンで説得力を増す～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 1.	プレゼンテーションの黄金律
	 •	プレゼンテーションの定義
	 •	プレゼンスキルを伸ばす３条件
	 •	プレゼンテーションの大原則
2.	プレゼンス〜魅力的な第一印象
	 •	身だしなみ、顔、ポジショニング、姿勢
3.	コンテンツ〜説得力のある内容
	 •	お客様の期待を分析する方法
	 •	メインメッセージの重要性
	 •	説得力を高める５つのテクニック
4.	ストラクチャー〜わかりやすい構成
	 •	聞き手に理解されるフォーマット
	 •	論理的な話の手順
	 •	話を分かりやすくする効果的な一言

5.	デリバリー〜魅力的な立ち振る舞い
	 •	魅力的で分かりやすい話し方
	 •	印象をコントロールする話し方
	 •	お客様を退屈させない話し方
6.	応用テクニック
	 •		資料の作り方〜チャート、図、グラ
フ作成の際のコツ

	 •	資料以外のビジュアルツールの使い方
7.		ビジネスシーンでのプレゼンテーション	
＜演習＞

※本講座ではパソコンは使用しません。

オンライン 通　学

109496 7／5（火）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　24,200円
一般1名　48,400円

対　象 営業担当者またはプレゼンテーションの技術向上を図りたい方　30名

講　師 マーキュリッチ 代表取締役 西野 浩輝 氏

ねらい • 	総合的にプレゼンテーション能力を高め、｢話す ｣のに必要な３つの力
と、それらを向上させ続けていくために必要な１つの学習スキルを	
高めます。
•	相手をその気にさせ、自ら動いてもらうだけの説得力のあるプレゼン
テーションの具体的な方法を、グループワーク、演習を通じて学びます。

J17 1日 | 
ロジカルシンキングの活かし方講座
～分かる、伝わる、誤解されない！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 【基本編】
1.	ビジネス・仕事にロジカルシンキングを使う！
	 •	ロジカルシンキングの 2大活用シーン
	 •	ロジカルシンキングの基本
	 		＜個人演習＞
	 		「納得度の高いロジックを組み立てる」

【問題解決編】
2.	問題解決の基本
	 •	問題解決の流れ
3.	問題解決の実践
	 •	MECE を活用して問題を具体化する
	 •	なぜを5回繰り返して本質的な原因を探る
	 •	解決策を考える
	 		＜グループ演習＞
	 		「解決策のアイデアをあげる」

【コミュニケーション編】
4.		伝えたいことを分かりやすく組
み立てるピラミッド・ストラク
チャー

	 ＜グループ演習＞
	 	「ピラミッド・ストラクチャーを
作成する」

5.		受け手を想定したコミュニケー
ション

	 •	受け手を理解する
	 •	納得につなげるための3ステップ
	 		＜個人演習＞
	 			「受け手を考えた伝え方を実践
する」

オンライン 通　学
109501 ①6／17（金）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109504 ②8／30（火）
109505 ③’232／14（火）
対　象 若手・中堅社員、論理的な考え方を身に付けたい方　各回40名
講　師 HRデザインスタジオ 代表 生方 正也 氏

ねらい • 	ロジカルシンキングは、初心者の方はもちろん、一通り学んだ方でも、
業務にうまく活用することがなかなか難しいスキルです。
•	新聞紙面に「仕事に役立つロジカルシンキング」を連載していた講師が、
具体的なビジネス実務に当てはめて、ロジカルシンキングの仕事への
活かし方を分かりやすく解説します。
•	“実践力” を養うために、グループ演習を中心に豊富な演習やクイズを
交えてエッセンスを学びます。

J39 1日 | NEW

リーダーのための「問題発見・問題解決力」向上講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	新型コロナウイルスやAI・ロボットなどのデジタル技術の急速な進歩など、VUCAとい

われる不確実性の高い時代においては、「自ら能動的に問題を発見する」ことが不可欠と
なってきます。特に、DX（デジタルトランスフォーメーション）が推進される昨今、こ
れからの時代に求められるスキルは、AIやロボットが得意とする「問題解決力」から、
能動的で付加価値を生み出す「問題発見力」へとなりつつあります。
•	本講座では、「問題解決」と「問題発見」の違いを理解した上で、目に見える、表面的な
問題ではなく、根本的な問題を発見するための思考法や、発見した問題を解決するため
の手法を学びます。また、学んだ知識はケーススタディを通して、実践・体験することで、
実業務で活かせるスキルへの変換を促進します。

内　容 1.	問題とは何か？
2.	問題を発見するための勘所
3.	見えない問題を発見する思考法
4.	問題解決のプロセス

5.	解決策を導くアイデア発想法
6.	総合演習（グループワーク）
7.	アクションプラン策定

オンライン 通　学

109530 9／13（火） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 チームリーダー・管理職・係長主任クラス　30名

講　師 ThreeXDesign 代表取締役 櫻井 俊輔 氏

業務効率化・改善 プレゼンテーション ／ 課題発見・問題解決

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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J29 1日 | RENEWAL
生産性向上のための時短ワザ
整理整頓仕事術

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109479 7／20（水）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 事務担当者、仕事をスピードアップし生産性を高めたい方、整理整頓したい方　48名

講　師 ヴィタミンＭ 代表取締役 鈴木 真理子 氏

ねらい • 	限られた勤務時間内で業務に取り組む上での段取り術や集中できる環境
づくり、周囲とのコミュニケーションの取り方、時短スキルなど、関係
構築を図りながら円滑に業務を進めるためのポイントを学びます。
•	テレワークやフリーアドレス制の導入、デジタル化やペーパレス化など
をふまえ、変化に対応する仕事の仕方について提唱します。
•	主体的に業務に取り組み、チームに貢献する人材になることを目指します。
※「5Sで極める！整理整頓仕事術講座」からタイトルを変更しました。

J32 1日 | 
うっかりミス防止講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109471 12／13（火）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 若手社員、中堅社員、事務担当者、仕事のミスをなくしたい方　48名

講　師 ヴィタミンＭ 代表取締役 鈴木 真理子 氏

ねらい • 	生産性向上のためには、ミスを未然に防ぐことが大切です。本講座では
プロ意識と当事者意識をもって仕事に取り組む姿勢を醸成します。
•	優先順位づけ、スケジュールとタスク管理、メモ術などにより、ミスを
なくす具体的な方法を習得します。
•	ミスをどうしたらなくせるのかを主体的に考えてアイデアを出し、すぐ
に実務で活かせる計画を立てます。

J12 1日 | 
若手社員向け 段取り力向上講座
～自分の時間を取り戻し、仕事の成果を上げる～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109464 ①6／7（火）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109468 ②’232／21（火）

対　象 2～5年目までの若手社員（特に、仕事で「やらされ感」を強く感じている方、日常
の業務の生産性を高めたい方、ワークライフバランスを整えたい方）　各回40名

講　師 マナビクス 代表 丹羽 將喜 氏

ねらい • 	単なる業務効率化ではなく、仕事のスピードと質を両立させる段取り力
向上のポイントを学ぶことで、「やりたいこと」と「やるべきこと」に
バランス良く時間を使える力を身につけることができます。
•	知識を学ぶだけでなく、体験型演習を通じて受講者自身の日々の時間の
使い方や仕事への価値観を振り返り、研修後の行動改善につなげます。

J27 1日 | 
仕事の見える化を進める
業務マニュアルの作成・管理の基本講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109474 ①7／13（水）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109480 ②12／14（水）

対　象 業務マニュアルを作成したい方、
仕事の見える化をして生産性の向上を図りたい方　各回40名

講　師 ThreeXDesign 代表取締役 櫻井 俊輔 氏

ねらい • 	本研修では、業務マニュアルを作る上で基礎となる思考法を学んだ上で、
業務マニュアルの作り方・書き方を具体的な例とワークを通して、実践
的に学びます。
•	業務マニュアルをどのように作成すればよいのか、その具体的な手順と
書き方や図解法などを見本例やテンプレートを使いながら、実践的に学
んでいただきます。また、作るだけにとどまらず、作った後にどのよう
に管理運用していけばよいのかについても学びます。

J22 1日 | 
事務担当者のためのムダ削減と改善の具体策講座
～生産性を上げるための意識改革を図る～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109485 ①8／24（水） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名
19,800円
一般1名　39,600円109487 ②’233／9（木）

対　象 事務担当者、ムダを無くし生産性を向上させたい方　各回40名

講　師 ハートリンク 代表 阿部 紀子 氏

ねらい • 	事務担当者の役割や仕事の仕方の変化を理解していただきます。
•	生産性向上や時短実現のスキルや具体策・実例をご紹介します。
•	職場でムダ削減や改善を推進できるように準備をしていただきます。

※本講座はデジタルスキルの内容ではありません。

J10 1日 | 
業務効率を上げるタイムマネジメント講座
～現状を把握・分析し、生産性UPの業績改善手法を学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109489 ①7／14（木） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109491 ②10／14（金）

対　象 中堅社員以上（社会人経験５年以上）で時間管理力、
日常業務の生産性向上を目指す方　各回40名

講　師 セブンフォールド･ブリス 代表取締役 本田 賢広 氏

ねらい • 	仕事で成果を出すための時間の使い方として、単なる効率化にとどまらず、
業務改善の視点に立った本質的なタイムマネジメントをお伝えします。
•	成果に直結する仕事への取り組み方や優先順位付け、無駄な時間のなく
し方まで、演習を交えながら、具体的に解説、指導します。

J38 半日 | 事前課題
【DX/RPA入門】手を動かして学ぶ！社内業務効率化トレーニング講座
～日々の業務から課題を発見し、自ら解決する～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい ※	講座内で簡単な業務自動化ツール（Excel と Power	Automate）を使用したワーク
を行います。

変化が早い世の中、利用するシステム等が業務の変化に対応しきれなくなっていませんか。
その際、改修を外注し続けるのはコストも掛かり、スピード感も出ません。
激変時代を勝ち抜くには、自分達で手を動かす選択肢を手に入れる必要があります。
DXや RPAという言葉が流行っていますが、大きな構想や評論ではなく、実際に手を
動かしてご自身の業務を効率化・改善し、身の丈に合った一歩目を踏み出しましょう。

【事前課題】
日常の業務で時間がかかっていることの	
洗い出し

※「エクセルで始めてみよう　社内業務の
効率化を図る実践講座」からタイトル
変更しました。

【当日】
１.DXの概論
２.Power	Automateなど自動化ツールの実例
３.メールとの連携の仕方
４.フレームワークを使用して自動化の方法を検討
５.受講者作成事例の共有
６.自社で取り組むDXの取り組みを策定

オンライン 通　学

109375 11／16（水） 13 : 00〜17 : 00 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 経営者、経理・人事担当者、パソコンを使った事務作業の効率化・改善を
図りたい方　30名

講　師 プロトアウトスタジオ 校長 菅原のびすけ 氏

J4 1日 |  ※本講座ではパソコンは使用しません

プレゼンテーション力アップ講座〔入門編〕
～苦手意識の払拭と自己流スタイルからの脱却～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109493 ①5／25（水） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109495 ②12／15（木）

対　象 プレゼンに苦手意識を持つ方、プレゼンを基礎から学びたい方　各回40名

講　師 ブレイクビジョン 代表取締役 車塚 元章 氏

ねらい • 	あがらずに、人前で堂々と話ができるようになり、自己流のプレゼンス
タイルから脱却して、人を引きつける話ができるようになります。
•	ビジネスの成果に直結する、説得力のあるプレゼンを習得します。

※〔オンライン活用編〕と一部内容の重複があります。

J34 1日 | 
プレゼンテーション力アップ講座〔オンライン活用編〕
～対面からオンラインまで活用できる手法を学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109498 9／27（火） 10 : 00〜16 : 00 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 プレゼンに苦手意識を持つ方、プレゼンを基礎から学びたい方　40名

講　師 ブレイクビジョン 代表取締役 車塚 元章 氏

ねらい プレゼンテーションは、もはやすべてのビジネスパーソンにとって、必須
スキルです。プレゼンテーションは、リアルもあれば、オンライン（Web）
もあります。本セミナーでは、リアル・オンライン（Web）それぞれの
特徴にあわせ、プレゼンテーションの正しいやり方を、無理なく自然に身
につけることができます。

※〔入門編〕と一部内容の重複があります。

J5 1日 | 事前課題   ※本講座ではパソコンは使用しません

プレゼンテーション力アップ講座〔実践編〕
～自社紹介・社内プレゼンで説得力を増す～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 1.	プレゼンテーションの黄金律
	 •	プレゼンテーションの定義
	 •	プレゼンスキルを伸ばす３条件
	 •	プレゼンテーションの大原則
2.	プレゼンス〜魅力的な第一印象
	 •	身だしなみ、顔、ポジショニング、姿勢
3.	コンテンツ〜説得力のある内容
	 •	お客様の期待を分析する方法
	 •	メインメッセージの重要性
	 •	説得力を高める５つのテクニック
4.	ストラクチャー〜わかりやすい構成
	 •	聞き手に理解されるフォーマット
	 •	論理的な話の手順
	 •	話を分かりやすくする効果的な一言

5.	デリバリー〜魅力的な立ち振る舞い
	 •	魅力的で分かりやすい話し方
	 •	印象をコントロールする話し方
	 •	お客様を退屈させない話し方
6.	応用テクニック
	 •		資料の作り方〜チャート、図、グラ
フ作成の際のコツ

	 •	資料以外のビジュアルツールの使い方
7.		ビジネスシーンでのプレゼンテーション	
＜演習＞

※本講座ではパソコンは使用しません。

オンライン 通　学

109496 7／5（火）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　24,200円
一般1名　48,400円

対　象 営業担当者またはプレゼンテーションの技術向上を図りたい方　30名

講　師 マーキュリッチ 代表取締役 西野 浩輝 氏

ねらい • 	総合的にプレゼンテーション能力を高め、｢話す ｣のに必要な３つの力
と、それらを向上させ続けていくために必要な１つの学習スキルを	
高めます。
•	相手をその気にさせ、自ら動いてもらうだけの説得力のあるプレゼン
テーションの具体的な方法を、グループワーク、演習を通じて学びます。

J17 1日 | 
ロジカルシンキングの活かし方講座
～分かる、伝わる、誤解されない！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 【基本編】
1.	ビジネス・仕事にロジカルシンキングを使う！
	 •	ロジカルシンキングの 2大活用シーン
	 •	ロジカルシンキングの基本
	 		＜個人演習＞
	 		「納得度の高いロジックを組み立てる」

【問題解決編】
2.	問題解決の基本
	 •	問題解決の流れ
3.	問題解決の実践
	 •	MECE を活用して問題を具体化する
	 •	なぜを5回繰り返して本質的な原因を探る
	 •	解決策を考える
	 		＜グループ演習＞
	 		「解決策のアイデアをあげる」

【コミュニケーション編】
4.		伝えたいことを分かりやすく組
み立てるピラミッド・ストラク
チャー

	 ＜グループ演習＞
	 	「ピラミッド・ストラクチャーを
作成する」

5.		受け手を想定したコミュニケー
ション

	 •	受け手を理解する
	 •	納得につなげるための3ステップ
	 		＜個人演習＞
	 			「受け手を考えた伝え方を実践
する」

オンライン 通　学
109501 ①6／17（金）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109504 ②8／30（火）
109505 ③’232／14（火）
対　象 若手・中堅社員、論理的な考え方を身に付けたい方　各回40名
講　師 HRデザインスタジオ 代表 生方 正也 氏

ねらい • 	ロジカルシンキングは、初心者の方はもちろん、一通り学んだ方でも、
業務にうまく活用することがなかなか難しいスキルです。
•	新聞紙面に「仕事に役立つロジカルシンキング」を連載していた講師が、
具体的なビジネス実務に当てはめて、ロジカルシンキングの仕事への
活かし方を分かりやすく解説します。
•	“実践力” を養うために、グループ演習を中心に豊富な演習やクイズを
交えてエッセンスを学びます。

J39 1日 | NEW

リーダーのための「問題発見・問題解決力」向上講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	新型コロナウイルスやAI・ロボットなどのデジタル技術の急速な進歩など、VUCAとい

われる不確実性の高い時代においては、「自ら能動的に問題を発見する」ことが不可欠と
なってきます。特に、DX（デジタルトランスフォーメーション）が推進される昨今、こ
れからの時代に求められるスキルは、AIやロボットが得意とする「問題解決力」から、
能動的で付加価値を生み出す「問題発見力」へとなりつつあります。
•	本講座では、「問題解決」と「問題発見」の違いを理解した上で、目に見える、表面的な
問題ではなく、根本的な問題を発見するための思考法や、発見した問題を解決するため
の手法を学びます。また、学んだ知識はケーススタディを通して、実践・体験することで、
実業務で活かせるスキルへの変換を促進します。

内　容 1.	問題とは何か？
2.	問題を発見するための勘所
3.	見えない問題を発見する思考法
4.	問題解決のプロセス

5.	解決策を導くアイデア発想法
6.	総合演習（グループワーク）
7.	アクションプラン策定

オンライン 通　学

109530 9／13（火） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 チームリーダー・管理職・係長主任クラス　30名

講　師 ThreeXDesign 代表取締役 櫻井 俊輔 氏

業務効率化・改善 プレゼンテーション ／ 課題発見・問題解決

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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総務・人事
マネジメント部門になったら

法律にかかわる
実務担当者になったら

ビジネス法務入門講座

契約実務講座〔基礎編〕

システム開発・ソフトウェア契約の
トラブル対処法講座

中小企業のための
情報セキュリティと法的責任と実務対応

問題社員の解雇・指導・対処法講座
～トラブルに応じた対処と円満退社の進め方～

働き方改革時代にマッチした
就業規則策定講座
～会社の存亡を揺るがす労使トラブルを未然に防ぐ～

労働法実務講座〔入門編〕

契約実務講座〔実践編〕

人材育成・採用など
人事担当者になったら

社会保険など
実務担当者になったら

社会保険実務講座〔入門編〕

給与計算の実務講座

社会保険実務講座〔実践編〕

年末調整の実務講座

総務スタッフ入門講座

法務・人事・総務法務・人事・総務

昇進・昇格の仕組みと
管理職の選び方講座

採用戦略の立て方と広報・PR講座
～新卒・中途採用どちらにも応用できる！
　内定辞退防止・人材定着のノウハウ～

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き
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F1 １日 | 
ビジネス法務入門講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109352 109353 ①5／27（金） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円109356 109358 ②10／27（木）

対　象 ビジネスに必要とされる法律の基礎を学びたい方 　各回40名
講　師 ワールド・ヒューマン・リソーシス 主席研究員・弁護士 住吉 健一 氏

ねらい • 	総務・人事担当者のみならず営業担当者等も対象として、ビジネスを行っ
ていく上で必要な法律知識を基本から、実例を交えて解説します。
•	基本的な法律問題を学習することにより、法的問題への取組の視点・対
処方法などを習得するとともに、現在企業が求めているコンプライアン
ス対応能力を養成します。

※本講座はビジネス実務法務検定試験®の対策講座ではありません。

F2 １日 | 
契約実務講座〔基礎編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109361 109362 ①6／30（木） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円109363 109366 ②11／25（金）

対　象 経営幹部、管理職、実務担当者 　各回50名
講　師 海谷・江口・池田法律事務所 弁護士 江口 正夫 氏

ねらい 契約実務に従事するに当たり、契約の要素とは何か、契約書と覚書、念書
等との相違点、契約書の構造と具体的な契約条項の意味、契約書に記載す
るのが好ましい条項や契約の拘束力を高めるための技術等について、契約処
理で必須となる法律知識を、実際の契約書を用いながら具体的に解説します。

F3 １日 | 
契約実務講座〔実践編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109370 109368 ①8／26（金） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円109382 109383 ②’231／26（木）

対　象 経営幹部、管理職、実務担当者、日常業務で契約書を扱っている方 　各回50名
講　師 海谷・江口・池田法律事務所 弁護士 江口 正夫 氏

ねらい • 	日常業務において契約書を扱っている方を対象に、契約書を作成すると
きの手順、提案された契約条項を修正する方法、契約書の有効・無効の
判断のポイント、トラブルを生じた際の対応と流れを、事例を中心に、
演習を交えながら実践的に学びます。

※「契約実務講座〔基礎編〕」の応用編に相当します。

F14 半日 | 
システム開発・ソフトウェア契約の
トラブル対処法講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109384 9／9（金） 13 : 30〜17 : 00 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 法務・総務・ＩＴシステム部門の担当者の方 　40名
講　師 牛島総合法律事務所 弁護士 影島 広泰 氏

ねらい システム開発やソフトウェアやサービスの契約にはトラブルが絶えません。
例えば、「システムを導入したが使い物にならず、使用しないままに毎月の料金を支払っ
ている」といったケースや、システム開発の途中で追加費用が必要になり、遅延が発
生することも頻発しています。
他方で、システム開発のベンダ側から見ると、顧客から際限なく追加・変更の要求が
出てきて赤字に陥るケースも多く存在しています。本講座では、このようなソフトウェ
ア契約やシステム開発のトラブルについて、裁判例をベースにし、民法改正を踏まえ
た上で、「費用は返してもらえるのか」、「当社が費用を負担しなければならないのか」
といったトラブル対処法を解説します。

F15 半日 | 
中小企業のための
情報セキュリティの法的責任と実務対応

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109387 11／10（木） 13 : 30〜17 : 00 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 法務・総務・ＩＴシステム部門の担当者の方 　40名
講　師 牛島総合法律事務所 弁護士 影島 広泰 氏

ねらい 近時、サプライチェーン全体でセキュリティ対策を要求する企業が増え、
取引先からの要請で中小企業においても情報セキュリティの	レベルアップ
が求められるようになっています。また、サイバー攻撃が猛威を振るって
おり、中小企業においても待ったなしの対策が必要となっています。本講
座では、中小企業が行うべき情報セキュリティを、現実的な目線で実務的
に解説します。

F4 １日 | 
労働法実務講座〔入門編〕
～実務に必要となる労働法の基本を一日でマスターする～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109386 109385 5／26（木）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 人事・労務担当者、労働法の基礎を学びたい方 　40名
講　師 石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 山中 健児 氏

ねらい • 	採用から退職までの各ステージにおいて、人事担当者が最低限知ってお
くべき法律知識と業務対応のポイントを最新の法令や判例に基づいて解
説します。
•	人事担当者が直面する雇用の流動化への対応や、紛争解決制度整備	など
の課題に対し、顕在化しやすい労使間トラブルへの対応や、労務管理を
的確に行うための労働法を根拠にした基本ルールを学びます。

G1 １日 | 
社会保険実務講座〔入門編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109393 109388 ①5／19（木）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109394 109389 ②9／15（木）
109395 109392 ③’231／24（火）
対　象 新任人事・労務担当者または社会保険を基本から学びたい方 　各回42名
講　師 兼子・山下経営労務事務所 社会保険労務士 山下 順子 氏

ねらい 病気やケガなどの事故が起こったときの給付や生活に直接影響する保険料の負
担など、多様な働き方が可能となった昨今では、社会保険適用の有無や保険料
の負担が、労働者が働き方や職場を決定するうえでたいへん重要な要素になっ
ています。そこで、本セミナーでは会社の担当者として、社会保険制度を正確
に理解し手続を行う際のポイントを膨大な法体系から特に重要な部分を抽出し
て整理し、新任担当者にも分かりやすく解説します。

G2 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください

社会保険実務講座〔実践編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109410 109402 ①6／7（火）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109414 109403 ②10／12（水）
109416 109404 ③’232／2（木）
対　象 入門編修了者、または実務経験1年以上の方 　各回42名
講　師 兼子・山下経営労務事務所 社会保険労務士 兼子 憲一 氏

ねらい 社会・労働保険の書類作成に重点を置き、社員の入社から退職までに発生
する様々な手続きや労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届等の手続
き時の確認事項や注意点について、各種届出書類の記載例を交えながら解
説します。

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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G4 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください

給与計算の実務講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109429 109420 ①6／28（火）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109430 109422 ②11／9（水）
109432 109424 ③’233／7（火）
対　象 給与計算担当者 　各回42名
講　師 兼子・山下経営労務事務所 社会保険労務士 兼子 憲一 氏

ねらい 給与計算を行う上で必要となる労働基準法、社会保険、税金に関する基本
知識について、具体的な計算例を交えて分かりやすく解説し、毎月の給与
計算を正確に行うことができるよう身に付けます。

G8 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください

年末調整の実務講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109443 109438 ①10／27（木） 10 : 00〜17 : 00
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円109444 109440 ②11／4（金）

対　象 年末調整実務担当者の方 　各回70名
講　師 トムズコンサルタント 代表社員 特定社会保険労務士 小宮 弘子 氏

ねらい 年末調整の実務を実際の書類や演習を交え、初めての方にも分かりやすく
指導します。
近年の法改正などにも触れながら、間違いやすいポイントや、分かりにく
い箇所を中心に解説します。
年末調整を初めて担当される方、実務の基本を再確認したい方に最適です。

G3 １日 | 
総務スタッフ入門講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109457 109454 ①5／11（水）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109458 109455 ②10／4（火）
109460 109456 ③’232／9（木）
対　象 新任総務担当者、または総務実務の基本を学びたい方 　各回42名
講　師 人事サポートプラスワン 代表取締役 松本 健吾 氏

ねらい • 	企業としての目的を達成するために、組織の要である総務の役割を理解し、その役割
をしっかりと果たすことができるスタッフになれるよう基本的な実務とノウハウを
中心に学びます。
•	総務の仕事は、会社の規模や業種にかかわらず、どの会社にも必ずあります。その仕
事は、きわめて多岐にわたり、「他部門が担当していない仕事」すべてが範囲といっ
ても過言ではありません。そして、経営者に代わって行う仕事や社員の働きやすさの
ための仕事など、会社の「すべての人へサービスすること」が仕事だともいえます。

G24 １日 | 
新任ハラスメント相談担当者の
基礎実務講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109472 5／19（木）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 新任ハラスメント相談窓口の担当者　これから窓口を設置予定の方 　40名

講　師 日本産業カウンセラー協会 東京支部 支部長 山田るり 氏

ねらい • 	2020 年より、職場におけるパワーハラスメント防止のための事業主の
雇用管理上の措置が義務化され、適切な措置を講じていない場合には是
正指導の対象となる場合もあります。
•	3 大ハラスメント（セクハラ・マタハラ・パワハラ）を中心に基礎的理
解と相談窓口担当者が、相談者に対してどのように対応すればよいかを
具体的な場面を想定したロールプレイ・事例検討を通じて相談対応スキ
ルを高めます。

G12 １日 | 
問題社員の解雇・指導・対処法講座
～トラブルに応じた対処と円満退社の進め方～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109476 109475 7／21（木）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者・経営幹部、人事・総務担当者 　42名
講　師 TOMA社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 渡邉 哲史 氏

ねらい •	 労働者の権利者意識が強くなったこともあり、近年は労使トラブルが増加傾向に
あります。
•	 パワハラなど会社に損害をもたらす問題社員をタイプ別に紹介し、トラブルに応
じた指導・対処法を学びます。
•	 最終的に退職勧奨や解雇を行う際に、会社として事前にしておく準備や、気をつ
けておくポイントを、分かりやすく説明します。

※「問題社員の指導・対処法講座」からタイトルを変更しました。

G11 １日 | 
働き方改革時代にマッチした就業規則策定講座
～会社の存亡を揺るがす労使トラブルを未然に防ぐ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109482 109484 11／22（火）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経営者・経営幹部、人事・総務担当者 　42名
講　師 TOMA社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 渡邉 哲史 氏

ねらい 新型コロナウイルスの影響により、退職・解雇トラブルが相次ぎ、労務相談が
殺到しています。中小企業にとって労務トラブルは会社の存亡を揺るがす大き
な問題に発展します。こうしたトラブルの多くは、あらかじめきちんとした就
業規則があれば、未然に防ぐことができます。法令遵守だけではカバーしきれ
ない労務リスクを予見し、徹底的にリスクを低減させた就業規則を作成する必
要があります。
働き方改革に対応した就業規則作成ポイントを、分かりやすく解説します。

※「働き方改革に対応した就業規則策定講座」からタイトルを変更しました。

G17 １日 | 
採用戦略の立て方と広報・PR講座
～新卒・中途採用どちらにも応用できる！内定辞退防止・人材定着のノウハウ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109488 10／18（火） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 人事採用担当者、採用面接担当者、これから採用を考えている方 　40名
講　師 ディリゴ 代表取締役 長谷 真吾 氏

ねらい • 	新卒、中途採用どちらにも応用できる、採用戦略の立て方を身に付けま
す。
•	今までの採用戦略を振り返り、PDCAの回し方を再考します。
•	リファラル採用や、EQ理論（こころの知能指数）を使った人材要件の
決定など、内定辞退の防止や人材定着にも役立つノウハウを身に付けま
す。

G16 半日 | 
昇進・昇格の仕組みと管理職の選び方講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109490 8／23（火） 13 : 00〜16 : 30
会員1名　

14,300円
一般1名　28,600円

対　象 経営者、人事部門担当者 　30名
講　師 日本経営システム研究所 代表取締役 中村 壽伸 氏

ねらい • 	昇格は、会社にやりがいを感じて、もっと上を目指そうとする原点です。
昇格を自発的に目指す成長社員を育てる仕組み作りについて、等級要件、
目標管理、昇給などの観点から詳しく解説します。
•	昇進は、多くの社員が役職に就きたいと考えるように仕組化する必要が
あります。昇進希望者を増やし、より有能で意欲的な管理職を育てるた
めのノウハウをお伝えします。

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き
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レベルアップを目指す担当者

経理担当者レベルアップ講座

財務分析講座〔実践編〕

経理部長・役員

経営幹部が身につけるべき数的知識講座

テレワーク・RPA

財務・経理財務・経理

入社１年目からの数字力強化講座

新任経理担当者の基礎実務講座

財務分析講座〔入門編〕

財務3表一体理解講座

資金繰り実務講座〔入門編〕

入門・定番講座

P.11

P.18

決算書の基礎講座
経理部門における
テレワーク導入の課題解決講座

法人税申告書の基礎講座

新入社員

経理・総務部門のためのRPAの活かし方講座

経営の本質を探る
原価計算と管理会計の基本講座

H5 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください 

新任経理担当者の基礎実務講座
～日常の経理業務を基本からマスター～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109492 ①5／20（金）

10 : 00〜16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109497 ②11／18（金）
109494 ③’231／20（金）

対　象 新任経理担当者、経理実務の基礎知識を学びたい方 　各回40名
講　師 田中事務所 専務・税理士・MBA（経営学修士） 田中 義晴 氏

ねらい 伝票・帳簿に記録して決算書を作成する、これだけが経理の仕事ではありません。
「企業の未来」に積極的に働き掛ける任務もあるのです。経理実務における必要
不可欠で基礎的な知識を実例・演習を含めて解説し、各種証憑書類の処理方法
から簿記で一番大切なポイントである仕訳の基本が理解できるようになります。
初めて経理を担当される方、経理実務を基本から理解したい方の必須講座です。

H6 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください 

経理担当者レベルアップ講座
～できる経理担当者として目標と現状を明確にする～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109506 ①8／5（金） 10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円109507 ②’231／27（金）

対　象 経理担当者、実務経験2年以上の方 　各回40名
講　師 田中事務所 専務・税理士・MBA（経営学修士） 田中 義晴 氏

ねらい 経理担当者はどんな仕事をすれば良いのか。初級、中級、上級の階層別に
何を考えてどう行動するべきなのか明白になります。経理業務は日々伝票
を作成したり、ただ仕訳をしているだけでは失格です。経理業務をする上
で判断に困った時の対処法をお伝えします。管理会計は分析するだけでは
意味がありません。決算書をどうやって会社の経営に役立てるのか。ポイ
ントを理解すれば研修の翌日から実践可能です。

H1 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください 

財務分析講座〔入門編〕
～財務分析の基礎知識を習得して、会社の健康診断を行う～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109508 ①6／16（木）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109509 ②11／2（水）

対　象 財務分析の基礎知識を習得して会社の財務基盤を強化したい方 　各回40名

講　師 城所会計事務所 公認会計士・税理士・行政書士 城所 弘明 氏

ねらい 「財務を見る眼」を養うことで、会社の健康診断を行い、財務基盤を強化します。
決算書から、経営状況や改善のポイントが見えるようになります。財務分析の
基礎知識から決算書の読み方・活用方法、経営改善や銀行との付き合い方まで
を分かりやすく丁寧に解説します。
１日で決算書から問題点を発見し、判断ができる、判断に必要な進言ができる
ようになることを目指します。
※受講者全員に経営に役立つデータを差し上げます。

H2 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください 

財務分析講座〔実践編〕
～事例演習を通じて財務分析による経営改革の手法をマスターする～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109510 ①9／13（火）

10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109511 ②12／16（金）

対　象 財務分析を習得して会社の経営改善を行い、財務基盤を強化したい方
  　各回40名

講　師 城所会計事務所 公認会計士・税理士・行政書士 城所 弘明 氏

ねらい 本講座は「財務分析講座〔入門編〕」の姉妹講座です。財務諸表を使い事例演習
中心の実践的な講義を行います。実践的な財務分析による改革手法をマスター
し、財務分析を通じて、企業が陥りやすい病気とその処方箋、利益計画や資金
計画などの実務に活かし、「財務面」からの経営企画力・提案力の向上を目指し
ます。
※受講者全員に経営に役立つデータを差し上げます。
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ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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D1 1日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください 

財務3表一体理解講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	貸借対照表（BS）・損益計算書（PL）・キャッシュフロー計算書（CS）の『財務３表』を

それぞれバラバラに理解するのではなく、相互の繋がりを確認しながら理解を深めていく
講座です。

•	簿記（仕訳）知識ゼロでも、1日で財務 3表の繋がりを理解していくために、ドリル
形式の演習を通じて、数字の感覚を磨いていきます。

オンライン 通　学

109522 109517 ①7／6（水）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

内容 １.	決算書の全体像を理解する
• 		そもそも決算書は何のためにあり、会社の何を表わそうとしているのか。	 	
初心者が理解すべき会計の全体像を解説

２.	財務３表の基礎知識
• 		財務３表の構造と経営分析のための基礎的な指標を理解する
３.	手を動かして財務３表の繋がりを理解する
• 		財務３表の数字が、それぞれの会計処理ごとにどう動くか、そして、それぞれの数字が財
務３表のどことどう繋がっているのかが分かれば「目からウロコが落ちる」ように財務諸
表の仕組みが納得できる

４.	純資産の部を理解する
５.	実際の決算書を分析してみる
• 		決算書を図解化する

109523 109518 ②10／19（水）

109524 109519 ③’232／17（金）

対　象 経営者、管理者から若手社員までの全ての方 　各回42名

講　師 インテグラス 代表取締役 諸橋 清貴 氏

H4 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください 

資金繰り実務講座〔入門編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109534 109533 8／25（木）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 資金繰り実務担当者、資金繰りの知識を必要とされている方 　40名
講　師 TOMAコンサルタンツグループ コンサル部 理事 井関 臣一朗 氏

ねらい 資金繰り表の作成知識を、基礎から分かりやすく解説します。「決算書」
と「資金繰り表」から得られる情報を理解した上で、実際に自社の資金繰
り表を作成できるようになります。会社の財務体質改善や資金繰り改善の
情報を得られ、今後の資金計画の有益な情報が得られます。経済環境の変
化に応じた資金調達方法を理解し、自社の時代に即した資金繰りの作成の
基礎知識を学ぶことが出来ます。

H11 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください 

経営の本質を探る原価計算と管理会計の基本講座
～原価の把握は利益の獲得に直結する～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109538 109536 11／11（金）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

対　象 原価計算の基礎を身に付けたい方 　40名
講　師 南公認会計士事務所 公認会計士 南 俊基 氏

ねらい 売上を右肩上がりに伸ばし続けることが難しい状況の中、企業には「いか
に原価を把握し、管理するか」が問われています。この原価の把握と管理
に大きな役割を果たすのが原価計算であり、原価を計算し、原価の発生状
況を把握することが、利益を獲得できる近道となります。本講座では、原
価計算の基礎知識を学ぶとともに、これを管理会計に落とし込み、原価と
いう経営上最重要な計数データを解説します。

H8 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください 

決算書の基礎講座
～経営者が説明しやすく、金融機関が理解しやすい決算書の作り方・伝え方～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109545 11／17（木） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経理担当者、実務経験2年以上の方 　40名
講　師 湊税理士事務所 税理士 湊 義和 氏

ねらい 会社の決算は、会社の 1年間の経営成績を確定させ、外部の利害関係者へ
報告するための大変重要な手続きです。金融機関や課税当局等に正しく評
価される決算書作成のポイントを分かりやすく解説します。特に、コロナ
禍では、金融機関からの資金調達力を継続させることが大変重要ですので、
金融機関への決算報告のポイントも解説します。

H10 １日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください 

法人税申告書の基礎講座
～法人税の基本と申告書の構造を一日で学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109546 11／15（火） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 経理担当者 　40名
講　師 渡邉一成税理士事務所 税理士 渡邉 一成 氏

ねらい 中小法人を対象とした法人税の計算のしくみを分かりやすく解説し、申告
書がどのように作られているのか、法人税の項目のうち特に実務に関わる
ものを事例とともに解説します。法人税の取り扱いを知ることにより、経
理担当者が用意すべき資料や役員が日頃意識すべきことが分かります。間
違いやすいポイントや、分かりにくい個所にも触れますので、初めての方
も実務の基本を再確認したい方にも最適です。

H15 半日 | 
コロナショックから学ぶ 
経理部門におけるテレワーク導入の課題解決講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109547 7／12（火） 13 : 30〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 ・ 経理部門の担当者　・経営者やシステム部門で経理業務の  
効率化のためにテレワーク導入を考えている方 　40名

講　師 ナレッジネットワーク 代表取締役・公認会計士 中田 清穂 氏

ねらい 財務経理部門でテレワークが円滑にできない様々な原因を整理して、その
原因ごとに対応方法や考え方を解説します。
最新のＩＴ知識を生かす、組織と業務フローの変革など、財務経理部門に
テレワークが根付くためのヒントをお伝えします。

H12 半日 | 
最新のITと税制を理解して「紙文化」からの脱却と繰返し業務の自動化をめざす！
経理・総務部門のためのRPAの活かし方講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109548 10／25（火） 13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 ・ 経理・総務部門の担当者　・経営者やシステム部門で経理・総務業務の  
効率化のためにRPA導入を考えている方 　40名

講　師 ナレッジネットワーク 代表取締役・公認会計士 中田 清穂 氏

ねらい 中小企業にも働き方改革が求められ『生産性向上』は待ったなしの課題と
なっています。経理や総務といった間接業務の生産性向上のカギを握るの
は「紙文化からの脱却」と「反復業務の自動化」です。大規模投資が必要
なく、人間の作業を自動化する RPA・その他 IT ツールについて解説し、
さらに請求書や領収書を捨てられる税制についても解説します。最後に「人
間でなければできない業務」とは何かを考えるヒントを紹介します。

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き
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営業・販売営業・販売

営業チームは各営業担当者のスキルアップが重要！
ONE TEAMでスキルアップに取り組みましょう！

新人・新任営業者 若手・中堅
 （営業経験3年以上） 営業管理職・リーダー

営業“基礎力”養成講座
～厳しい時代に負けないマインド 
とスキルをたたき込む！～

顧客の心をつかむ
営業スキルアップ講座

お客様と深い信頼関係を作り、
お客様に「欲しい」と言わしめ
る営業方法を解説します。

“売れる”
営業チームづくり講座

演習を通じて、営業幹部に求め
られる「戦略的な発想法」と
「部下や関連部門の巻き込み
方」を習得します。

ONE TEAM受講ONE TEAM受講

女性営業力養成講座
～新任営業の弱みを克服！～

あなたの得意を伸ばし、不得意を克服し、
営業担当者に必要な「力」をトレーニングしましょう！

営業“提案力”養成講座
～活動を再確認し、しつもん型営業でお悩み解決！～～活動を再確認し、しつもん型営業でお悩み解決！～

“営業の『力』を伸ばす”養成講座“営業の『力』を伸ばす”養成講座

営業“思考力”養成講座
～日々の営業活動を問題解決型に変える思考法・発想法～～日々の営業活動を問題解決型に変える思考法・発想法～

“勝てる”提案ができる
 提案書作成力養成講座

営業“交渉力”養成講座

営業アシスタント養成講座

“営業を支える『力』を養う”講座“営業を支える『力』を養う”講座

プレゼンテーション力アップ講座
〔入門編〕

プレゼンテーション力アップ講座
〔実践編〕

オンライン商談力向上講座

～苦手意識の払拭と自己流スタイルからの脱却～ ～自社紹介・社内プレゼンで説得力を増す～

対象　若手・中堅営業担当者

対象　若手・中堅営業担当者

対象　営業担当者

対象　営業担当者

NEW NEW

講座のポイント！講座のポイント！講座のポイント！講座のポイント！

P.23 P.23

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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I1 ２日 | 
営業“基礎力”養成講座
～厳しい時代に負けないマインドとスキルをたたき込む！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1. オリエンテーション（会場の雰囲気作り・動機付け）
2. あなたは上司・お客様の期待に応えているか？
3. 厳しい時代に負けない営業担当者になるには？
4. 今、志向すべき提案型営業のノウハウ伝授
5. ビジネスマナーをおろそかにするな！
6. 他人と差がつく電話応対のテクニック
7. できる人の商談の雰囲気づくり・切り出し話法
8. お客様から信頼されるコミュニケーション
9. お客様が共感・納得する商品説明
10. お客様から断られたらどうする？
11.		本講座全体のまとめ	

～明日から頑張りましょう！～

オンライン 通　学

109619 ①4／19（火）～20（水） 10 : 00～16 : 30
昼食付き

会員1名　30,800円
一般1名　61,600円109620 ②10／25（火）～26（水）

対　象 新人・新任営業担当者、営業の基礎を学びたい方　各回60名

講　師 ビジネスディベロップサポート 代表 大軽 俊史 氏

ねらい • 	売れる営業担当者と売れない営業担当者の差は、どの時代でも基礎がきちんとできているかで
決まります。ビジネスマナーやお客様とのコミュニケーション、商談スキルの “基礎力” を、ロー
ルプレイングを通じて徹底的に体得します。
•	基礎クラスでも十分、実践できる提案型営業のノウハウを惜しみなく提供します。
•	甘ったれた気持ちを改心させ、厳しい時代に生き残れる「強い営業担当者」の育成を目指します。

I7 1日 | 
女性営業力養成講座
～新任営業の弱みを克服！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1.	営業の存在意義を知り、女性の強みを活かす
•	営業で本当に大事なこととは？
•	信頼の仕組み
•	女性営業と男性営業の強みの違い
2.	営業基礎スキル
①	関係構築（きくスキル）
	 •	女性だからこそ行いたい「ビジネスラポール」　他
②	トークスキル
	 •	覚えておきたい「切り返しトーク」の基本
③	仮説設定（顧客を分析する）
	 •	何を話せば、顧客は興味を持つのか？
	 •	顧客を理解する 5つの視点　他
④	こんな時どうする？
	 •	営業が楽しくなる考え方
	 •	女性営業のキャリア　他

オンライン 通　学

109400 5／27（金）
10 : 00～16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 新任の女性営業担当者　40名

講　師 クロス・コンサルティング 代表取締役 島津 愛 氏

ねらい • 	営業人材としての女性の強みを理解し、その強みを積極的に活かした営業の基本手法を体得します。
•	多くの女性営業が苦手と感じがちな顧客分析や数値志向のトレーニングも実施し、「結果を出
せる女性営業」になる考え方やスキルのポイントを 1日で習得します。
•	受講生同士の交流から仕事への活力や気づきが得られるよう、意見交換やワークを多く取り入
れたスタイルです。

I14 1日 | 
顧客の心をつかむ営業スキルアップ講座
～売り込まなくても顧客から選ばれ、紹介される営業担当者へ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1.	トップセールスは、お客様からどう思われているか？
2.	お客様の心理を理解する
3.	お客様が思わず話したくなる「プロの聴き方」
4.	お客様の真のニーズを引き出す「質問スキル」
5.	お客様に「欲しい」と思われる「商談の進め方」
6.	売り込まないほど売れる！「ノークロージング営業法」
7.	トップセールスを目指す上で不可欠な４つの自信

オンライン 通　学

109405 8／23（火）
10 : 00～16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 若手・中堅の営業担当者（営業経験3年以上の方） 　40名

講　師 セブンフォールド・ブリス 代表取締役 本田 賢広 氏

ねらい • 	インターネットの普及により情報が溢れ、モノが氾濫し低価格化に歯止めがかからない厳しい
時代に、お客様に「欲しい」と言わしめる営業方法を解説します。
•	「短時間でお客様と深い信頼関係を作る」、「お客様も気付いていない『真のニーズ』を引き出す」、
「ご紹介をいただける営業パーソンになる」ことを中心テーマに、明日から使える具体的な手
法を体得します。

※		「目標達成のための売上を伸ばす営業スキルアップ講座」	
からタイトル変更しました。

I4 1日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください

“売れる”営業チームづくり講座
～全員を戦力化する営業戦略づくり～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1.		どんなチームも売れるチームに変身する3つの体質転換
2.		「ここを変えれば成果が変わる」売れる押ボタンの見つけ方
•		行動を数字で見える化して共有する「成果の方程式」の
作り方＜演習＞

•	 	目標達成するために、今のあなたがすべきことは何か	 	
＜演習＞

3.		メンバーをお客様の問題を解決するコンサルタントに変
える方法

•	 	メンバーに与える最強の『武器』は、お客様の問題発見
の着眼点＜演習＞

•	 	チームで共有したい、お客様のお困りごとを聞き出す魔
法の言葉

•	 	お客様が思わず手にしてめくってみたくなる企画書の書
き方

4.		チームの行動力を高める「MMO　Vプラン」の作り方
•	 	取り掛かりやすく達成を容易にするアクションプランの
つくり方＜演習＞

	 ※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学

109623 12／7（水）
10 : 00～16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 営業管理職、営業リーダー　30名

講　師 Ｖ字経営研究所 代表取締役 酒井 英之 氏

ねらい • 	“売れる” 営業チームの幹部がマスターすべきマネジメント手法と部下に提供できる『武器』を
身に付けます。
•	演習を通じて、営業幹部に求められる「戦略的な発想法」と「部下や関連部門の巻き込み方」
を習得します。
•	チーム全員で考える目標達成『Vプランシート』の作成等の演習を行います。

ONE TEAM 受講
I19 1日 | NEW

営業“思考力”養成講座
～日々の営業活動を問題解決型に変える思考法・発想法～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1. オリエンテーション
2. 営業 “思考力” ～思考の型
•	いつでも、どこでも、どんなときも、思考スイッチを入れる
•	「自頭」で考え、「地頭」を鍛え、お客様よりお客様を考える
•	営業 “思考力” とは、論理と感情の「ハイブリット思考」
3. 営業 “思考力” ～行動の型
•	行動の前にある「決断の型」で意志決定を確認する
•	目標と結果と成果の違いを明確にした PDCAの実践
•	意識的に「マイベストセールス」を狙い挑戦する
4. 営業 “思考力” ～関係構築の型
•	ネゴシエーション活動とWin-Win 関係構築の極意
•	受信・発信・巻き込み力を連携し、問題解決を加速する
•	場を仕切り、点の営業から面の営業へのレベルアップを狙う
5. 営業 “思考力” ～セルフマネジメント編
6. 営業 “思考力” ～バージョンアップ編
7. まとめ＆質疑応答
	 ※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学

109627 11／8（火） 10 : 00～16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 若手・中堅の営業担当者、営業思考力を磨きたい方　42名

講　師 ディ・フォース・インターナショナル 代表取締役 福島 章 氏

ねらい • 	営業 “思考力” とは、営業パーソンの土台となる営業的な思考法・発想法のことで、問題解決営業の実践を支
えるものです。お客様から選ばれ続け、リピートが絶えない、問題解決営業のプロフェッショナルへの道も、
この “営業 “思考力” を身に付け磨くことから始まります。

•	思考・行動・関係構築・セルフマネジメント・バージョンアップなど、営業 “思考力” の基本をマスターする
ことで、自分固有の潜在的な営業力を最大限に引き出し、パワフルな営業活動の実践を可能とします。

•	営業 “思考力” に磨きをかけたい営業パーソン同士で切磋琢磨する絶好の交流機会です。

I20 1日 | NEW

“勝てる”提案ができる提案書作成力養成講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 • 	提案書づくりに失敗する “真の原因” と “解決策”

を学びます。
•	クライアントの “問題・課題” を余すことなく聴き
出すための技法を学びます。
•	シンプルかつ訴求力のある提案書の “最小構成” を
学びます。
•	誰でも身に付けられるロジカルな “書き方” や “伝
え方” の “型” を学びます。
•	ワークを通じて明日から使える提案書作成の実践的
なスキル・ノウハウを習得します。

1. 提案書づくりはなぜ失敗するのか？
2. クライアントの “悩み・欲求” を聴き出す技術とは？
3. 勝てる提案書の “最小構成” とは？
4. 文章化・プレゼンテーション技法

オンライン 通　学

109572 9／20（火） 10 : 00～16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 営業担当者　40名

講　師 クレイジーコンサルティング 代表社員 中小企業診断士 酒井 勇貴 氏

ねらい • 	クライアントのニーズを余すことなく汲み取り、自社が “提供できる価値” を “提案書” とい
う形で具体的にアウトプットするためのスキル・ノウハウをお伝えいたします。
•	クライアントを惹きつける “訴求力のある提案書” を作る力は必ず武器になります。本講座で、
明日から使えるスキル・ノウハウをぜひとも手にしてください。

I17 １日 | 
営業“提案力”養成講座
～活動を再確認し、しつもん型営業でお悩み解決！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109628 ①6／22（水） 10 : 00～16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円109629 ②9／6（火）

対　象 若手・中堅の営業担当者（営業経験2～10年くらいの方） 　各回60名

講　師 日小田コンサルティング 代表取締役 日小田 正人 氏

ねらい • 	初対面のお客様と良好な人間関係を築くための質問手法について学びます。
•	お客様に気づきを与え、本当のニーズと行動を引き出すヒアリングスキルを習得し
ます。

•	営業プロセス別に質問の活用法を身に付け、質の高い商談ができ、お客様にご利益（ゴ
リヤク）を気づかせる商品知識の整理法（FABE	技法）とクロージングを学び、お
客様の顕在的・潜在的ニーズに合わせた「伝わる提案」の実践に繋げます。

I13 １日 | 
営業“交渉力”養成講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109630 ①7／14（木） 10 : 00～16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円109631 ②10／13（木）

対　象 営業担当者 　①20名　②40名

講　師 ①日本交渉協会 幹事 加藤 有祐 氏　②日本交渉協会 交渉アナリスト養成トレーナー 黒川 晃 氏

ねらい • 	交渉の考え方とフレームワークを体系的に学ぶことで交渉技術の向上を図ります。
•	お客様から信頼され、継続的取引に繋げるための力「合意形成力」（Win-Win を創
りだす力）を体得します。

•	ケーススタディを通じて、自分自身の交渉スタイルを知り、課題を明確化することで、
自信をもって営業活動に取り組める状況をつくっていきます。

“営業の『力』を伸ばす”養成講座

I9 １日 | 
営業アシスタント養成講座
～売上向上に貢献できるアシスタント力を磨く！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109406 ①7／5（火）

10 : 00～16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109407 ②9／28（水）

対　象 営業アシスタント、営業事務 　各回40名

講　師 ビジネスプラスサポート 人財育成プロデューサー 浜崎 智世 氏

ねらい 従来型の「営業事務」としての働きに加え、生産性向上、売上向上に貢献する
視点から　営業アシスタントとしての存在意義・役割を理解し、課題・戦略を
明確にします。電話応対を中心としたケーススタディを通して顧客応対の質を
高め、営業成果につながるマインドとスキルを磨きます。様々なタイプの営業
担当者との連携を強化し、成果を生み出すために必要なコミュニケーションに
ついて学びます。

“営業を支える『力』を養う”講座

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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I1 ２日 | 
営業“基礎力”養成講座
～厳しい時代に負けないマインドとスキルをたたき込む！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1. オリエンテーション（会場の雰囲気作り・動機付け）
2. あなたは上司・お客様の期待に応えているか？
3. 厳しい時代に負けない営業担当者になるには？
4. 今、志向すべき提案型営業のノウハウ伝授
5. ビジネスマナーをおろそかにするな！
6. 他人と差がつく電話応対のテクニック
7. できる人の商談の雰囲気づくり・切り出し話法
8. お客様から信頼されるコミュニケーション
9. お客様が共感・納得する商品説明
10. お客様から断られたらどうする？
11.		本講座全体のまとめ	

～明日から頑張りましょう！～

オンライン 通　学

109619 ①4／19（火）～20（水） 10 : 00～16 : 30
昼食付き

会員1名　30,800円
一般1名　61,600円109620 ②10／25（火）～26（水）

対　象 新人・新任営業担当者、営業の基礎を学びたい方　各回60名

講　師 ビジネスディベロップサポート 代表 大軽 俊史 氏

ねらい • 	売れる営業担当者と売れない営業担当者の差は、どの時代でも基礎がきちんとできているかで
決まります。ビジネスマナーやお客様とのコミュニケーション、商談スキルの “基礎力” を、ロー
ルプレイングを通じて徹底的に体得します。
•	基礎クラスでも十分、実践できる提案型営業のノウハウを惜しみなく提供します。
•	甘ったれた気持ちを改心させ、厳しい時代に生き残れる「強い営業担当者」の育成を目指します。

I7 1日 | 
女性営業力養成講座
～新任営業の弱みを克服！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1.	営業の存在意義を知り、女性の強みを活かす
•	営業で本当に大事なこととは？
•	信頼の仕組み
•	女性営業と男性営業の強みの違い
2.	営業基礎スキル
①	関係構築（きくスキル）
	 •	女性だからこそ行いたい「ビジネスラポール」　他
②	トークスキル
	 •	覚えておきたい「切り返しトーク」の基本
③	仮説設定（顧客を分析する）
	 •	何を話せば、顧客は興味を持つのか？
	 •	顧客を理解する 5つの視点　他
④	こんな時どうする？
	 •	営業が楽しくなる考え方
	 •	女性営業のキャリア　他

オンライン 通　学

109400 5／27（金）
10 : 00～16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 新任の女性営業担当者　40名

講　師 クロス・コンサルティング 代表取締役 島津 愛 氏

ねらい • 	営業人材としての女性の強みを理解し、その強みを積極的に活かした営業の基本手法を体得します。
•	多くの女性営業が苦手と感じがちな顧客分析や数値志向のトレーニングも実施し、「結果を出
せる女性営業」になる考え方やスキルのポイントを 1日で習得します。
•	受講生同士の交流から仕事への活力や気づきが得られるよう、意見交換やワークを多く取り入
れたスタイルです。

I14 1日 | 
顧客の心をつかむ営業スキルアップ講座
～売り込まなくても顧客から選ばれ、紹介される営業担当者へ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1.	トップセールスは、お客様からどう思われているか？
2.	お客様の心理を理解する
3.	お客様が思わず話したくなる「プロの聴き方」
4.	お客様の真のニーズを引き出す「質問スキル」
5.	お客様に「欲しい」と思われる「商談の進め方」
6.	売り込まないほど売れる！「ノークロージング営業法」
7.	トップセールスを目指す上で不可欠な４つの自信

オンライン 通　学

109405 8／23（火）
10 : 00～16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 若手・中堅の営業担当者（営業経験3年以上の方） 　40名

講　師 セブンフォールド・ブリス 代表取締役 本田 賢広 氏

ねらい • 	インターネットの普及により情報が溢れ、モノが氾濫し低価格化に歯止めがかからない厳しい
時代に、お客様に「欲しい」と言わしめる営業方法を解説します。
•	「短時間でお客様と深い信頼関係を作る」、「お客様も気付いていない『真のニーズ』を引き出す」、
「ご紹介をいただける営業パーソンになる」ことを中心テーマに、明日から使える具体的な手
法を体得します。

※		「目標達成のための売上を伸ばす営業スキルアップ講座」	
からタイトル変更しました。

I4 1日 |  ※当日は必ず電卓をご用意ください

“売れる”営業チームづくり講座
～全員を戦力化する営業戦略づくり～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1.		どんなチームも売れるチームに変身する3つの体質転換
2.		「ここを変えれば成果が変わる」売れる押ボタンの見つけ方
•		行動を数字で見える化して共有する「成果の方程式」の
作り方＜演習＞

•	 	目標達成するために、今のあなたがすべきことは何か	 	
＜演習＞

3.		メンバーをお客様の問題を解決するコンサルタントに変
える方法

•	 	メンバーに与える最強の『武器』は、お客様の問題発見
の着眼点＜演習＞

•	 	チームで共有したい、お客様のお困りごとを聞き出す魔
法の言葉

•	 	お客様が思わず手にしてめくってみたくなる企画書の書
き方

4.		チームの行動力を高める「MMO　Vプラン」の作り方
•	 	取り掛かりやすく達成を容易にするアクションプランの
つくり方＜演習＞

	 ※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学

109623 12／7（水）
10 : 00～16 : 30

昼食付き
会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 営業管理職、営業リーダー　30名

講　師 Ｖ字経営研究所 代表取締役 酒井 英之 氏

ねらい • 	“売れる” 営業チームの幹部がマスターすべきマネジメント手法と部下に提供できる『武器』を
身に付けます。
•	演習を通じて、営業幹部に求められる「戦略的な発想法」と「部下や関連部門の巻き込み方」
を習得します。
•	チーム全員で考える目標達成『Vプランシート』の作成等の演習を行います。

ONE TEAM 受講
I19 1日 | NEW

営業“思考力”養成講座
～日々の営業活動を問題解決型に変える思考法・発想法～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 1. オリエンテーション
2. 営業 “思考力” ～思考の型
•	いつでも、どこでも、どんなときも、思考スイッチを入れる
•	「自頭」で考え、「地頭」を鍛え、お客様よりお客様を考える
•	営業 “思考力” とは、論理と感情の「ハイブリット思考」
3. 営業 “思考力” ～行動の型
•	行動の前にある「決断の型」で意志決定を確認する
•	目標と結果と成果の違いを明確にした PDCAの実践
•	意識的に「マイベストセールス」を狙い挑戦する
4. 営業 “思考力” ～関係構築の型
•	ネゴシエーション活動とWin-Win 関係構築の極意
•	受信・発信・巻き込み力を連携し、問題解決を加速する
•	場を仕切り、点の営業から面の営業へのレベルアップを狙う
5. 営業 “思考力” ～セルフマネジメント編
6. 営業 “思考力” ～バージョンアップ編
7. まとめ＆質疑応答
	 ※内容を一部抜粋して掲載しています

オンライン 通　学

109627 11／8（火） 10 : 00～16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 若手・中堅の営業担当者、営業思考力を磨きたい方　42名

講　師 ディ・フォース・インターナショナル 代表取締役 福島 章 氏

ねらい • 	営業 “思考力” とは、営業パーソンの土台となる営業的な思考法・発想法のことで、問題解決営業の実践を支
えるものです。お客様から選ばれ続け、リピートが絶えない、問題解決営業のプロフェッショナルへの道も、
この “営業 “思考力” を身に付け磨くことから始まります。

•	思考・行動・関係構築・セルフマネジメント・バージョンアップなど、営業 “思考力” の基本をマスターする
ことで、自分固有の潜在的な営業力を最大限に引き出し、パワフルな営業活動の実践を可能とします。

•	営業 “思考力” に磨きをかけたい営業パーソン同士で切磋琢磨する絶好の交流機会です。

I20 1日 | NEW

“勝てる”提案ができる提案書作成力養成講座
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 • 	提案書づくりに失敗する “真の原因” と “解決策”

を学びます。
•	クライアントの “問題・課題” を余すことなく聴き
出すための技法を学びます。
•	シンプルかつ訴求力のある提案書の “最小構成” を
学びます。
•	誰でも身に付けられるロジカルな “書き方” や “伝
え方” の “型” を学びます。
•	ワークを通じて明日から使える提案書作成の実践的
なスキル・ノウハウを習得します。

1. 提案書づくりはなぜ失敗するのか？
2. クライアントの “悩み・欲求” を聴き出す技術とは？
3. 勝てる提案書の “最小構成” とは？
4. 文章化・プレゼンテーション技法

オンライン 通　学

109572 9／20（火） 10 : 00～16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 営業担当者　40名

講　師 クレイジーコンサルティング 代表社員 中小企業診断士 酒井 勇貴 氏

ねらい • 	クライアントのニーズを余すことなく汲み取り、自社が “提供できる価値” を “提案書” とい
う形で具体的にアウトプットするためのスキル・ノウハウをお伝えいたします。
•	クライアントを惹きつける “訴求力のある提案書” を作る力は必ず武器になります。本講座で、
明日から使えるスキル・ノウハウをぜひとも手にしてください。

I17 １日 | 
営業“提案力”養成講座
～活動を再確認し、しつもん型営業でお悩み解決！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109628 ①6／22（水） 10 : 00～16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円109629 ②9／6（火）

対　象 若手・中堅の営業担当者（営業経験2～10年くらいの方） 　各回60名

講　師 日小田コンサルティング 代表取締役 日小田 正人 氏

ねらい • 	初対面のお客様と良好な人間関係を築くための質問手法について学びます。
•	お客様に気づきを与え、本当のニーズと行動を引き出すヒアリングスキルを習得し
ます。

•	営業プロセス別に質問の活用法を身に付け、質の高い商談ができ、お客様にご利益（ゴ
リヤク）を気づかせる商品知識の整理法（FABE	技法）とクロージングを学び、お
客様の顕在的・潜在的ニーズに合わせた「伝わる提案」の実践に繋げます。

I13 １日 | 
営業“交渉力”養成講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109630 ①7／14（木） 10 : 00～16 : 30
昼食付き

（通学のみ）

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円109631 ②10／13（木）

対　象 営業担当者 　①20名　②40名

講　師 ①日本交渉協会 幹事 加藤 有祐 氏　②日本交渉協会 交渉アナリスト養成トレーナー 黒川 晃 氏

ねらい • 	交渉の考え方とフレームワークを体系的に学ぶことで交渉技術の向上を図ります。
•	お客様から信頼され、継続的取引に繋げるための力「合意形成力」（Win-Win を創
りだす力）を体得します。

•	ケーススタディを通じて、自分自身の交渉スタイルを知り、課題を明確化することで、
自信をもって営業活動に取り組める状況をつくっていきます。

“営業の『力』を伸ばす”養成講座

I9 １日 | 
営業アシスタント養成講座
～売上向上に貢献できるアシスタント力を磨く！～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109406 ①7／5（火）

10 : 00～16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109407 ②9／28（水）

対　象 営業アシスタント、営業事務 　各回40名

講　師 ビジネスプラスサポート 人財育成プロデューサー 浜崎 智世 氏

ねらい 従来型の「営業事務」としての働きに加え、生産性向上、売上向上に貢献する
視点から　営業アシスタントとしての存在意義・役割を理解し、課題・戦略を
明確にします。電話応対を中心としたケーススタディを通して顧客応対の質を
高め、営業成果につながるマインドとスキルを磨きます。様々なタイプの営業
担当者との連携を強化し、成果を生み出すために必要なコミュニケーションに
ついて学びます。

I18 １日 | 
オンライン商談力向上講座
～感性的コミュニケーションと論理的コミュニケーションにアプローチする～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109411 ①7／7（木）

10 : 00～16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109413 ②9／29（木）

対　象 営業職、他者への提案力を高めたい方 　各回40名

講　師 マーキュリッチ 代表取締役 西野 浩輝 氏

ねらい • 	リアルの営業と異なる「オンライン商談」の課題・悩みについて共有し、
その解決法を学びます。

•	多くの演習をまじえながら、「オンライン商談」が成功するポイントを
学びます。

“営業を支える『力』を養う”講座

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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貿易実務講座［輸出編］
輸出取引を行う上で留意しておくべ
き重要事項を総合的に解説します。

貿易・国際ビジネス貿易・国際ビジネス

基礎 応用
貿易実務貿易実務

貿易実務講座［基礎編］

貿易実務で使える
英文ビジネスEメール講座
～ライティングの基本と工夫を一から学ぶ～～ライティングの基本と工夫を一から学ぶ～

実践型貿易実務講座
［輸出入編］

～演習で学ぶ貿易取引の流れと書類作成～～演習で学ぶ貿易取引の流れと書類作成～

実務が発生する順番に講義し、その
後、演習で確認することで１つずつ
整理します。

非特恵原産地証明申請
の基礎実務講座

    ～証明書作成時のポイントと
                               実践ケーススタディ～
    ～証明書作成時のポイントと
                               実践ケーススタディ～

証明書作成に不可欠な基礎知識を
学び、トラブルを未然に防ぎます。

貿易実務講座［輸入編］
輸入取引を行う上で留意しておくべ
き重要項目を総合的に解説します。

貿易・英文契約講座〔入門編〕
/〔基礎レベルアップ編〕

貿易英文契約に使用される特有の表現や条文等を
日本語から理解します。

海外営業・国際契約海外営業・国際契約

国際売買契約講座〔基礎編〕
トラブルを事前に防ぐために重要な基本条項、交渉
する際に理解しておくべき事項を解説します。

英文ビジネスEメール
ライティング基礎講座

英文Ｅメールを送る時に必要な、基本的ルールとマナ
ー、全体的な書き方を解説します。講師がその場で
添削します。

英語スキル英語スキル

海外ビジネス無料相談
はじめて海外ビジネスに取り組む方はお気軽にご相談ください。
専門的なサポートが必要な方には、東商に登録している専門家が対応いたします。
中小企業相談センター　経営相談担当　海外展開支援（平日9：30～17：00）

03-3283-7745

Renewal

輸出者、輸入者、仲介者の三者の立場と
モノ・カネの流れを整理して学びます。

貿易取引の一連の流れと基礎的な
実務知識を解説します。

取引のオファーから代金回収まで、
明日からすぐに使える基本英文や
コミュニケーションの工夫を学びます。

AA
     
     Z

三国間貿易における書類
作成の実務と貿易関係証明

海外の与信管理と債権回収講座
基本的な実務や、海外の債権回収のポイント、債務
者の心理やタイプなど債務者の分析、海外取引の債
権保全策について解説します。

ビジネス英語
スキルアップ講座

～電話応対＆オンラインミーティング～～電話応対＆オンラインミーティング～

「電話を受ける／かける～切る」までの「定型表現」、
ミーティングを成功に導くための基本と心構え、
「開始から終了」までの重要なフレーズを学びます。

NEW

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き
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K1 １日 | 
貿易実務講座〔基礎編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	新任の貿易実務担当者や、これから貿易ビジネスを始める方
を対象に、貿易取引の一連の流れと基礎的な実務知識を解説
します。

•	貿易条件、外国為替と支払条件など、実務上知っておきたい
ポイントを学びます。

•	船積書類の作成など実務演習を通じて、貿易取引の理解を深
めていきます。

オンライン 通　学
109576 ①4／26（火）

10 : 00〜16 : 00 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

109578 ②6／8（水）
109579 ③9／7（水）

内容 Ⅰ	貿易実務全体の入門理解
Ⅱ	輸出コスト計算（基本）
Ⅲ	船積書類
Ⅳ	輸出業務
Ⅴ	入門演習①　売契約書の作成
Ⅵ	入門演習②　輸出時の船積書類
Ⅶ	輸出通関
Ⅷ	輸入業務
Ⅸ	入門演習③　買契約書の作成と輸入業務
Ⅹ	輸入通関
Ⅺ	〔附録〕貿易実務（入門・基礎）の理解問題

109594 ④10／19（水）
109596 ⑤12／1（木）
109597 ⑥’231／25（水）
109598 ⑦’233／7（火）
対　象 新任の貿易実務担当者、または貿易実務経験１年未満の方　各回35名
講　師 中矢一虎法務事務所（司法書士・行政書士）代表 中矢 一虎 氏

K18 １日 | 
貿易実務で使える英文ビジネスEメール講座
～ライティングの基本と工夫を一から学ぶ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109632 10／12（水） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象
・ 新任の貿易実務担当者、貿易実務をスムーズに進めるための英文Eメールの

形式や頻出表現を初歩から学びたい方
・自己流または翻訳ソフトでなんとか対応しているものの、自信がない方 　30名

講　師 みね事務所 代表 峯  愛 氏

ねらい 取引のオファーから代金回収まで、貿易実務の様々な場面において、「英文 E
メールではどのように表現したらいいの？」「今まで自己流で進めてきたけど、
もっとスムーズに実務をこなすために知っておくべき表現は？」など、英文
Eメールを使ったビジネスの入門者や貿易実務の初心者も明日からすぐに使
える簡単でわかりやすい基本英文やコミュニケーションの工夫を学びます。

K5 ２日 | 
実践型貿易実務講座〔輸出入編〕
～演習で学ぶ貿易取引の流れと書類作成～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109600 11／1（火）〜2（水）
10 : 00〜16 : 30

昼食付き
会員1名　40,700円
一般1名　81,400円

対　象 貿易実務担当者 ※主に貿易実務経験２年未満の方	　36名

講　師 アースリンク 貿易アドバイザー 川村 久美子 氏

ねらい • 	貿易実務に必要不可欠な基礎知識を体系的に整理します。
•	輸出入の実務について、実務が発生する順番に講義し、その後書類作成
や計算等の演習で確認することで１つずつ整理していきます。

K13 半日 | 
非特恵原産地証明申請の基礎実務講座
～証明書作成時のポイントと実践ケーススタディ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109610 5／24（火） 13 : 00〜17 : 00 会員1名　11,000円
一般1名　22,000円

対　象 非特恵原産地証明申請を行う実務担当者 　40名
講　師 貿易証明アドバイザー 松本 猛 氏

ねらい • 	非特恵原産地証明書が必要とされる理由と役割、東京商工会議所での申
請の流れなど、証明書作成に不可欠な基礎知識を学びます。
•	証明書作成時に注意すべきポイントや実務上発生しやすい事例を解説
し、申請時のトラブルを未然に防ぎます。
•	証明書作成の演習を行うことで、学んだ内容のアウトプットを行い、正
確な知識の定着化を図ります。
※	本講座は、非特恵原産地証明書の電子化・EPAに基づく特定原産地証明
書に関する講座ではありません。

K11 １日 | 
三国間貿易における書類作成の実務と
貿易関係証明

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109611 9／8（木） 10 : 00〜16 : 00 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 貿易実務担当者 ※主に実務経験1年以上の方、または東商貿易実務講座〔基
礎編〕の修了者	　35名

講　師 中矢一虎法務事務所（司法書士・行政書士）代表 中矢 一虎 氏

ねらい • 	三国間貿易・仲介貿易において、取引上留意すべきポイントを解説します。
•	輸出者、輸入者、仲介者の三者の立場とモノ・カネの流れを整理し、三
国間取引で必要なインボイスや契約書などの書類作成実務と決済まで考
えた取引上の注意点を学びます。
•	貿易関係証明を利用するための基礎知識を身に付け、その証明を活用し
た取引の方法を解説します。

K4 １日 | 
貿易実務講座〔輸出編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109604 ①6／9（木）

10 : 00〜16 : 00 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円109606 ②’232／16（木）

対　象 輸出実務担当者 ※主に実務経験２〜５年の方、または東商貿易実務講座〔基礎
編〕の修了者	　各回35名

講　師 中矢一虎法務事務所（司法書士・行政書士）代表 中矢 一虎 氏

ねらい • 	輸出実務担当者を対象に、輸出取引を行う上で留意しておくべき重要事
項を総合的に分かりやすく解説します。
•	輸出に関する基礎知識の確認から、コスト計算の方法など、実務担当者
として網羅しておくべき知識を提供します。

K3 １日 | 
貿易実務講座〔輸入編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109609 ’232／15（水） 10 : 00〜16 : 00 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 輸入実務担当者 ※実務経験２〜５年の方、または東商貿易実務講座〔基礎編〕
の修了者	　35名

講　師 中矢一虎法務事務所（司法書士・行政書士）代表 中矢 一虎 氏

ねらい • 	輸入実務担当者を対象に、輸入取引を行う上で留意しておくべき重要項
目を総合的に分かりやすく解説します。
•	輸入調達に関する基礎知識の確認から、輸入実務の手続き、そして輸入
通関時における関税等の税金の計算も学ぶことにより、税関の事後調査
に対応することができる知識を習得できます。

貿易実務

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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L3 １日 | RENEWAL
英文ビジネスEメールライティング基礎講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 Part1
1. 英文 Eメールを書く際のルールやマナー
2. 効果的な Eメールの書き方とコツ
3. テンプレートとして使える英文 Eメールの全体構成
4. 必ず開けてもらえる「件名」のつけ方の基本
5. よく使う「件名」一覧
6.「敬辞表現」の使い方の基本
7. 最後まで読んでもらえる「本文」の書き方
8. よく使う「本文の書き出し」一覧
9. よく使う便利な「箇条書き」のフォーマット
10. 相手にアクションを起こさせる「結びの文章」の書き方
11. ケース別「結辞表現」
12. 署名欄の書き方の基本
13. ビジネスでよく使われる Eメール略語
14. メッセンジャーやチャットで使う表現
Part2 ビジネスシーン別・英文 Eメール作成演習〈グループワーク〉
- アポイントメント（対面、オンライン）
- ミーティングの通知／連絡（対面、オンライン）
- スケジュールの確認
- 商品やサービス内容の問い合わせ

オンライン 通　学

109634 ①7／21（木）
10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円

一般1名　39,600円109635 ②12／9（金）
対　象 英文ビジネスEメールの書き方・構成に悩んでいる方　各回24名
講　師 オフィス・ビー・アイ 代表取締役 大島 さくら子 氏

ねらい • 	初めて英文Ｅメールを送る時に必要な、基本的ルールとマナー、全体的な書き方を丁寧に解説します。
•	効果的な件名のつけ方から署名欄の書き方まで、流れに沿って学びます。
•	オンライン会議開催の通知やアポの取りなど、よく使うビジネスシーン別に、実際にメールを
作成します。
•	グループワークで作成したメールを、講師がその場で添削します。
•	すでに英文 Eメールを使っていて、改めて知識や情報を学び直したい方も歓迎です。

L20 １日 | NEW

ビジネス英語スキルアップ講座～電話応対＆オンラインミーティング～
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内容 Part1

1.	超基本編
①	電話をかけるときの必須表現
②	電話を受けるときの必須表現
2.	基本編
①	電話を受ける
②	電話を取り次ぐ
③	電話を取り次がない
④	電話をかける
⑤	電話を切る
⑥	間違い電話
⑦	スペルとメールアドレスの確認
Part2
1. 欧米式ビジネスミーティングのフォーマットとは？
2. 成果が上がるミーティングとは？
3. ミーティングのマナーとは？
4. 効果的なミーティングとは？
5. わからなかったときの表現
6. ミーティングの英語必須表現集
7. 電話／オンライン会議の必須表現

オンライン 通　学

109636 9／16（金） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 英語での電話応対・オンラインミーティング対応が苦手な方、今後英語での電話応対・オンライン
ミーティング対応が見込まれる方　24名

講　師 オフィス・ビー・アイ 代表取締役 大島 さくら子 氏

ねらい • 	『英語での電話応対』では、「電話を受ける／かける〜切る」までの各シチュエーションで使う「定
型表現」を学び、英語での電話応対への恐怖心を取り除き、自信をつけていきます。
•	『英語でのミーティング』では、ミーティングを成功に導くための基本と心構え、「開始から終了」
までの流れの中で用いられる重要なフレーズを学びます。
•	また、「電話会議」と「オンラインミーティング」には欠かせない便利な表現もご紹介します。

英語スキル

海外営業・国際契約
K6 １日 | 
貿易・英文契約講座〔入門編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109612 10／20（木） 10 : 00〜16 : 00 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象
これから貿易業務を開始する方や、海外営業・企画・および関連部署の担当
者と管理職、一応の貿易実務経験は有るが、体系的に貿易実務の基本を学
びたいすべての方 　35名

講　師 中矢一虎法務事務所（司法書士・行政書士）代表 中矢 一虎 氏

ねらい • 	貿易取引を行う上で、避けて通れないのが英文契約です。貿易英文契約に使
用される特有の表現や条文等を日本語から理解する講座です。
•	貿易を始められた初心者の方でも、貿易に最低限必要な知識を修得頂けます。
•	単なる英文解釈・翻訳ではなく、貿易に必要不可欠な貿易のルールと貿易英
文契約の入門として、講座受講の翌日から貿易実務に使えます。

K9 １日 | 
貿易・英文契約講座〔基礎レベルアップ編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109613 ’231／26（木） 10 : 00〜16 : 00 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 貿易実務経験1年以上の方や東京商工会議所「貿易実務講座（基礎編）」・「国際売買契約書講座（基礎編）」
「貿易・英文契約講座（入門編）」等の履習者、貿易実務担当者・管理職および貿易経験の有る経営者 　35名

講　師 中矢一虎法務事務所（司法書士・行政書士）代表 中矢 一虎 氏

ねらい • 	外国企業との貿易契約締結後、国際商慣習や法律の違いに起因するトラブルが多い
だけでなく、貿易契約交渉において、どう対応すれば良いか分からないといった悩
みを耳にします。本講座では、日本企業を貿易英文契約上どう守るかについて学ぶ
講座です。

•	貿易英文契約書の読み方や、有利な契約内容を締結するためのコツを学びます。
•	貿易に不可欠な秘密保持契約や代理店契約・販売店契約についても修得します。

L5 １日 | 
海外の与信管理と債権回収講座

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109637 11／29（火） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　19,800円
一般1名　39,600円

対　象 海外取引における与信管理・債権回収の実務の基本やポイントを学びたい方 　40名
講　師 ナレッジマネジメントジャパン 代表取締役・与信管理コンサルタント 牧野 和彦 氏

ねらい • 	海外企業の支払期日に対する考え方や商習慣など、海外取引における与
信管理や債権回収の基本的な実務について体系的に学びます。
•	トレードレファレンス、遅延債権と回収率の関係、第三者を活用した債
権回収など、日本ではあまり知られていない海外の債権回収のポイント、
債務者の心理やタイプなど債務者の分析、海外取引の債権保全策につい
て解説します。

L2 半日 |                                             
国際売買契約講座〔基礎編〕

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109650 7／6（水） 13 : 00〜17 : 00 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象 国際（英文）売買契約の基礎を学びたい方 　40名
講　師 フリーマン国際法律事務所　弁護士 都留 綾子 氏

ねらい • 	海外取引は国内取引よりも、トラブルが生じるリスクが高いため、トラ
ブルを防ぐ、あるいは、生じた場合にスムーズに解決できるように、契
約書の締結が重要。
•	国際売買契約の実際の事例を題材に、トラブルを事前に防ぐために重要な
英文契約書のポイント、交渉の際に理解しておくべき事項について説明。
•	国際取引に関する経験の豊富な日本人講師（米国カリフォルニア州弁護
士資格を保有）が、実務経験をもとに解説。

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。
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ワード

エクセル

アクセス

パワーポイント

ワード＆エクセル実践
ベンリ技テクニック2016

エクセル
関数応用活用編2016

初級レベル★ 中級レベル★★ 上級レベル★★★

WEBの実務スキルを高めるWEBの実務スキルを高める

仕組みが知りたい方へ

Web担当者に必要とされる専門知識を実践講座で習得

３つの知識習得講座
新任WEB担当者 必見

WordPressによる
ビジネスサイト構築
〔導入＆初期設定]

WordPressによる
ビジネスサイト構築
〔コンテンツ作成＆保守運用編〕 

Googleアナリティクスに
よる解析実務〔初級編〕

エクセルでできる！
ビジネスデータ分析講座プラス

ホームページ作成
〔HTML /CSS3〕

パソコン・IT/Webの実務の全てが           研修わかる

ITスキルを高めるITスキルを高める
業務で必要となるオフィス系ソフトの基本・活用法を習得

エクセル応用2016
〔２日間通学編〕

エクセル応用2016
〔動画配信＋通学編〕

データを活用したい方へ

WEBマーケティング・運用・管理の実務の基本を習得
WEB担当者に必要とされる専門知識を実践講座で習得

プラス

エクセル基礎2016

※上記すべてMicrosoft Office Windowsにて実施いたします

エクセル
マクロVBA入門2016

アクセス基礎2016 アクセス応用2016

パワーポイント2016

新入社員のための
ワード＆エクセル
実践演習講座2016 P.10

P.16

Webサイト構築・運用
の基礎知識

Web集客（SNSマーケティング）
の基礎知識

Webサイト効果測定・改善
の基礎知識

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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通学オンデマンド動画配信 +

講師

録 画 受講者側画面例
1ディスプレイに表示

自分のペースで実技ワークを進められます。各項目ごとに、実際にご自身の
パソコンで作業いただきます。期間中であれば、何度でも見直せます。

「自分がつまずいた・知らなかった」点が分かった状態で受講で
きるため、ワーク・解説により理解が深まります。自己学習で分か
らなかった点、実務での困っていることの質疑応答ができます。

WEB上での事前学習で、通学講座の効果を高められます

＜オンデマンド動画配信では＞ ＜通学講座では＞

受講のスケジュール
申込 動画視聴 通学講座当日

●15営業日前から動画配信
●動画配信URL、
　ログインID、パスワードの連絡
●動画を視聴しながら制作･操作

●受講の申込 ●動画での学習の復習
●動画内容の補足
●つまずいた点の確認
　　　　　　　　など

動画視聴
●講座終了後10営業日の間
　復習のための動画配信

動画での事前学習

受講者

質疑
応答

講師

受講前
１5営業日
から
受講後
営業日
まで

録 画 会社から、ご自宅などから
視聴、制作・操作受講者側画面例

1ディスプレイに表示

講師からのコメント 【動画では】ご自身のペースで学習できます！
使用テキストの１～４章（関数、書式の応用、複合グラフ、図形の利用等）を
各章１時間～１時間半でまとめています
【通学講座では】動画内の操作を練習問題で確認し、補足説明をします！
ご不明な点があればその場で質問できます
教科書後半（データベース、ピボットテーブル、マクロ）の操作説明をします

時間の
有効活用が
できる！

　

受講者の声 動画視聴についての感想を教えてもらいました

先輩が過去に受講していておすすめ
されたので受講した。事前学習は自分
のペースで勉強できるので良い。

知っているところは倍速を使って見た
り、分からないところは戻って繰り返
し見ることができる。スキマ時間を使
って学習できるので大変便利。

１0

※2022年度より、視聴期間を延長しました

PE5 動画+1日 | 中級レベル★★  オンデマンド動画配信＋通学
エクセル応用2016〔動画配信＋通学編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 【動画配信】　受講前 15営業日前～受講後 10営業日

•	12 種の演算知識、関数の知識を広げる
•	シリアル値、表示形式、条件付き書式、	 	
入力規則、シートの保護
•	グラフ機能の活用、ワークシート間のデータ集計

【通学】
•	エクセルでのデータベースの基本機能、	 	
集計、テーブル、ピボットテーブル
•	マクロ、VBA体験
※	動画視聴で「つまづいた・知らなかった」点の質問ができます。

〔使用テキスト〕Excel2016 応用（FOM出版）
（オンデマンド動画配信単品　会員税込価格 22,000 円）

動画配信＋通学 動画配信 ＋ 通　学 通　学

109641 ① 8／19（金）～9／26（月） ＋ 9／9（金） 10 : 00

～

16 : 30

動画配信含む
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円109642 ② ’231／19（木）～2／22（水） ＋ ’232／9（木）

対　象「エクセル基礎」修了者、またはエクセルの知識を深めたいとお考えの方　各回19名

講　師 東商パソコン・ＩＴ講座担当講師

ねらい 『Excel』の基本操作をベースに、実践的なエクセルの応用操作方法を学びます。

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。
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PJ9 半日 | 
Webサイト構築・運用の基礎知識

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	本研修は、新任Web担当者がこれから企業内でWeb活用を進めて
いくにあたって、身につけておきたい基本的な知識や活用法について
理解を深めていただき、今後の取組に役立てていただくことを目的と
しています。
•	研修内容はWeb担当初心者を対象としたものとなっており、Web
の基礎知識〜Webサイト活用の全体像、Webサイト構築・運用の
基礎知識まで幅広いテーマを取り上げます。

オンライン 通　学

109656 5／20（金） 13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象

本講座ではWEB担当者の育成をお手伝いします。
•	Web担当者として、どの様な取組をすればよいか悩んでいる方
•	Web活用の知識や経験の少ない初心者・初級者
•	Web活用に関する基礎知識を身につけたい方
※	小〜中規模程度の企業の方の参加を想定しています。B2B/B2C・業種などは問
いません。	 　30名

内容 ①Web活用の基本と戦略立案
•	Webの基本知識
•	Web活用の目的と戦略立案

②Webサイト構築 ･運用の基礎知識
•	Webサイトの企画 ･構成の考え方
•	Webサイトの構築と業者選定
•	Webサイトの運用とセキュリティ対策講　師 ITコーディネータ協会 桒原 篤史 氏

PJ10 半日 | 
Web集客（SNSマーケティング）の基礎知識

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	本研修は、新任Web担当者がこれから企業内でWeb活用を進めて
いくにあたって、身につけておきたい基本的な知識や活用法について
理解を深めていただき、今後の取組に役立てていただくことを目的と
しています。
•	研修内容はWeb担当初心者を対象としたものとなっており、Web
の基礎知識〜Webサイト活用の全体像、Webサイト構築・運用の
基礎知識まで幅広いテーマを取り上げます。

オンライン 通　学

109657 6／3（金） 13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象

本講座ではWEB担当者の育成をお手伝いします。
•	Web担当者として、どの様な取組をすればよいか悩んでいる方
•		Web活用の知識や経験の少ない初心者・初級者・Web集客に関する基礎知識を
身につけたい方
•	SNSやマーケティングについての基礎知識を身につけたい方
※	小〜中規模程度の企業の方の参加を想定しています。B2B/B2C・業種などは
問いません。	 　30名

内容 ①Web集客の概要とその目的
②コンテンツマーケティングの考え方
③ SEOによる集客と基本的な対策
④ SNSによる集客と動向
⑤広告の基礎知識
⑥Web集客の導線設

講　師 ITコーディネータ協会 松永 菜穂子 氏

PJ11 半日 | 
Webサイト効果測定・改善の基礎知識

イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	企業のWebサイトが担っている役割を理解し、改善して効果を高め
ていく基本を学びます。
•	アクセス解析ツールで何が分かりどのような改善につなげられるか、
初歩的な使い方を学びます。
•	実務で役立つ効果測定・改善のコツを学びます。

オンライン 通　学

109655 7／26（火） 13 : 00〜16 : 30 会員1名　14,300円
一般1名　28,600円

対　象

本講座ではWEB担当者の育成をお手伝いします。
•	Webサイトからの集客がどうなっているか分からない方
•	Webサイトのアクセス解析をどのように行うべきか悩んでいる方
•	これからWebサイトの効果を高めたいと考えている方
•	業務の中にWebサイトの効果測定を取り入れたいと考えている方	 　30名

内容 ①効果測定・改善の考え方
②アクセス解析の基本
③Webサイトの改善の進め方
④効果測定・改善のコツ
⑤用語集

講　師 ITコーディネータ協会 並木 博 氏

新任Web担当者向け講座　ー Web 担当者に求められる Web 戦略・Web マーケティング・運用の業務３つの基本知識を習得ー

Web担当者スキルアップ講座　－ Web 担当者に必要とされる専門知識を実践講座で習得ー

PJ4 1日 |  ※当日はノートPCをお持ちください

Googleアナリティクスによる解析実務〔初級編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	アクセス解析の仕組みや用語を理解するとともに、Google	アナリ

ティクスによるアクセス解析の基本を学びます。
•	デモサイトのアクセスデータを操作実習にて分析しながら、Google
アナリティクスの基本的な操作方法や分析手法の習得を目指します。

オンライン 通　学

109654 8／3（水） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　24,200円
一般1名　48,400円

内容 ①Google アナリティクスの仕組みと基本用語を理解する
②これだけは行なっておきたいGoogle アナリティクスの設定を学ぶ
③Google アナリティクスの操作方法を習得する（操作実習）
④標準レポートによるWebサイトの現状分析の方法を学ぶ（操作実習）
※	当研修は、Google アナリティクスのバージョンの内、2020 年 12月にリ
リースされた「Google アナリティクス 4プロパティ」ではなく、従来の
Googleアナリティクスのバ―ジョンである「ユニバーサルアナリティクス」
を使用して行います。
※	当研修では、デモサイトにおけるGoogle アナリティクスの環境を使用し
ます。各自ノートパソコンをご持参いただくとともに、環境へのログイン
にGoogle アカウントが必要となりますので、ご自身の ID+パスワードを
必ずメモしてお持ちください。

対　象

・これからGoogleアナリティクスでアクセス解析を始めようとされている方 
・ 社内ではGoogleアナリティクスが導入されているものの、利用方法がよく分か
らないという方  
※	当研修は初級レベルの内容であり、Googleアナリティクスによるアクセス解析
について初心者の方を対象としています。	 　30名

講　師 ITコーディネータ協会 松本 年史 氏

ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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PE3 1日 | 中級～上級レベル★★～★★★

エクセル関数応用活用編2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109515 ①6／24（金）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109529 ②9／22（木）
109581 ③11／14（月）
109582 ④12／21（水）
109583 ⑤’232／22（水）

対　象 「エクセル基礎」修了者、または実務でエクセルをお使いの方　各回19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 売上集計表や会員名簿などの事例に基づき、多くの関数を紹介し、習得を

図ります。使えて便利な関数に特化して習得します。
〔使用テキスト〕Excel	2019/2016/2013	ビジネス活用編	関数テクニック
（FOM出版）

PB 1日 | 中級～上級レベル★★～★★★

ワード＆エクセル
実践ベンリ技テクニック2016

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109587 ①7／5（火）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109588 ②10／5（水）
109589 ③’233／8（水）

対　象 「エクセル基礎」修了者、または実務でワード・エクセルをお使いの方　各回19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 日常業務を効率よく進めることができる操作方法や裏技など、ビジネスで

活用できるスキルの習得を図ります。

D2 １日 | 中級～上級レベル★★～★★★

エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座
～組織全体の営業力・マーケティング力を大幅に強化できるデータ分析の実践ノウハウ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109535 ①8／24（水）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

24,200円
一般1名　48,400円109537 ②11／29（火）

対　象 営業・経理・総務部門の方（経営者の方で手法を学びたい方も参加可能です）　
 各回19名

講　師 システムリサーチ＆コンサルト 代表取締役 住中 光夫 氏
ねらい エクセルの「データ分析機能」を活用し、組織全体の営業力・マーケティング力	

を大幅に強化できる考え方や、瞬時にできるデータ分析の実践ノウハウについて	
１人１台のパソコン演習を通じてわかりやすく指導します。

※	別講座「会社経営を強くするビジネスデータ活用戦略講座」（P.18）も経営者
向けに開催します。

PE4 2日 | 上級レベル★★★

エクセルマクロVBA入門2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109585 ①8／4（木）〜5（金）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

33,000円
一般1名　66,000円109586 ②11／10（木）〜11（金）

対　象 「エクセル応用」修了者、または実務でエクセルをお使いの方　各回19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 基本用語の解説やプログラミング（コード入力）を通して、マクロの作成・

編集の正確な操作方法を理解し、業務を更に効率化させるエクセルの活用
方法を習得します。

〔使用テキスト〕Excel	2019/2016/2013	マクロ /VBA（FOM出版）

PA1 2日 | 初級レベル★

アクセス基礎2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109590 ①7／26（火）〜27（水）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円109591 ②10／12（水）〜13（木）

対　象 「エクセル基礎」修了者、または実務でエクセルをお使いの方
アクセスの基本構造や仕組みを知りたい方 　各回19名

講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい データベースソフト『Access』の基本操作を 2日間の実習で学びます。

〔使用テキスト〕Access2016	基礎（FOM出版）

PA2 2日 | 中級レベル★★

アクセス応用2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109592 11／24（木）〜25（金） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

対　象 「アクセス基礎」修了者、または実務でアクセスをお使いの方　19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい『Access』のさらに発展的な機能を使って、効率よく作業を進めるテクニック

を習得します。

〔使用テキスト〕Access2016	応用（FOM出版）

PP 2日 | 初級～中級レベル★～★★

パワーポイント2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109593 7／20（水）〜21（木） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

対　象 基本的なパソコン操作ができる方、実務でパワーポイントをお使いの方　19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい プレゼンテーションや資料作成に役立つ、パワーポイントの操作を学びます。

スライドの作成、レイアウト、スライドショーの操作など実習を繰り返し
ながら、実際にプレゼン資料を作成するなど、2	日間でほぼすべてのパワー
ポイントの使用方法を習得します。

〔使用テキスト〕PowerPoint2016	基礎（FOM出版）

PH 2日 | 初級～中級レベル★～★★

ホームページ作成〔HTML5/CSS3〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109643 6／7（火）〜8（水） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

対　象 初めてホームページを作成する方、またはホームページ担当者　19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 基本用語の解説やプログラミング（コード入力）を通して、サイト構築・

編集、公開や更新管理などの方法を学びます。

〔使用テキスト〕HTML5&CSS3	ウェブサイト構築の基本と実践（FOM出版）

PJ1 1日 |  ※当日はノートPCをお持ちください

WordPressによるビジネスサイト構築〔導入＆初期設定編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	WordPress を利用したサイト制作の基本を学びます。

•	自社で更新できるホームページの構築手順を実習で学びます。オンライン 通　学

109652 6／17（金） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　24,200円
一般1名　48,400円

内容 ワークを中心に構成した実務研修です。
①WordPress の基礎知識
•	WordPress とはどのようなものか、メリットなどを学びます。

②WordPress のインストール
•	レンタルサーバーを利用して実際のWordPress のインストール方法を学びます。

③WordPress の基本操作
•	管理画面の使い方、テーマのインストールなどを学びます。

④導入時に設定すべきプラグインとインストール
•	代表的なプラグインの紹介、インストール方法を学びます。

⑤WordPress によるサイト制作
•		固定ページの作成方法、メニュー（ナビゲーション）の設定、ウィジェット機
能などを学びます。

●	書籍「いちばんやさしいWordPress の教本	第 4版」使用	 	
（購入希望者はお申込み時、備考欄に記入）

対　象
これからWordPress でサイト制作を考えているWeb担当者、外注で制作した
WordPressサイトを運用していくうえで、WordPress の基本知識と操作を
知りたい方 　24名

講　師 ITコーディネータ協会 桒原 篤史 氏

PJ2 1日 |  ※当日はノートPCをお持ちください

WordPressによるビジネスサイト構築〔コンテンツ作成＆保守運用編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	WordPress を利用したビジネスサイトに必要なコンテンツの作成方

法を実習で学びます。
•	WordPress サイトの保守運用に重要なバックアップやセキュリティ
対策の基本を学びます。

オンライン 通　学

109653 7／14（木） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　24,200円
一般1名　48,400円

内容 ワークを中心に構成した実務研修です。
①ビジネスサイトに必要となるコンテンツの作成方法を習得する。
•		サンプルサイトのページ作成を体験しながら、WordPress のコンテンツ作成方
法を学びます。
•	代表的なプラグインを利用したコンテンツ作成方法を学びます。

②サイトの保守と運用について理解する
•	WordPress のバックアップやセキュリティ対策を学びます。

※ 	php によるカスタマイズ手法や css によるデザイン変更手法などの講義は行いま
せん。

●	書籍「いちばんやさしいWordPress の教本	第 4版」使用	 	
（購入希望者はお申込み時、備考欄に記入）

対　象

・一般的なビジネスサイトで必要となるコンテンツ作成の方法を知りたい方 
・WordPressサイトのセキュリティ対策について知識を深めたい方
※	当研修はWordPressの導入や基本設定を理解している方が対象です。HTML
やCSSの知識がない方でも安心して受講できます。 　24名

講　師 ITコーディネータ協会 桒原 篤史 氏

パソコンスキル活用編　－業務で必要となるオフィス系ソフト・ホームページ作成の基本・活用法を習得ー　 PC  ※パソコン設置の会場で実施します

PE1 2日 | 初級レベル★

エクセル基礎2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109513 ①5／11（水）〜12（木）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

109521 ②7／12（火）〜13（水）
109525 ③9／27（火）〜28（水）
109528 ④11／16（水）〜17（木）
109720 ⑤’231／12（木）〜13（金）

対　象 文字入力ができる方、またエクセルでのデータ入力程度でお使いの方　
 各回19名

講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 表計算ソフト『Excel』の基本操作を 2日間の実習で学びます。

〔使用テキスト〕Excel	2016	基礎（FOM出版）

PE2 2日 | 中級レベル★★

エクセル応用2016〔2日間通学編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109595 ①6／14（火）〜15（水）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

109599 ②8／25（木）〜26（金）
109639 ③10／27（木）〜28（金）
109640 ④12／8（木）〜9（金）

対　象 「エクセル基礎」修了者、またはエクセルの知識を深めたいとお考えの方　
 各回19名

講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 『Excel』の基本操作をベースに、2日間でより実践的なエクセルの応用操

作方法を学びます。

〔使用テキスト〕Excel	2016	応用（FOM出版）

PE5 動画+1日 | 中級レベル★★  オンデマンド動画配信＋通学
エクセル応用2016〔動画配信＋通学編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 【動画配信】　受講前 15営業日前〜受講後 10営業日

•	12 種の演算知識、関数の知識を広げる
•	シリアル値、表示形式、条件付き書式、	 	
入力規則、シートの保護
•	グラフ機能の活用、ワークシート間のデータ集計

【通学】
•	エクセルでのデータベースの基本機能、	 	
集計、テーブル、ピボットテーブル
•	マクロ、VBA体験
※	動画視聴で「つまづいた・知らなかった」点の質問ができます。

〔使用テキスト〕Excel2016 応用（FOM出版）
（オンデマンド動画配信単品　会員税込価格 22,000 円）

動画配信＋通学 動画配信 ＋ 通　学 通　学

109641 ① 8／19（金）〜9／26（月） ＋ 9／9（金） 10 : 00

〜

16 : 30

動画配信含む
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円109642 ② ’231／19（木）〜2／22（水） ＋ ’232／9（木）

対　象「エクセル基礎」修了者、またはエクセルの知識を深めたいとお考えの方　各回19名

講　師 東商パソコン・ＩＴ講座担当講師

ねらい 『Excel』の基本操作をベースに、実践的なエクセルの応用操作方法を学びます。

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます
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PE3 1日 | 中級～上級レベル★★～★★★

エクセル関数応用活用編2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109515 ①6／24（金）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109529 ②9／22（木）
109581 ③11／14（月）
109582 ④12／21（水）
109583 ⑤’232／22（水）

対　象 「エクセル基礎」修了者、または実務でエクセルをお使いの方　各回19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 売上集計表や会員名簿などの事例に基づき、多くの関数を紹介し、習得を

図ります。使えて便利な関数に特化して習得します。
〔使用テキスト〕Excel	2019/2016/2013	ビジネス活用編	関数テクニック
（FOM出版）

PB 1日 | 中級～上級レベル★★～★★★

ワード＆エクセル
実践ベンリ技テクニック2016

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109587 ①7／5（火）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

19,800円
一般1名　39,600円

109588 ②10／5（水）
109589 ③’233／8（水）

対　象 「エクセル基礎」修了者、または実務でワード・エクセルをお使いの方　各回19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 日常業務を効率よく進めることができる操作方法や裏技など、ビジネスで

活用できるスキルの習得を図ります。

D2 １日 | 中級～上級レベル★★～★★★

エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座
～組織全体の営業力・マーケティング力を大幅に強化できるデータ分析の実践ノウハウ～

イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109535 ①8／24（水）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

24,200円
一般1名　48,400円109537 ②11／29（火）

対　象 営業・経理・総務部門の方（経営者の方で手法を学びたい方も参加可能です）　
 各回19名

講　師 システムリサーチ＆コンサルト 代表取締役 住中 光夫 氏
ねらい エクセルの「データ分析機能」を活用し、組織全体の営業力・マーケティング力	

を大幅に強化できる考え方や、瞬時にできるデータ分析の実践ノウハウについて	
１人１台のパソコン演習を通じてわかりやすく指導します。

※	別講座「会社経営を強くするビジネスデータ活用戦略講座」（P.18）も経営者
向けに開催します。

PE4 2日 | 上級レベル★★★

エクセルマクロVBA入門2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109585 ①8／4（木）〜5（金）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

33,000円
一般1名　66,000円109586 ②11／10（木）〜11（金）

対　象 「エクセル応用」修了者、または実務でエクセルをお使いの方　各回19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 基本用語の解説やプログラミング（コード入力）を通して、マクロの作成・

編集の正確な操作方法を理解し、業務を更に効率化させるエクセルの活用
方法を習得します。

〔使用テキスト〕Excel	2019/2016/2013	マクロ /VBA（FOM出版）

PA1 2日 | 初級レベル★

アクセス基礎2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109590 ①7／26（火）〜27（水）
10 : 00〜16 : 30

会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円109591 ②10／12（水）〜13（木）

対　象 「エクセル基礎」修了者、または実務でエクセルをお使いの方
アクセスの基本構造や仕組みを知りたい方 　各回19名

講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい データベースソフト『Access』の基本操作を 2日間の実習で学びます。

〔使用テキスト〕Access2016	基礎（FOM出版）

PA2 2日 | 中級レベル★★

アクセス応用2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109592 11／24（木）〜25（金） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

対　象 「アクセス基礎」修了者、または実務でアクセスをお使いの方　19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい『Access』のさらに発展的な機能を使って、効率よく作業を進めるテクニック

を習得します。

〔使用テキスト〕Access2016	応用（FOM出版）

PP 2日 | 初級～中級レベル★～★★

パワーポイント2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109593 7／20（水）〜21（木） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

対　象 基本的なパソコン操作ができる方、実務でパワーポイントをお使いの方　19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい プレゼンテーションや資料作成に役立つ、パワーポイントの操作を学びます。

スライドの作成、レイアウト、スライドショーの操作など実習を繰り返し
ながら、実際にプレゼン資料を作成するなど、2	日間でほぼすべてのパワー
ポイントの使用方法を習得します。

〔使用テキスト〕PowerPoint2016	基礎（FOM出版）

PH 2日 | 初級～中級レベル★～★★

ホームページ作成〔HTML5/CSS3〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学

109643 6／7（火）〜8（水） 10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

対　象 初めてホームページを作成する方、またはホームページ担当者　19名
講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 基本用語の解説やプログラミング（コード入力）を通して、サイト構築・

編集、公開や更新管理などの方法を学びます。

〔使用テキスト〕HTML5&CSS3	ウェブサイト構築の基本と実践（FOM出版）

PJ1 1日 |  ※当日はノートPCをお持ちください

WordPressによるビジネスサイト構築〔導入＆初期設定編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	WordPress を利用したサイト制作の基本を学びます。

•	自社で更新できるホームページの構築手順を実習で学びます。オンライン 通　学

109652 6／17（金） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　24,200円
一般1名　48,400円

内容 ワークを中心に構成した実務研修です。
①WordPress の基礎知識
•	WordPress とはどのようなものか、メリットなどを学びます。

②WordPress のインストール
•	レンタルサーバーを利用して実際のWordPress のインストール方法を学びます。

③WordPress の基本操作
•	管理画面の使い方、テーマのインストールなどを学びます。

④導入時に設定すべきプラグインとインストール
•	代表的なプラグインの紹介、インストール方法を学びます。

⑤WordPress によるサイト制作
•		固定ページの作成方法、メニュー（ナビゲーション）の設定、ウィジェット機
能などを学びます。

●	書籍「いちばんやさしいWordPress の教本	第 4版」使用	 	
（購入希望者はお申込み時、備考欄に記入）

対　象
これからWordPress でサイト制作を考えているWeb担当者、外注で制作した
WordPressサイトを運用していくうえで、WordPress の基本知識と操作を
知りたい方 　24名

講　師 ITコーディネータ協会 桒原 篤史 氏

PJ2 1日 |  ※当日はノートPCをお持ちください

WordPressによるビジネスサイト構築〔コンテンツ作成＆保守運用編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 ねらい • 	WordPress を利用したビジネスサイトに必要なコンテンツの作成方

法を実習で学びます。
•	WordPress サイトの保守運用に重要なバックアップやセキュリティ
対策の基本を学びます。

オンライン 通　学

109653 7／14（木） 10 : 00〜16 : 30 会員1名　24,200円
一般1名　48,400円

内容 ワークを中心に構成した実務研修です。
①ビジネスサイトに必要となるコンテンツの作成方法を習得する。
•		サンプルサイトのページ作成を体験しながら、WordPress のコンテンツ作成方
法を学びます。
•	代表的なプラグインを利用したコンテンツ作成方法を学びます。

②サイトの保守と運用について理解する
•	WordPress のバックアップやセキュリティ対策を学びます。

※ 	php によるカスタマイズ手法や css によるデザイン変更手法などの講義は行いま
せん。

●	書籍「いちばんやさしいWordPress の教本	第 4版」使用	 	
（購入希望者はお申込み時、備考欄に記入）

対　象

・一般的なビジネスサイトで必要となるコンテンツ作成の方法を知りたい方 
・WordPressサイトのセキュリティ対策について知識を深めたい方
※	当研修はWordPressの導入や基本設定を理解している方が対象です。HTML
やCSSの知識がない方でも安心して受講できます。 　24名

講　師 ITコーディネータ協会 桒原 篤史 氏

パソコンスキル活用編　－業務で必要となるオフィス系ソフト・ホームページ作成の基本・活用法を習得ー　 PC  ※パソコン設置の会場で実施します

PE1 2日 | 初級レベル★

エクセル基礎2016
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109513 ①5／11（水）〜12（木）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

109521 ②7／12（火）〜13（水）
109525 ③9／27（火）〜28（水）
109528 ④11／16（水）〜17（木）
109720 ⑤’231／12（木）〜13（金）

対　象 文字入力ができる方、またエクセルでのデータ入力程度でお使いの方　
 各回19名

講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 表計算ソフト『Excel』の基本操作を 2日間の実習で学びます。

〔使用テキスト〕Excel	2016	基礎（FOM出版）

PE2 2日 | 中級レベル★★

エクセル応用2016〔2日間通学編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料オンライン 通　学
109595 ①6／14（火）〜15（水）

10 : 00〜16 : 30
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円

109599 ②8／25（木）〜26（金）
109639 ③10／27（木）〜28（金）
109640 ④12／8（木）〜9（金）

対　象 「エクセル基礎」修了者、またはエクセルの知識を深めたいとお考えの方　
 各回19名

講　師 東商パソコン・IT講座担当講師
ねらい 『Excel』の基本操作をベースに、2日間でより実践的なエクセルの応用操

作方法を学びます。

〔使用テキスト〕Excel	2016	応用（FOM出版）

PE5 動画+1日 | 中級レベル★★  オンデマンド動画配信＋通学
エクセル応用2016〔動画配信＋通学編〕
イベントNo. 日　程 時　間 受講料 内　容 【動画配信】　受講前 15営業日前〜受講後 10営業日

•	12 種の演算知識、関数の知識を広げる
•	シリアル値、表示形式、条件付き書式、	 	
入力規則、シートの保護
•	グラフ機能の活用、ワークシート間のデータ集計

【通学】
•	エクセルでのデータベースの基本機能、	 	
集計、テーブル、ピボットテーブル
•	マクロ、VBA体験
※	動画視聴で「つまづいた・知らなかった」点の質問ができます。

〔使用テキスト〕Excel2016 応用（FOM出版）
（オンデマンド動画配信単品　会員税込価格 22,000 円）

動画配信＋通学 動画配信 ＋ 通　学 通　学

109641 ① 8／19（金）〜9／26（月） ＋ 9／9（金） 10 : 00

〜

16 : 30

動画配信含む
会員1名　

30,800円
一般1名　61,600円109642 ② ’231／19（木）〜2／22（水） ＋ ’232／9（木）

対　象「エクセル基礎」修了者、またはエクセルの知識を深めたいとお考えの方　各回19名

講　師 東商パソコン・ＩＴ講座担当講師

ねらい 『Excel』の基本操作をベースに、実践的なエクセルの応用操作方法を学びます。

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き ホームページ上段の「検索フォーム」に講座名もしくは6桁のイベントNo.を入力すると、講座概要をご覧になれます。

※ホームページレイアウト・お申込み方法が新しくなりました  詳細は P44-45
※画像イメージは変更になる場合がございます

新
入
社
員

階
層
別

ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル

法
務
・
人
事
・
総
務

財
務
・
経
理

営
業
・
販
売

貿
易
・
国
際
ビ
ジ
ネ
ス

パ
ソ
コ
ン
・
Ｉ
Ｔ

39

201327_P37-39.indd   39201327_P37-39.indd   39 2022/01/25   9:542022/01/25   9:54



日程一覧（2022年3月〜2023年3月）

2022 年

3・4月
開催日 イベント№ 講座名 頁

3/30（水） 107703 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 9

4/4（月） 107704 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース〕 9

4（月）～5（火） 107708 新入社員ビジネス基礎講座〔2日コース〕 9

4（月）～5（火） 107709 新入社員ビジネス基礎講座〔2日コース〕 9

4（月）～5（火） 107712 新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心/2日コース〕 10

5（火）～6（水）・6/3（金） 107720 新入社員ビジネス基礎＆フォローアップ講座〔超少人数・実践中心2日＋フォローアップ1日〕 10

5（火） 107705 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース〕 9

6（水） 107706 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース〕 9

6（水）～7（木） 107710 新入社員ビジネス基礎講座〔2日コース〕 9

6（水）～7（木） 107713 新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心/2日コース〕 10

7（木） 107707 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース〕 9

7（木）～8（金） 107711 新入社員ビジネス基礎講座〔2日コース〕 9

7（木）～8（金） 107721 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

8（金） 107718 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 9

11（月）～12（火） 107714 新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心/2日コース〕 10

11（月）～12（火） 107722 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

13（水） 107719 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 9

13（水） 107726 事例で学ぶ！新入社員のためのコンプライアンス講座 10

開催日 イベント№ 講座名 頁

13（水）～14（木） 107723 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

14（木） 107727 事例で学ぶ！新入社員のためのコンプライアンス講座 10

18（月） 109276 入社1年目からの数字力強化講座 11

19（火） 107731 新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座 10

19（火） 109327 マーケティング戦略の立案と実践 16

19（火）～20（水） 107724 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

19（火）～20（水） 109619 営業“基礎力”養成講座 30

20（水） 107729 新入社員のためのロジカルシンキング講座 11

21（木） 107734 新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座 10

21（木） 109277 入社1年目からの数字力強化講座 11

21（木）～22（金） 107725 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

22（金） 107732 新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座 10

22（金） 107735 新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座 10

26（火） 107733 新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座 10

26（火） 109576 貿易実務講座〔基礎編〕 33

27（水） 107737 新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座 10

28（木） 107730 新入社員のためのロジカルシンキング講座 11

28（木） 109376 報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座 21

5月
開催日 イベント№ 講座名 頁

11（水）
109457

総務スタッフ入門講座 26
109454

11（水）～12（木） 109513 エクセル基礎2016 38

12（木）～13（金） 107715 新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心/2日コース〕 10

17（火）～18（水）・6/15（水） 109396 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

19（木）
109393

社会保険実務講座〔入門編〕 25
109388

19（木） 109472 新任ハラスメント相談担当者の基礎実務講座 26

20（金） 109492 新任経理担当者の基礎実務講座 27

20（金） 109656 Webサイト構築・運用の基礎知識 37

開催日 イベント№ 講座名 頁

24（火） 109350 ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕 20

24（火） 109610 非特恵原産地証明申請の基礎実務講座 33

25（水） 109493 プレゼンテーション力アップ講座〔入門編〕 23

26（木） 109425 プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座 12

26（木）
109386

労働法実務講座〔入門編〕 25
109385

27（金）
109352

ビジネス法務入門講座 25
109353

27（金） 109400 女性営業力養成講座 30

6月
開催日 イベント№ 講座名 頁

1（水）～2（木） 109442 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験5～10年編〕 11

2（木） 109567 部下の成長をうながすフィードバックの技術講座 15

3（金） 109657 Web集客（SNSマーケティング）の基礎知識 37

7（火） 109464 若手社員向け 段取り力向上講座 22

7（火）
109410

社会保険実務講座〔実践編〕 25
109402

7（火）～8（水） 109643 ホームページ作成〔HTML5/CSS3〕 39

8（水） 109461 若手社員パワーアップ講座〔社会人経験2～3年編〕 11

8（水） 109578 貿易実務講座〔基礎編〕 33

9（木） 109604 貿易実務講座〔輸出編〕 33

9（木）～10（金）・7/8（金） 109397 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

10（金） 109377 報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座 21

14（火） 109503 会社経営を強くするビジネスデータ活用戦略講座 18

14（火）～15（水） 109408 管理職候補・係長のための管理職養成講座 12

14（火）～15（水） 109595 エクセル応用2016〔2日間通学編〕 38

16（木） 109508 財務分析講座〔入門編〕 27

開催日 イベント№ 講座名 頁

16（木）～17（金） 109450 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験3～5年編〕 11

17（金） 109501 ロジカルシンキングの活かし方講座 23

17（金） 109652 WordPressによるビジネスサイト構築〔導入＆初期設定編〕 38

20（月）～22（水） 109347 戦略的管理者育成コース〔通学編〕 13

21（火） 109573 後輩指導力（OJTリーダー）養成講座 14

21（火） 109437 ハラスメント予防対策講座 15

22（水） 109628 営業“ 提案力” 養成講座 31

23（木） 109431 アサーティブ・コミュニケーション講座 21

24（金） 109559 部下の育成・指導法講座 14

24（金） 109357 ビジネス文書・Eメールの書き方講座[入門編] 20

24（金） 109515 エクセル関数応用活用編2016 39

28（火）
109429

給与計算の実務講座 26
109420

29（水） 109445 リーダーのための職場活性化講座 21

30（木）
109361

契約実務講座〔基礎編〕 25
109362

色なし：通学講座／■：オンライン講座／■：配信＋通学 （詳細はP.36参照）／■：合宿

7月
開催日 イベント№ 講座名 頁

5（火） 109496 プレゼンテーション力アップ講座〔実践編〕 23

5（火） 109406 営業アシスタント養成講座 31

5（火） 109587 ワード＆エクセル実践ベンリ技テクニック2016 39

6（水）
109522

財務3表一体理解講座 28
109517

6（水） 109650 国際売買契約講座〔基礎編〕 34

7（木） 109526 中堅社員　あなたの役割と仕事はこれだ！ 12

7（木） 109411 オンライン商談力向上講座 31

8（金） 109615 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“デザイン思考実践”講座 16

12（火） 109467 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

12（火） 109547 コロナショックから学ぶ 経理部門におけるテレワーク導入の課題解決講座 28

12（火）～13（水） 109521 エクセル基礎2016 38

13（水） 109421 女性リーダー行動革新講座 12

13（水） 109474 仕事の見える化を進める業務マニュアルの作成・管理の基本講座 22

開催日 イベント№ 講座名 頁

14（木） 109489 業務効率を上げるタイムマネジメント講座 22

14（木） 109630 営業“ 交渉力”養成講座 31

14（木） 109653 WordPressによるビジネスサイト構築〔コンテンツ作成＆保守運用編〕 38

20（水） 109479 生産性向上のための時短ワザ　整理整頓仕事術 22

20（水）～21（木） 109593 パワーポイント2016 39

20（水）~22（金） 109390 新任管理者育成コース〔合宿編〕 13

21（木）
109476

問題社員の解雇・指導・対処法講座 26
109475

21（木） 109634 英文ビジネスEメールライティング基礎講座 34

22（金） 109601 部下の指導・育成に活かすコーチング講座 14

22（金） 109373 お客さまの信頼をとりもどす クレーム対応講座 20

26（火） 109655 Webサイト効果測定・改善の基礎知識 37

26（火）～27（水） 109590 アクセス基礎2016 39

8月
開催日 イベント№ 講座名 頁

2（火） 109436 表情力向上トレーニング講座 21

3（水） 109532 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい”新規事業成功の秘訣”習得講座 16

3（水） 109654 Googleアナリティクスによる解析実務〔初級編〕 37

4（木） 109415 管理職・職場リーダーのための時間術講座 16

4（木）～5（金） 109585 エクセルマクロVBA入門2016 39

5（金） 109348 ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕 20

5（金） 109506 経理担当者レベルアップ講座 27

23（火） 109490 昇進・昇格の仕組みと管理職の選び方講座 26

23（火） 109405 顧客の心をつかむ営業スキルアップ講座 30

24（水） 109535 エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座 16

24（水） 109485 事務担当者のためのムダ削減と改善の具体策講座 22

開催日 イベント№ 講座名 頁

25（木） 109462 若手社員パワーアップ講座〔社会人経験2～3年編〕 11

25（木）
109534

資金繰り実務講座〔入門編〕 28
109533

25（木）～26（金） 109599 エクセル応用2016〔2日間通学編〕 38

26（金） 109360 ビジネス文書・Eメールの書き方講座[入門編] 20

26（金）
109370

契約実務講座〔実践編〕 25
109368

30（火） 109560 部下の育成・指導法講座 14

30（火） 109504 ロジカルシンキングの活かし方講座 23

31（水） 109459 周囲を巻き込むファシリテーション力養成講座 21

9月
開催日 イベント№ 講座名 頁

2（金）
109500

取締役・執行役員の役割と仕事 18
109499

2（金） 109381 人を動かす“数字”を使った伝え方講座 21

6（火） 109629 営業“ 提案力” 養成講座 31

6（火）・16（金）・10/5（水）・18（火） 109520 職場リーダー養成講座 12

7（水） 109579 貿易実務講座〔基礎編〕 33

7（水）～8（木）・10/7（金） 109398 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

8（木） 109364 ビジネスマナートレーニング講座〔復習・ステップアップ編〕 20

8（木） 109611 三国間貿易における書類作成の実務と貿易関係証明 33

9（金） 109379 信頼される社員の気がきく仕事術講座 21

9（金） 109384 システム開発・ソフトウェア契約のトラブル対処法講座 25

9（金） 109641 エクセル応用2016〔動画配信＋通学編〕 36

13（火） 109469 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

13（火） 109530 リーダーのための「問題発見・問題解決力」向上講座 23

13（火） 109510 財務分析講座〔実践編〕 27

13（火）～14（水） 109446 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験5～10年編〕 11

開催日 イベント№ 講座名 頁

14（水） 109565 役員のためのリスクマネジメント講座 18

15（木） 109378 報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座〔管理職編〕 21

15（木）
109394

社会保険実務講座〔入門編〕 25
109389

16（金） 109636 ビジネス英語スキルアップ講座 34

20（火） 109572 ”勝てる”提案ができる提案書作成力養成講座 31

21（水）～22（木） 109409 管理職候補・係長のための管理職養成講座 12

22（木） 109529 エクセル関数応用活用編2016 39

27（火） 109428 プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座 12

27（火） 109498 プレゼンテーション力アップ講座〔オンライン活用編〕 23

27（火）～28（水） 109451 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験3～5年編〕 11

27（火）～28（水） 109525 エクセル基礎2016 38

28（水） 109407 営業アシスタント養成講座 31

29（木）
109542

経営幹部が身につけるべき数的知識講座 18
109541

29（木） 109413 オンライン商談力向上講座 31
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2022 年

3・4月
開催日 イベント№ 講座名 頁

3/30（水） 107703 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 9

4/4（月） 107704 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース〕 9

4（月）～5（火） 107708 新入社員ビジネス基礎講座〔2日コース〕 9

4（月）～5（火） 107709 新入社員ビジネス基礎講座〔2日コース〕 9

4（月）～5（火） 107712 新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心/2日コース〕 10

5（火）～6（水）・6/3（金） 107720 新入社員ビジネス基礎＆フォローアップ講座〔超少人数・実践中心2日＋フォローアップ1日〕 10

5（火） 107705 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース〕 9

6（水） 107706 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース〕 9

6（水）～7（木） 107710 新入社員ビジネス基礎講座〔2日コース〕 9

6（水）～7（木） 107713 新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心/2日コース〕 10

7（木） 107707 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース〕 9

7（木）～8（金） 107711 新入社員ビジネス基礎講座〔2日コース〕 9

7（木）～8（金） 107721 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

8（金） 107718 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 9

11（月）～12（火） 107714 新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心/2日コース〕 10

11（月）～12（火） 107722 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

13（水） 107719 新入社員ビジネス基礎講座〔1日コース・オンライン〕 9

13（水） 107726 事例で学ぶ！新入社員のためのコンプライアンス講座 10

開催日 イベント№ 講座名 頁

13（水）～14（木） 107723 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

14（木） 107727 事例で学ぶ！新入社員のためのコンプライアンス講座 10

18（月） 109276 入社1年目からの数字力強化講座 11

19（火） 107731 新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座 10

19（火） 109327 マーケティング戦略の立案と実践 16

19（火）～20（水） 107724 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

19（火）～20（水） 109619 営業“基礎力”養成講座 30

20（水） 107729 新入社員のためのロジカルシンキング講座 11

21（木） 107734 新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座 10

21（木） 109277 入社1年目からの数字力強化講座 11

21（木）～22（金） 107725 新入社員のためのワード＆エクセル実践演習講座 2016 10

22（金） 107732 新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座 10

22（金） 107735 新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座 10

26（火） 107733 新入社員のための「仕事の段取り力」養成講座 10

26（火） 109576 貿易実務講座〔基礎編〕 33

27（水） 107737 新入社員のための「報・連・相」徹底訓練講座 10

28（木） 107730 新入社員のためのロジカルシンキング講座 11

28（木） 109376 報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座 21

5月
開催日 イベント№ 講座名 頁

11（水）
109457

総務スタッフ入門講座 26
109454

11（水）～12（木） 109513 エクセル基礎2016 38

12（木）～13（金） 107715 新入社員ビジネス基礎講座〔少人数・実践中心/2日コース〕 10

17（火）～18（水）・6/15（水） 109396 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

19（木）
109393

社会保険実務講座〔入門編〕 25
109388

19（木） 109472 新任ハラスメント相談担当者の基礎実務講座 26

20（金） 109492 新任経理担当者の基礎実務講座 27

20（金） 109656 Webサイト構築・運用の基礎知識 37

開催日 イベント№ 講座名 頁

24（火） 109350 ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕 20

24（火） 109610 非特恵原産地証明申請の基礎実務講座 33

25（水） 109493 プレゼンテーション力アップ講座〔入門編〕 23

26（木） 109425 プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座 12

26（木）
109386

労働法実務講座〔入門編〕 25
109385

27（金）
109352

ビジネス法務入門講座 25
109353

27（金） 109400 女性営業力養成講座 30

6月
開催日 イベント№ 講座名 頁

1（水）～2（木） 109442 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験5～10年編〕 11

2（木） 109567 部下の成長をうながすフィードバックの技術講座 15

3（金） 109657 Web集客（SNSマーケティング）の基礎知識 37

7（火） 109464 若手社員向け 段取り力向上講座 22

7（火）
109410

社会保険実務講座〔実践編〕 25
109402

7（火）～8（水） 109643 ホームページ作成〔HTML5/CSS3〕 39

8（水） 109461 若手社員パワーアップ講座〔社会人経験2～3年編〕 11

8（水） 109578 貿易実務講座〔基礎編〕 33

9（木） 109604 貿易実務講座〔輸出編〕 33

9（木）～10（金）・7/8（金） 109397 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

10（金） 109377 報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座 21

14（火） 109503 会社経営を強くするビジネスデータ活用戦略講座 18

14（火）～15（水） 109408 管理職候補・係長のための管理職養成講座 12

14（火）～15（水） 109595 エクセル応用2016〔2日間通学編〕 38

16（木） 109508 財務分析講座〔入門編〕 27

開催日 イベント№ 講座名 頁

16（木）～17（金） 109450 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験3～5年編〕 11

17（金） 109501 ロジカルシンキングの活かし方講座 23

17（金） 109652 WordPressによるビジネスサイト構築〔導入＆初期設定編〕 38

20（月）～22（水） 109347 戦略的管理者育成コース〔通学編〕 13

21（火） 109573 後輩指導力（OJTリーダー）養成講座 14

21（火） 109437 ハラスメント予防対策講座 15

22（水） 109628 営業“ 提案力” 養成講座 31

23（木） 109431 アサーティブ・コミュニケーション講座 21

24（金） 109559 部下の育成・指導法講座 14

24（金） 109357 ビジネス文書・Eメールの書き方講座[入門編] 20

24（金） 109515 エクセル関数応用活用編2016 39

28（火）
109429

給与計算の実務講座 26
109420

29（水） 109445 リーダーのための職場活性化講座 21

30（木）
109361

契約実務講座〔基礎編〕 25
109362

色なし：通学講座／■：オンライン講座／■：配信＋通学 （詳細はP.36参照）／■：合宿

7月
開催日 イベント№ 講座名 頁

5（火） 109496 プレゼンテーション力アップ講座〔実践編〕 23

5（火） 109406 営業アシスタント養成講座 31

5（火） 109587 ワード＆エクセル実践ベンリ技テクニック2016 39

6（水）
109522

財務3表一体理解講座 28
109517

6（水） 109650 国際売買契約講座〔基礎編〕 34

7（木） 109526 中堅社員　あなたの役割と仕事はこれだ！ 12

7（木） 109411 オンライン商談力向上講座 31

8（金） 109615 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“デザイン思考実践”講座 16

12（火） 109467 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

12（火） 109547 コロナショックから学ぶ 経理部門におけるテレワーク導入の課題解決講座 28

12（火）～13（水） 109521 エクセル基礎2016 38

13（水） 109421 女性リーダー行動革新講座 12

13（水） 109474 仕事の見える化を進める業務マニュアルの作成・管理の基本講座 22

開催日 イベント№ 講座名 頁

14（木） 109489 業務効率を上げるタイムマネジメント講座 22

14（木） 109630 営業“ 交渉力”養成講座 31

14（木） 109653 WordPressによるビジネスサイト構築〔コンテンツ作成＆保守運用編〕 38

20（水） 109479 生産性向上のための時短ワザ　整理整頓仕事術 22

20（水）～21（木） 109593 パワーポイント2016 39

20（水）~22（金） 109390 新任管理者育成コース〔合宿編〕 13

21（木）
109476

問題社員の解雇・指導・対処法講座 26
109475

21（木） 109634 英文ビジネスEメールライティング基礎講座 34

22（金） 109601 部下の指導・育成に活かすコーチング講座 14

22（金） 109373 お客さまの信頼をとりもどす クレーム対応講座 20

26（火） 109655 Webサイト効果測定・改善の基礎知識 37

26（火）～27（水） 109590 アクセス基礎2016 39

8月
開催日 イベント№ 講座名 頁

2（火） 109436 表情力向上トレーニング講座 21

3（水） 109532 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい”新規事業成功の秘訣”習得講座 16

3（水） 109654 Googleアナリティクスによる解析実務〔初級編〕 37

4（木） 109415 管理職・職場リーダーのための時間術講座 16

4（木）～5（金） 109585 エクセルマクロVBA入門2016 39

5（金） 109348 ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕 20

5（金） 109506 経理担当者レベルアップ講座 27

23（火） 109490 昇進・昇格の仕組みと管理職の選び方講座 26

23（火） 109405 顧客の心をつかむ営業スキルアップ講座 30

24（水） 109535 エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座 16

24（水） 109485 事務担当者のためのムダ削減と改善の具体策講座 22

開催日 イベント№ 講座名 頁

25（木） 109462 若手社員パワーアップ講座〔社会人経験2～3年編〕 11

25（木）
109534

資金繰り実務講座〔入門編〕 28
109533

25（木）～26（金） 109599 エクセル応用2016〔2日間通学編〕 38

26（金） 109360 ビジネス文書・Eメールの書き方講座[入門編] 20

26（金）
109370

契約実務講座〔実践編〕 25
109368

30（火） 109560 部下の育成・指導法講座 14

30（火） 109504 ロジカルシンキングの活かし方講座 23

31（水） 109459 周囲を巻き込むファシリテーション力養成講座 21

9月
開催日 イベント№ 講座名 頁

2（金）
109500

取締役・執行役員の役割と仕事 18
109499

2（金） 109381 人を動かす“数字”を使った伝え方講座 21

6（火） 109629 営業“ 提案力” 養成講座 31

6（火）・16（金）・10/5（水）・18（火） 109520 職場リーダー養成講座 12

7（水） 109579 貿易実務講座〔基礎編〕 33

7（水）～8（木）・10/7（金） 109398 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

8（木） 109364 ビジネスマナートレーニング講座〔復習・ステップアップ編〕 20

8（木） 109611 三国間貿易における書類作成の実務と貿易関係証明 33

9（金） 109379 信頼される社員の気がきく仕事術講座 21

9（金） 109384 システム開発・ソフトウェア契約のトラブル対処法講座 25

9（金） 109641 エクセル応用2016〔動画配信＋通学編〕 36

13（火） 109469 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

13（火） 109530 リーダーのための「問題発見・問題解決力」向上講座 23

13（火） 109510 財務分析講座〔実践編〕 27

13（火）～14（水） 109446 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験5～10年編〕 11

開催日 イベント№ 講座名 頁

14（水） 109565 役員のためのリスクマネジメント講座 18

15（木） 109378 報連相で極めるビジネスコミュニケーション講座〔管理職編〕 21

15（木）
109394

社会保険実務講座〔入門編〕 25
109389

16（金） 109636 ビジネス英語スキルアップ講座 34

20（火） 109572 ”勝てる”提案ができる提案書作成力養成講座 31

21（水）～22（木） 109409 管理職候補・係長のための管理職養成講座 12

22（木） 109529 エクセル関数応用活用編2016 39

27（火） 109428 プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座 12

27（火） 109498 プレゼンテーション力アップ講座〔オンライン活用編〕 23

27（火）～28（水） 109451 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験3～5年編〕 11

27（火）～28（水） 109525 エクセル基礎2016 38

28（水） 109407 営業アシスタント養成講座 31

29（木）
109542

経営幹部が身につけるべき数的知識講座 18
109541

29（木） 109413 オンライン商談力向上講座 31

41

201327_P40-P43.indd   41201327_P40-P43.indd   41 2022/01/25   9:372022/01/25   9:37



2023 年

12月
開催日 イベント№ 講座名 頁

1（木） 109596 貿易実務講座〔基礎編〕 33

6（火）
109608

役員に必要な会社経営の法務知識講座 18
109607

6（火）～7（水） 109412 管理職候補・係長のための管理職養成講座 12

7（水） 109441 表情力向上トレーニング講座 21

7（水） 109623 “売れる”営業チームづくり講座 30

8（木） 109616 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“デザイン思考実践”講座 16

8（木） 109359 ビジネス文書・Eメールの書き方講座[入門編] 20

8（木）～9（金） 109640 エクセル応用2016〔2日間通学編〕 38

9（金） 109439 ハラスメント予防対策講座 15

開催日 イベント№ 講座名 頁

9（金） 109635 英文ビジネスEメールライティング基礎講座 34

12（月） 109434 プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座 12

13（火） 109471 うっかりミス防止講座 22

14（水） 109602 部下の指導・育成に活かすコーチング講座 14

14（水） 109480 仕事の見える化を進める業務マニュアルの作成・管理の基本講座 22

15（木） 109495 プレゼンテーション力アップ講座〔入門編〕 23

16（金） 109374 お客さまの信頼をとりもどす クレーム対応講座 20

16（金） 109511 財務分析講座〔実践編〕 27

21（水） 109582 エクセル関数応用活用編2016 39

1月
開催日 イベント№ 講座名 頁

12（木） 109605 “折れない” 部下の育て方講座 14

12（木）～13（金） 109720 エクセル基礎2016 38

17（火）～18（水） 109449 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験5～10年編〕 11

18（水）～19（木）・2/16（木） 109486 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

20（金） 109473 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

20（金） 109494 新任経理担当者の基礎実務講座 27

24（火） 109527 中堅社員　あなたの役割と仕事はこれだ！ 12

24（火）
109395

社会保険実務講座〔入門編〕 25
109392

開催日 イベント№ 講座名 頁

25（水） 109597 貿易実務講座〔基礎編〕 33

26（木）
109382

契約実務講座〔実践編〕 25
109383

26（木） 109613 貿易・英文契約講座〔基礎レベルアップ編〕 34

27（金） 109355 ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕 20

27（金） 109507 経理担当者レベルアップ講座 27

2月
開催日 イベント№ 講座名 頁

2（木）
109416

社会保険実務講座〔実践編〕 25
109404

3（金） 109380 信頼される社員の気がきく仕事術講座 21

7（火） 109571「自ら考え動く」チームづくり講座 14

8（水） 109465 若手社員パワーアップ講座〔社会人経験2～3年編〕 11

8（水） 109419 女性管理職養成講座 12

9（木）
109460

総務スタッフ入門講座 26
109456

9（木） 109642 エクセル応用2016〔動画配信＋通学編〕 36

9（木）～10（金） 109453 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験3～5年編〕 11

10（金） 109562 部下の育成・指導法講座 14

14（火） 109435 プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座 12

開催日 イベント№ 講座名 頁

14（火） 109505 ロジカルシンキングの活かし方講座 23

15（水） 109371 ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔応用編〕 20

15（水） 109427 人を動かす“数字”を使った伝え方講座 21

15（水） 109609 貿易実務講座〔輸入編〕 33

16（木） 109606 貿易実務講座〔輸出編〕 33

17（金） 109433 アサーティブ・コミュニケーション講座 21

17（金）
109524

財務3表一体理解講座 28
109519

21（火） 109468 若手社員向け 段取り力向上講座 22

22（水） 109568 部下の成長をうながすフィードバックの技術講座 15

22（水） 109583 エクセル関数応用活用編2016 39

3月
開催日 イベント№ 講座名 頁

7（火）
109432

給与計算の実務講座 26
109424

7（火） 109598 貿易実務講座〔基礎編〕 33

開催日 イベント№ 講座名 頁

8（水） 109577 後輩指導力（OJTリーダー）養成講座 14

8（水） 109589 ワード＆エクセル実践ベンリ技テクニック2016 39

9（木） 109487 事務担当者のためのムダ削減と改善の具体策講座 22

色なし：通学講座／■：オンライン講座／■：配信＋通学 （詳細はP.36参照）／■：合宿

10月
開催日 イベント№ 講座名 頁

4（火） 109557 アンガーマネジメント×部下とのコミュニケーション・マネジメント 15

4（火）
109458

総務スタッフ入門講座 26
109455

5（水）
109544

売上予算必達のマネジメント講座 18
109564

5（水） 109588 ワード＆エクセル実践ベンリ技テクニック2016 39

7（金） 109539 新入社員のための社会人基礎講座 11

12（水）
109414

社会保険実務講座〔実践編〕 25
109403

12（水） 109632 貿易実務で使える英文ビジネスEメール講座 33

12（水）～13（木） 109591 アクセス基礎2016 39

12（水）～14（金） 109349 戦略的管理者育成コース〔通学編〕 13

13（木） 109351 ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕 20

13（木） 109631 営業“ 交渉力”養成講座 31

14（金） 109372 ビジネスモラル&コンプライアンス基礎講座 20

14（金） 109491 業務効率を上げるタイムマネジメント講座 22

18（火） 109488 採用戦略の立て方と広報・PR講座 26

18（火）～20（木） 109614 新任管理者育成コース〔合宿編〕 13

開催日 イベント№ 講座名 頁

19（水）
109523

財務3表一体理解講座 28
109518

19（水） 109594 貿易実務講座〔基礎編〕 33

20（木） 109574 後輩指導力（OJTリーダー）養成講座 14

20（木） 109612 貿易・英文契約講座〔入門編〕 34

21（金） 109563 経営幹部のための「経営戦略・事業戦略の構築手法」 18

21（金） 109369 ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔応用編〕 20

25（火） 109548 経理・総務部門のためのRPAの活かし方講座 28

25（火）～26（水） 109620 営業“基礎力”養成講座 30

26（水） 109570「自ら考え動く」チームづくり講座 14

27（木） 109603 部下との面談スキルアップ講座 15

27（木）
109356

ビジネス法務入門講座 25
109358

27（木）
109443

年末調整の実務講座 26
109438

27（木）～28（金） 109639 エクセル応用2016〔2日間通学編〕 38

28（金） 109566 リモートマネジメント講座 14

11月
開催日 イベント№ 講座名 頁

1（火）～2（水） 109600 実践型貿易実務講座〔輸出入編〕 33

1（火）～2（水）・12/2（金） 109399 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

2（水） 109470 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

2（水） 109509 財務分析講座〔入門編〕 27

4（金） 109569 育成体制・育成計画の立て方と運用のしかた 18

4（金）
109444

年末調整の実務講座 26
109440

8（火） 109447 リーダーのための職場活性化講座 21

8（火） 109627 営業“思考力”養成講座 31

9（水） 109540 新入社員のための社会人基礎講座 11

9（水）
109430

給与計算の実務講座 26
109422

10（木） 109556 ベテラン社員（年上部下）とのコミュニケーション 15

10（木） 109387 中小企業のための情報セキュリティの法的責任と実務対応 25

10（木）～11（金） 109448 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験5～10年編〕 11

10（木）～11（金） 109586 エクセルマクロVBA入門2016 39

11（金）
109538

経営の本質を探る原価計算と管理会計の基本講座 28
109536

14（月） 109581 エクセル関数応用活用編2016 39

14（月）～16（水） 109354 戦略的管理者育成コース〔合宿編〕 13

15（火） 109463 若手社員パワーアップ講座〔社会人経験2～3年編〕 11

開催日 イベント№ 講座名 頁

15（火） 109546 法人税申告書の基礎講座 28

16（水） 109423 女性リーダー行動革新講座 12

16（水） 109375【DX/RPA入門】社内業務効率化の思考法トレーニング講座 22

16（水）～17（木） 109528 エクセル基礎2016 38

17（木） 109626 リーダーのための心理的安全性の高いチームのつくり方 14

17（木） 109545 決算書の基礎講座 28

17（木）～18（金） 109452 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験3～5年編〕 11

18（金） 109497 新任経理担当者の基礎実務講座 27

22（火） 109618 経営幹部・管理職のための情報整理術 15

22（火）
109482

働き方改革時代にマッチした就業規則策定講座 26
109484

24（木） 109558 マーケティング発想力・思考力養成講座 16

24（木） 109367 ビジネスマナートレーニング講座〔復習・ステップアップ編〕 20

24（木）～25（金） 109592 アクセス応用2016 39

25（金） 109561 部下の育成・指導法講座 14

25（金）
109363

契約実務講座〔基礎編〕 25
109366

29（火） 109417 管理職・職場リーダーのための時間術講座 16

29（火） 109537 エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座 16

29（火） 109637 海外の与信管理と債権回収講座 34

日程一覧
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2023 年

12月
開催日 イベント№ 講座名 頁

1（木） 109596 貿易実務講座〔基礎編〕 33

6（火）
109608

役員に必要な会社経営の法務知識講座 18
109607

6（火）～7（水） 109412 管理職候補・係長のための管理職養成講座 12

7（水） 109441 表情力向上トレーニング講座 21

7（水） 109623 “売れる”営業チームづくり講座 30

8（木） 109616 経営者・新規事業責任者なら知っておきたい“デザイン思考実践”講座 16

8（木） 109359 ビジネス文書・Eメールの書き方講座[入門編] 20

8（木）～9（金） 109640 エクセル応用2016〔2日間通学編〕 38

9（金） 109439 ハラスメント予防対策講座 15

開催日 イベント№ 講座名 頁

9（金） 109635 英文ビジネスEメールライティング基礎講座 34

12（月） 109434 プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座 12

13（火） 109471 うっかりミス防止講座 22

14（水） 109602 部下の指導・育成に活かすコーチング講座 14

14（水） 109480 仕事の見える化を進める業務マニュアルの作成・管理の基本講座 22

15（木） 109495 プレゼンテーション力アップ講座〔入門編〕 23

16（金） 109374 お客さまの信頼をとりもどす クレーム対応講座 20

16（金） 109511 財務分析講座〔実践編〕 27

21（水） 109582 エクセル関数応用活用編2016 39

1月
開催日 イベント№ 講座名 頁

12（木） 109605 “折れない” 部下の育て方講座 14

12（木）～13（金） 109720 エクセル基礎2016 38

17（火）～18（水） 109449 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験5～10年編〕 11

18（水）～19（木）・2/16（木） 109486 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

20（金） 109473 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

20（金） 109494 新任経理担当者の基礎実務講座 27

24（火） 109527 中堅社員　あなたの役割と仕事はこれだ！ 12

24（火）
109395

社会保険実務講座〔入門編〕 25
109392

開催日 イベント№ 講座名 頁

25（水） 109597 貿易実務講座〔基礎編〕 33

26（木）
109382

契約実務講座〔実践編〕 25
109383

26（木） 109613 貿易・英文契約講座〔基礎レベルアップ編〕 34

27（金） 109355 ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕 20

27（金） 109507 経理担当者レベルアップ講座 27

2月
開催日 イベント№ 講座名 頁

2（木）
109416

社会保険実務講座〔実践編〕 25
109404

3（金） 109380 信頼される社員の気がきく仕事術講座 21

7（火） 109571「自ら考え動く」チームづくり講座 14

8（水） 109465 若手社員パワーアップ講座〔社会人経験2～3年編〕 11

8（水） 109419 女性管理職養成講座 12

9（木）
109460

総務スタッフ入門講座 26
109456

9（木） 109642 エクセル応用2016〔動画配信＋通学編〕 36

9（木）～10（金） 109453 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験3～5年編〕 11

10（金） 109562 部下の育成・指導法講座 14

14（火） 109435 プレイングマネージャーとしての課長の役割認識と仕事力講座 12

開催日 イベント№ 講座名 頁

14（火） 109505 ロジカルシンキングの活かし方講座 23

15（水） 109371 ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔応用編〕 20

15（水） 109427 人を動かす“数字”を使った伝え方講座 21

15（水） 109609 貿易実務講座〔輸入編〕 33

16（木） 109606 貿易実務講座〔輸出編〕 33

17（金） 109433 アサーティブ・コミュニケーション講座 21

17（金）
109524

財務3表一体理解講座 28
109519

21（火） 109468 若手社員向け 段取り力向上講座 22

22（水） 109568 部下の成長をうながすフィードバックの技術講座 15

22（水） 109583 エクセル関数応用活用編2016 39

3月
開催日 イベント№ 講座名 頁

7（火）
109432

給与計算の実務講座 26
109424

7（火） 109598 貿易実務講座〔基礎編〕 33

開催日 イベント№ 講座名 頁

8（水） 109577 後輩指導力（OJTリーダー）養成講座 14

8（水） 109589 ワード＆エクセル実践ベンリ技テクニック2016 39

9（木） 109487 事務担当者のためのムダ削減と改善の具体策講座 22

色なし：通学講座／■：オンライン講座／■：配信＋通学 （詳細はP.36参照）／■：合宿

10月
開催日 イベント№ 講座名 頁

4（火） 109557 アンガーマネジメント×部下とのコミュニケーション・マネジメント 15

4（火）
109458

総務スタッフ入門講座 26
109455

5（水）
109544

売上予算必達のマネジメント講座 18
109564

5（水） 109588 ワード＆エクセル実践ベンリ技テクニック2016 39

7（金） 109539 新入社員のための社会人基礎講座 11

12（水）
109414

社会保険実務講座〔実践編〕 25
109403

12（水） 109632 貿易実務で使える英文ビジネスEメール講座 33

12（水）～13（木） 109591 アクセス基礎2016 39

12（水）～14（金） 109349 戦略的管理者育成コース〔通学編〕 13

13（木） 109351 ビジネスマナートレーニング講座〔入門編〕 20

13（木） 109631 営業“ 交渉力”養成講座 31

14（金） 109372 ビジネスモラル&コンプライアンス基礎講座 20

14（金） 109491 業務効率を上げるタイムマネジメント講座 22

18（火） 109488 採用戦略の立て方と広報・PR講座 26

18（火）～20（木） 109614 新任管理者育成コース〔合宿編〕 13

開催日 イベント№ 講座名 頁

19（水）
109523

財務3表一体理解講座 28
109518

19（水） 109594 貿易実務講座〔基礎編〕 33

20（木） 109574 後輩指導力（OJTリーダー）養成講座 14

20（木） 109612 貿易・英文契約講座〔入門編〕 34

21（金） 109563 経営幹部のための「経営戦略・事業戦略の構築手法」 18

21（金） 109369 ビジネス文書・Eメールの書き方講座〔応用編〕 20

25（火） 109548 経理・総務部門のためのRPAの活かし方講座 28

25（火）～26（水） 109620 営業“基礎力”養成講座 30

26（水） 109570「自ら考え動く」チームづくり講座 14

27（木） 109603 部下との面談スキルアップ講座 15

27（木）
109356

ビジネス法務入門講座 25
109358

27（木）
109443

年末調整の実務講座 26
109438

27（木）～28（金） 109639 エクセル応用2016〔2日間通学編〕 38

28（金） 109566 リモートマネジメント講座 14

11月
開催日 イベント№ 講座名 頁

1（火）～2（水） 109600 実践型貿易実務講座〔輸出入編〕 33

1（火）～2（水）・12/2（金） 109399 新任管理者育成コース〔通学編〕 13

2（水） 109470 新入社員フォローアップ講座〔2022年度入社編〕 11

2（水） 109509 財務分析講座〔入門編〕 27

4（金） 109569 育成体制・育成計画の立て方と運用のしかた 18

4（金）
109444

年末調整の実務講座 26
109440

8（火） 109447 リーダーのための職場活性化講座 21

8（火） 109627 営業“思考力”養成講座 31

9（水） 109540 新入社員のための社会人基礎講座 11

9（水）
109430

給与計算の実務講座 26
109422

10（木） 109556 ベテラン社員（年上部下）とのコミュニケーション 15

10（木） 109387 中小企業のための情報セキュリティの法的責任と実務対応 25

10（木）～11（金） 109448 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験5～10年編〕 11

10（木）～11（金） 109586 エクセルマクロVBA入門2016 39

11（金）
109538

経営の本質を探る原価計算と管理会計の基本講座 28
109536

14（月） 109581 エクセル関数応用活用編2016 39

14（月）～16（水） 109354 戦略的管理者育成コース〔合宿編〕 13

15（火） 109463 若手社員パワーアップ講座〔社会人経験2～3年編〕 11

開催日 イベント№ 講座名 頁

15（火） 109546 法人税申告書の基礎講座 28

16（水） 109423 女性リーダー行動革新講座 12

16（水） 109375【DX/RPA入門】社内業務効率化の思考法トレーニング講座 22

16（水）～17（木） 109528 エクセル基礎2016 38

17（木） 109626 リーダーのための心理的安全性の高いチームのつくり方 14

17（木） 109545 決算書の基礎講座 28

17（木）～18（金） 109452 中堅社員パワーアップ講座〔社会人経験3～5年編〕 11

18（金） 109497 新任経理担当者の基礎実務講座 27

22（火） 109618 経営幹部・管理職のための情報整理術 15

22（火）
109482

働き方改革時代にマッチした就業規則策定講座 26
109484

24（木） 109558 マーケティング発想力・思考力養成講座 16

24（木） 109367 ビジネスマナートレーニング講座〔復習・ステップアップ編〕 20

24（木）～25（金） 109592 アクセス応用2016 39

25（金） 109561 部下の育成・指導法講座 14

25（金）
109363

契約実務講座〔基礎編〕 25
109366

29（火） 109417 管理職・職場リーダーのための時間術講座 16

29（火） 109537 エクセルで出来る！ビジネスデータ分析講座 16

29（火） 109637 海外の与信管理と債権回収講座 34
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お願い
事項

接続
テスト動画視聴

講座当日

＜通学講座＞・受講票を印刷し、会場へお越しください
・会場詳細、受付開始時間、持ち物等をご確認ください

＜オンライン講座＞
・受講票、テキスト・資料等をお手元にご用意ください
・受付時間になりましたら、Zoomミーティングのアプリケーションを
起動後ミーティングID・パスコードを入力し、ログインしてください

受講時の本番環境を試したい方はお申込みください

2023年

日程　

受講する方・企業担当者・Zoomの利用が初めての方へオンライン講座を受ける前に

※受講申込みに関わらず、すべての方にご参加いただけます
　お申込み後、以下のいずれかの日程でご参加ください

無料　各回とも 14:00～14:30

WEB

https://www.tokyo-cci.or.jp/kenshu/online/

Zoomの使い方
説明動画の視聴はこちら イベント No.　109426（Zoom接続テスト）

【オンライン講座　お申込み前の確認とお願い】
・集団受講（１つの端末で複数名受講）はご遠慮ください
・双方向性のコミュニケーションや円滑な講座運営のため、受講者様のビデオ（カメラ）をオンにし、必ず顔を映した状態で受講をお願いいたします。
講師との対話・受講者同士の対話が伴う場合があります。ビデオ（カメラ）に機密情報、個人情報が映り込まない環境でご受講ください
・Zoom内でグループワークや質疑等を行う場合があります。講座中に講師または事務局より、ミュートの解除をお願いすることがあります
・ご受講時は周りの音が入らないよう、イヤホン・マイクのご使用を推奨いたします 
・複数名で同じ部屋でご受講されるとハウリングが生じる場合があります。ご留意ください
・事前に各自のパソコン端末に最新のバージョンのZoomアプリをダウンロードしてください。
パソコンのZoomアプリ以外（仮想デスクトップやブラウザ、スマートフォン等）での参加では、一部使用機能が制限される場合があります

キャンセルおよび変更について

4

受講票の到着

開講２週間前（目安）に
「受講票」をメールにて送信

3

＜受付確認票・受講票についてのお願い＞
※上記目安の日程で各票のメールが届かない場合には、研修セン
ターまでご連絡ください
※メールアドレスが不明な場合には、FAXまたは郵送でお送りい
たします

2022年

通学会場のご案内
「研修講座使用会場一覧」から

該当会場をご確認ください
※地図の印刷は、各会場公式HPから行うことを推奨します
https://www.tokyo-cci.or.jp/kenshu/maplist/

（※）テキスト・事前課題等到着

※オンライン講座・事前課題がある講座に限ります

・講座開講１週間前（目安）に、
原則申込担当者さまに送付いたします
・オンライン講座では、テキスト・資料等、
講座によって事前課題がとどきます

＜キャンセル料＞
●開講5営業日前～1営業日前 ／受講料の30％
●当日／ 受講料の100％
※キャンセルのご連絡は、営業時間内にお願いします
※上記規程にかかわらず、オンデマンド動画視聴分に
　ついては、動画視聴用ID・パスワードの受領（講座
　開講10営業日前に配信予定）以降にキャンセル
　された場合、受講料の100%のキャンセル料をいた
　だきます

＜その他＞
・台風や地震などの自然災害、交通災害、感染症拡大、
および講師の急病などやむを得ない場合には、開催を
中止または講座の内容、開催場所、日程を変更する場
合がございます
・講師業、士業、コンサルタント業など講師と同業の方の
お申込みにつきましては、お断りする場合がございます
・お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員その他こ
れらに準ずる者（以下、「反社会的勢力」といいます）又
は反社会的勢力と密接な関係を有する者である場合
は、当社サービスの利用をお断りいたします

＜キャンセル手続き＞
　1. 必ず研修センターまでご連絡ください
　2. 研修センターから送信する「キャンセル連絡票」のみで承ります
　3.「キャンセル連絡票」に必要事項をご記入・ご返信いただいた時点でキャンセルが完了します
※電話・メールのみではお受けできません
※受講料のご入金がないことをもってキャンセルとはみなしません
※お申込み後、他の日程や講座に変更することはできません（振替はできません）
　一度キャンセルの上、新たにご希望の講座をお申込みください
　既に受講料をご入金済みの場合はご返金いたします
※オンライン講座をキャンセルし、テキスト・資料が郵送で届いている場合はご返送く 
　ださい

受講料のお振込

※開講日の20日前までにお振込みください

・領収書は銀行の送金証書をもって代えさせていただきます
・優待券を使用される場合には、必ずお振込み前にご連絡ください
 （お振込み後にご利用いただくことはできません）
・現金での支払いはできません

みずほ銀行東京中央支店
「東京商工会議所 研修口」

2520403）通普（ 
※振込手数料はご負担ください

トウ コウ グチケンカイ ギ シヨキヨウシヨウ シユウ

20日前を過ぎてお申込みいただく場合には、開講日の前日
までにお振込みください

受講料は以下の口座にお振込ください

申込受付完了
お申込み後、３営業日以内（目安）に
受付確認票（兼 請求書）をメールにて送信
※請求書としてご使用ください（押印省略）
　貴社お手続き上押印が必要でしたらご連絡ください

2

3月29日（火）
4月11日（月）
4月25日（月）

5月10日（火）
6月1日（水）
7月4日（月）
8月1日（月）

1月11日（水）
2月1日（水）
3月1日（水）

ヘッドセット推奨ヘッドセット推奨ヘッドセット推奨ヘッドセット推奨ビデオON

9月1日（木）
10月3日（月）
11月1日（火）
12月1日（木）

1人1台

お申込のキャンセル、受講者の変更が生じた場合は、
必ず東京商工会議所 研修センターまでご連絡ください

東京商工会議所　研修センター
　TEL｠03-3283-7650

お申込み～ご受講までのながれ
からのお申込に変わります東商マイページ

WEB イベント番号を
検索

イベント詳細は、マイページログインせずに確認いただけます。

マイページログイン後お申込み

1

❶メール認証登録:
　お申込みご担当者様のメールアドレスの入力
　※１つのメールアドレスで１つの登録です
　　
❷入力いただいたメールアドレス宛に
　登録用URL記載のメールが送信されます
　「件名：マイページユーザー登録手続きURLのお知らせ」
　メール記載のURLから本登録にお進みください

❸会社情報登録・個人情報（お申込みご担当者様）の登録
　→会員番号をご入力ください。
　　ご不明な方は研修センターまでご連絡ください

マイページ登録のご案内

イベント詳細を確認後
                        を押すと

必要事項をご入力ください
※会員情報の反映状況により、
　非会員ページが表示される場合がございます。

マイページの新規登録

登録からお申し込みまでの詳しい説明はこちら

ご不明な点がございましたらご連絡くださいお問合せ先

マイページの登録有無の確認画面

※画面は開発中のイメージです※画面は開発中のイメージです

イベントNo.または講座名を入力してください

２月２１日から
お申込み開始

※申込担当者様ごとに、ご登録できます
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お願い
事項

接続
テスト動画視聴

講座当日

＜通学講座＞・受講票を印刷し、会場へお越しください
・会場詳細、受付開始時間、持ち物等をご確認ください

＜オンライン講座＞
・受講票、テキスト・資料等をお手元にご用意ください
・受付時間になりましたら、Zoomミーティングのアプリケーションを
起動後ミーティングID・パスコードを入力し、ログインしてください

受講時の本番環境を試したい方はお申込みください

2023年

日程　

受講する方・企業担当者・Zoomの利用が初めての方へオンライン講座を受ける前に

※受講申込みに関わらず、すべての方にご参加いただけます
　お申込み後、以下のいずれかの日程でご参加ください

無料　各回とも 14:00～14:30

WEB

https://www.tokyo-cci.or.jp/kenshu/online/

Zoomの使い方
説明動画の視聴はこちら イベント No.　109426（Zoom接続テスト）

【オンライン講座　お申込み前の確認とお願い】
・集団受講（１つの端末で複数名受講）はご遠慮ください
・双方向性のコミュニケーションや円滑な講座運営のため、受講者様のビデオ（カメラ）をオンにし、必ず顔を映した状態で受講をお願いいたします。
講師との対話・受講者同士の対話が伴う場合があります。ビデオ（カメラ）に機密情報、個人情報が映り込まない環境でご受講ください
・Zoom内でグループワークや質疑等を行う場合があります。講座中に講師または事務局より、ミュートの解除をお願いすることがあります
・ご受講時は周りの音が入らないよう、イヤホン・マイクのご使用を推奨いたします 
・複数名で同じ部屋でご受講されるとハウリングが生じる場合があります。ご留意ください
・事前に各自のパソコン端末に最新のバージョンのZoomアプリをダウンロードしてください。
パソコンのZoomアプリ以外（仮想デスクトップやブラウザ、スマートフォン等）での参加では、一部使用機能が制限される場合があります

キャンセルおよび変更について

4

受講票の到着

開講２週間前（目安）に
「受講票」をメールにて送信

3

＜受付確認票・受講票についてのお願い＞
※上記目安の日程で各票のメールが届かない場合には、研修セン
ターまでご連絡ください
※メールアドレスが不明な場合には、FAXまたは郵送でお送りい
たします

2022年

通学会場のご案内
「研修講座使用会場一覧」から

該当会場をご確認ください
※地図の印刷は、各会場公式HPから行うことを推奨します
https://www.tokyo-cci.or.jp/kenshu/maplist/

（※）テキスト・事前課題等到着

※オンライン講座・事前課題がある講座に限ります

・講座開講１週間前（目安）に、
原則申込担当者さまに送付いたします
・オンライン講座では、テキスト・資料等、
講座によって事前課題がとどきます

＜キャンセル料＞
●開講5営業日前～1営業日前 ／受講料の30％
●当日／ 受講料の100％
※キャンセルのご連絡は、営業時間内にお願いします
※上記規程にかかわらず、オンデマンド動画視聴分に
　ついては、動画視聴用ID・パスワードの受領（講座
　開講10営業日前に配信予定）以降にキャンセル
　された場合、受講料の100%のキャンセル料をいた
　だきます

＜その他＞
・台風や地震などの自然災害、交通災害、感染症拡大、
および講師の急病などやむを得ない場合には、開催を
中止または講座の内容、開催場所、日程を変更する場
合がございます
・講師業、士業、コンサルタント業など講師と同業の方の
お申込みにつきましては、お断りする場合がございます
・お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員その他こ
れらに準ずる者（以下、「反社会的勢力」といいます）又
は反社会的勢力と密接な関係を有する者である場合
は、当社サービスの利用をお断りいたします

＜キャンセル手続き＞
　1. 必ず研修センターまでご連絡ください
　2. 研修センターから送信する「キャンセル連絡票」のみで承ります
　3.「キャンセル連絡票」に必要事項をご記入・ご返信いただいた時点でキャンセルが完了します
※電話・メールのみではお受けできません
※受講料のご入金がないことをもってキャンセルとはみなしません
※お申込み後、他の日程や講座に変更することはできません（振替はできません）
　一度キャンセルの上、新たにご希望の講座をお申込みください
　既に受講料をご入金済みの場合はご返金いたします
※オンライン講座をキャンセルし、テキスト・資料が郵送で届いている場合はご返送く 
　ださい

受講料のお振込

※開講日の20日前までにお振込みください

・領収書は銀行の送金証書をもって代えさせていただきます
・優待券を使用される場合には、必ずお振込み前にご連絡ください
 （お振込み後にご利用いただくことはできません）
・現金での支払いはできません

みずほ銀行東京中央支店
「東京商工会議所 研修口」

2520403）通普（ 
※振込手数料はご負担ください

トウ コウ グチケンカイ ギ シヨキヨウシヨウ シユウ

20日前を過ぎてお申込みいただく場合には、開講日の前日
までにお振込みください

受講料は以下の口座にお振込ください

申込受付完了
お申込み後、３営業日以内（目安）に
受付確認票（兼 請求書）をメールにて送信
※請求書としてご使用ください（押印省略）
　貴社お手続き上押印が必要でしたらご連絡ください

2

3月29日（火）
4月11日（月）
4月25日（月）

5月10日（火）
6月1日（水）
7月4日（月）
8月1日（月）

1月11日（水）
2月1日（水）
3月1日（水）

ヘッドセット推奨ヘッドセット推奨ヘッドセット推奨ヘッドセット推奨ビデオON

9月1日（木）
10月3日（月）
11月1日（火）
12月1日（木）

1人1台

お申込のキャンセル、受講者の変更が生じた場合は、
必ず東京商工会議所 研修センターまでご連絡ください

東京商工会議所　研修センター
　TEL｠03-3283-7650

お申込み～ご受講までのながれ
からのお申込に変わります東商マイページ

WEB イベント番号を
検索

イベント詳細は、マイページログインせずに確認いただけます。

マイページログイン後お申込み

1

❶メール認証登録:
　お申込みご担当者様のメールアドレスの入力
　※１つのメールアドレスで１つの登録です
　　
❷入力いただいたメールアドレス宛に
　登録用URL記載のメールが送信されます
　「件名：マイページユーザー登録手続きURLのお知らせ」
　メール記載のURLから本登録にお進みください

❸会社情報登録・個人情報（お申込みご担当者様）の登録
　→会員番号をご入力ください。
　　ご不明な方は研修センターまでご連絡ください

マイページ登録のご案内

イベント詳細を確認後
                        を押すと

必要事項をご入力ください
※会員情報の反映状況により、
　非会員ページが表示される場合がございます。

マイページの新規登録

登録からお申し込みまでの詳しい説明はこちら

ご不明な点がございましたらご連絡くださいお問合せ先

マイページの登録有無の確認画面

※画面は開発中のイメージです※画面は開発中のイメージです

イベントNo.または講座名を入力してください

２月２１日から
お申込み開始

※申込担当者様ごとに、ご登録できます
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よくある質問 Q＆A
会員価格とは何ですか？ / 東商会員になるメリットは何ですか？
東京商工会議所にご入会いただくと、研修を　 　　　　　　の会員価格で受講いただく
ことができます。申込講座数によっては、「年会費（加入金含む）と受講料の合計金額」の方が、
「一般価格での受講料」よりもお得になる場合がございます！　是非ご検討ください。

東商のオンライン講座はどのように受講しますか？

双方向型の講座運営のため、原則ビデオ
ONの状態でご受講いただきます。また多く
の講座では事前にテキストをお送りしてい
ます。お手元にご準備のうえご受講くださ
い。詳細はこちらをご確認ください。

Q
A

申込みのキャンセル

お申込みをキャンセルされる場合は、必ず研修センター
まで電話かメールにてご連絡ください。研修センターから
お送りする「キャンセル連絡票」にご記入・ご返信いただく
ことで承ります。受講料のご入金がないことをもって、
キャンセルとはみなしません。 （P.45をご確認ください）

Q
A

キャンセル待ちの申込みはできますか？

満席になった講座でも、キャンセル待ちでのお申し込みが
可能です。キャンセル待ちをご希望の場合は、研修セン
ターまでご連絡ください。

Q
A

講座の様子を見学することはできますか？

最大1時間に限り、無料で見学いただくことができます。
ご希望の研修名・日時を事前にご連絡ください。会場に
よっては定員数の関係によりお断りする場合もございま
すのでご了承ください。

Q
A

受講料はいつまでに支払わなければならないですか？

開講日の20日前までにお振込みください。20日前を過ぎ
てお申込みいただく場合には、開講日の前日までにお振込
みください。

Q
A お申込みをキャンセルはどのようにしますか？

各種書類の発行はどうすればいいですか？

受講証明書、助成金に関わる書類などの発行については研
修センターまでお問い合わせください。受講料の請求書・
領収書についてはP.45をご参照ください。

Q
A

Q
A

1） 法人ー法人会員会費基準に定める口数以上（下記参照）
2） 団体ー団体会員会費基準に定める口数以上（下記参照）
3） 個人ー１口（10，000円）以上

※本社が東京２３区外に所在する支社、支店等の口数は、基準口数の2分の1（端数切り上げ）以上をご負担願います。
※本社が海外に所在する外国法人の場合は、資本金を円換算（申込時のレート）した基準口数の２分の１（端数切り上げ）以上をご負担願います。

＜初年度年会費＞ 加入承認月により、初年度年会費が次のようになります。（当商工会議所の事業年度は4月から翌年３月までです。）

3月 初年度年会費はいただきません。10月～2月 年会費年額の２分の１4月～9月 全額

※初年度のみ加入金3,000円がかかります。

東京商工会議所　入会のご案内

入会によってコストメリットがうまれる事例

年会費

※管理職候補・係長のための管理職養成講座の受講料は、会員49,500円、一般108,900円

資本金1,000万円の企業が、「管理職候補・係長のための
管理職養成講座」に3名の社員を派遣する場合ケース2

￥326,700

￥326,700

合計
￥148,500
￥45,000
￥3,000

￥196,500

合計
■会員

￥49,500
￥45,000
￥3,000

単価
3名
1年

3名￥108,900
単価
■一般

受講料
年会費
加入費

合計
（初年度のみ）

※新入社員ビジネス基礎講座[1日コース]」の受講料は、会員19,800円、一般39,600円

資本金500万円の企業が、「新入社員ビジネス基礎講座
[1日コース]」に10名の新入社員を派遣する場合ケース1

￥396,000

￥396,000

合計
￥198,000
￥30,000
￥3,000

￥231,000

合計
■会員

￥19,800
￥30,000
￥3,000

単価
10名
1年

10名￥39,600
単価
■一般

受講料
年会費
加入費

合計
（初年度のみ）

団体会員会費基準表
職員数
10名未満
10名以上
30名以上
50名以上
100名以上

口数
1
2
3
4
5

年会費（万円）
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5

200名以上はお問合せください。

法人会員会費基準表
　資本金（出資額）
500万円未満
500万円以上
1千万円以上
3千万円以上
5千万円以上

口数
1
2
3
4
5

年会費（万円）
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5

8千万円以上はお問合せください。

約50%OFF

◎コストメリット￥165,000 ◎コストメリット￥130,200
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FAX申込書

【お問合せ先】

東京商工会議所 研修センター TEL：03-3283-7650　FAX：03-3201-0507
（土日・祝日および年末年始を除く）

URL：https://www.tokyo-cci.or.jp/kenshu/

(※)当日連絡先には、オンライン講座当日の接続状況や不具合確認のため事務局よりご連絡する場合がございます。
・お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定はP.44-45をご覧ください。
・ご記入いただいた情報は当該講座の運営、管理資料として使用する他、 
　東京商工会議所が主催する各種事業のご案内（DMおよびFAX）に利用いたします。ご不要な場合には備考欄に「案内不要」とご記入ください。
・個人情報の取扱いについては当所ホームページ（https://www.tokyo-cci.or.jp/privacy/）をご確認ください。 

２０　　　年　　　　　月　　　　　日

〒

月　　　   　日　　頃

歳

男・女

歳

男・女

歳

男・女

歳

男・女

会員番号

※ 会社名

F A X※ T E L

※ Eメール

業　種 人従業員数

万円資本金

※ 住　所

部署／役職 ※ 連絡担当者

講座名
開催日

イベント№（例）103539
※該当する受講形態を選択
　ください

フリガナ

受講者氏名
部署／役職 年　齢

性　別

振 込 予 定 日
※開講20日前を過ぎたお申込は必ずご記入ください

備考

研修講座ガイドブック2022.4

※オンライン講座お申込の場合、テキスト資料は原則こちらに記載のご担当者様住所宛に送付いたします

※必要によりコピーしてお使いください

FAX：03-3201-0507    E-mail：evkenshu@tokyo-cci.or.jp
※本用紙からお申込みいただく場合、東商マイページ上の予約(申込)一覧に表示されません

下記枠内ご記入をお願いいたします（※必須項目）
①送信いただいた内容にて東商で手続きを行います ―――  確認事項がある場合、お電話等でご連絡差し上げる場合がございます
②メールにてご案内を送付します ―――――――――――  １．お申込み確認メール　２．「受付確認票(兼請求書)」メール
③お申込み後の流れは P45 をご確認ください

月　　　日 オンライン受講の方のみ
当日連絡先を記入ください

□ 通学
□ オンライン

№

（　　　　　　） 当日連絡先（※） 　　　　　　　　　（　　　　　　　）

月　　　日 オンライン受講の方のみ
当日連絡先を記入ください

□ 通学
□ オンライン

№

（　　　　　　） 当日連絡先（※） 　　　　　　　　　（　　　　　　　）

月　　　日 オンライン受講の方のみ
当日連絡先を記入ください

□ 通学
□ オンライン

№

（　　　　　　） 当日連絡先（※） 　　　　　　　　　（　　　　　　　）

月　　　日 オンライン受講の方のみ
当日連絡先を記入ください

□ 通学
□ オンライン

№

（　　　　　　） 当日連絡先（※） 　　　　　　　　　（　　　　　　　）
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ビジネス基礎

フォローアップ

期中入社の方向け講座もご用意しています！

ビジネスマナーの養成新入社員の基礎的知識

P.11へ

新入社員のための社会人基礎講座
～新卒も中途も、社会人の基礎が学べます～

10／7（金）
11／9（水）

通　学

通　学
日　 程 オンライン

  5／24（火）
  8／　5（金）
10／13（木）

’23　1／27（金）

通　学

通　学

通　学 P.20へ

ビジネスマナートレーニング講座
〔入門編〕

日　 程

オンラインでも通学でも自社に合わせてお選びください

東京商工会議所2022年度

新入社員ビジネス基礎講座

社会人に求められるビジネス基礎を学ぶ

テーマ・目的別に学ぶ

会員1名
19,800円
一般1名 39,600円

会員1名
48,400円
一般1名 96,800円

会員1名
59,400円
一般1名 118,800円

会員1名
19,800円
一般1名 39,600円

会員1名
39,600円
一般1名 79,200円

3／30（水）
4／　8（金）
　　13（水）

日

　

 

程

日

　

 

程

日

　

 

程

日

　

 

程

日

　

 

程

4／4（月）
　　5（火）
　　6（水）
　　7（木）

4／4（月）～5（火）
　   6（水）～7（木）
　　7（木）～8（金）

日コース

オンライン オンライン オンライン

オンライン

2

ワード＆エクセル
実践演習講座2016

通　学 2日コース

P.10へP.11へP.10へ

P.10へP.10へP.11へ

入社一年目からの

オンライン

通　学

通　学 通　学

通　学

1日コース

半日コース1日コース

半日コース

1日コース

オンライン 1日コース 1日コース 2日コース

日2 日1
4／　4（月）～　5（火）
　　　6（水）～　7（木）
　　11（月）～12（火）
5／12（木）～13（金）

少人数・実践中心 超少人数・実践中心 フォローアップ

4／5（火）～6（水） 

ロジカルシンキング講座
新入社員のための

「仕事の段取り力」養成講座
新入社員のための新入社員のための

「報・連・相」徹底訓練講座

実例で学ぶ！新入社員のための

コンプライアンス講座

新入社員の手厚い育成におススメ！！
新講座の特徴

少人数同一メンバーで基礎固めから入社後の
振り返りまで4月から一貫して行います。
仲間と励ましあいながら、一人一人の成長を
講師が伴走指導します。

NEW

NEW

数字力強化講座

 6／3（金）※1社2名限定

※受講料には、消費税・資料代・通学講座で　　　　　 マークのある講座は昼食代が含まれております。
　通学講座の会場は、東京商工会議所ホームページまたは受講票でご確認ください。
※お申込みから講座受講までの流れ・キャンセル規定は、P.44-45をご覧ください。キャンセルをされる場合には必ず研修センターまでご連絡ください。

昼食付き
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