
No 公開日 氏名 肩書き セミナータイトル サブタイトル 紹介文 カテゴリ 時間(分)

1 2020/6/1 加藤　忠宏

有限会社アイ・リンク・コンサ
ルタント　代表取締役　中小
企業診断士　システムアナリ
スト

無料集客ツールGoogle map
の活用術

～360度カメラを使っ
てお店や工場を紹介
するメリット～

スマホやタブレット、パソコンでGoogle検索したとき、真っ先に出てくるのは公
式ホームページではなくGoogleマップの店舗情報が出てくる頻度が多くなって
います。Googleマップでの集客対策は自社のホームページを持つことと同等
に重要です。本セミナーでは、初心者でもすぐに無料で実践できる、Google
マップ・Googleマイビジネスを活用した新規顧客の集客対策について、事例を
交え、解りやすくお伝えします。

一般経営 47

2 2020/6/1 横山　悟一
財務リスク研究所株式会社
代表取締役

コロナショックを乗り切る！
中小企業の資金繰り術

新型コロナウイルス感染拡大防止の対応が、中小企業の経営へ大きな影響
を与えています。先の見えない不安から経営判断に迷う場面が多いのではな
いでしょうか。本セミナーでは、自社の現状を知る「資金繰り表」、事業を継続
させるための「資金調達方法」、返済するための「事業計画書」を紹介します。

一般経営 59

3 2020/6/1
松尾　久美

子
Marble Innovation　職場改善
トレーナー

怒りで人間関係を壊さないア
ンガーマネジメント

～パワハラ防止の為
の感情コントロール
法～

怒りは人生を壊すことができる唯一の感情と言われています。感情に任せて
言動が荒くなり、相手や自分を傷つけた経験はありませんか？ 怒りの感情を
上手にコントロールできれば、イライラに振り回されず良好な人間関係が築け
ます。怒りの正体を知り、上手に付き合う方法をお伝えします。

研修・人材
育成 30

4 2020/5/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様
への支援策　～緊急解説！
～

【2020.4.24】

新型コロナウイルスが様々な分野に深刻な影響を与えています。政府から
は、中小企業をはじめとする様々な支援策が打ち出されており、本セミナーは
「緊急解説企画」として、資金繰り支援をはじめ、各種補助事業や中小企業の
相談窓口などについて解り易く解説します。

一般経営 40

WEBセミナーリスト



5 2020/5/1 安中　繁
ドリームサポート社会保険労
務士法人 代表社員・特定社
会保険労務士

新型コロナウイルスによる雇
用関係助成金の活用　雇用
調整助成金・小学校休業等
助成金

雇用の安定のため
に事業主ができるこ
と

「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大と拡大防止のため、売り上げの大
幅な減少に見舞われている企業の数が増えており、そうした企業では従業員
に対して一時的な休業や出向、職業訓練などを行うことで雇用の維持に努め
る動きが広がっています。既に従業員の自宅待機等に踏み切った事業者の
方や、これからそうした対策を検討している事業者の方に向け、「雇用調整助
成金」及び「特例措置」、「小学校休業等助成金」について解説します。

一般経営 46

6 2020/5/1 仲光　和之
中小企業診断士　株式会社
ソウルスウェットカンパニー
代表取締役

会社のお金の悩み解決講座
第4回

～社員のお金への
意識を高めたい～

経営の悩みの中でもお金に関するものは尽きることがありません。会社のお
金の流れを見える化するツールを使って、経営者はもちろん全社員が会社の
お金のことを理解して売上アップに取り組める方法を4回に分けてお伝えしま
す。

税務・財
務・経理 22

7 2020/5/1 森　雅人
一般社団法人　日本刑事技
術協会　理事　サイバー犯
罪・薬物銃器犯罪専門家

サイバー担当元刑事が教え
る！　子供を加害者、被害者
にしないネットトラブル回避術

～超入門編　親が知
るべきSNSのネット
犯罪の実態～

2019年11月大阪女児誘拐事件が話題になり、発端になったとされるオンライ
ンゲームやSNSに潜む危険性が大きく報道されました。いま一昔前の子供の
誘拐とは違った危険が存在しています。ネット社会において、子供を加害者、
被害者にしないために、親ができる対策方法を紹介します。

健康・ライ
フスタイル 18

8 2020/4/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

事業継続力強化計画作成講
座

～今から始める！
防災！ 減災！ 入門
編～

令和元年、中小企業の災害対応力を高めることを目的とした「中小企業強靭
化法」が施行されました。事業継続計画(BCP)の簡易版である「事業継続力
強化計画」は、小さな会社でも取り組みやすい制度となっています。さらに、
認定された事業者は補助金の優先採択や税制上の優遇措置などの各種支
援を受けることができます。万が一の災害時でも、事業を継続できる最良の
対策として「事業継続力強化計画」の概要を解説します。

一般経営 26



9 2020/4/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

ものづくり補助金にチャレン
ジ！

～変更事項、加点要
素、徹底解説～

ものづくり補助金の概要について説明いたします。まず令和元年補正予算の
公募、変更点、加点になる取組を紹介。審査のポイントや申請における留意
点も解説します。（2020年3月16日収録） 
 
【関連サイト】 
・ものづくり補助金HP　 
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono-0326koubo20200310.html 
 
・生産性革命推進事業HP 
https://seisansei.smrj.go.jp/ 
 
・中小企業対策関連予算 
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html 
 
・Jgrants 
https://jgrants.go.jp/ 
 
・gBizID 
https://gbiz-id.go.jp/top/

一般経営 28

10 2020/4/1 三宅　哲之

フリーエージェントインク株式
会社 代表取締役　一般社団
法人　日本焚き火コミュニ
ケーション協会　場づくりの専
門家

働き方の多様化で道が開け
る　(後編)

～身の丈サイズで続
けられる　これから
のシゴトづくり～

働き方改革が叫ばれる昨今、仕事に対する見方が変わろうとしています。500
名の起業・複業（≠副業）をサポートした講師が、自分の可能性を広げて生き
生きと働き続けられる仕事のつくり方を、事例と共にお話します（前編・後編の
２回配信）。

一般経営 36

11 2020/4/1 仲光　和之
中小企業診断士　株式会社
ソウルスウェットカンパニー
代表取締役

会社のお金の悩み解決講座
第3回

～売り上げ目標に根
拠が足りない～

経営の悩みの中でもお金に関するものは尽きることがありません。会社のお
金の流れを見える化するツールを使って、経営者はもちろん全社員が会社の
お金のことを理解して売上アップに取り組める方法を4回に分けてお伝えしま
す。

税務・財
務・経理 8

12 2020/3/23
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様
への支援策

～緊急解説！～

新型コロナウイルスが様々な分野に深刻な影響を与えています。政府から
は、中小企業をはじめとする様々な支援策が打ち出されており、本セミナーは
「緊急解説企画」として、資金繰り支援をはじめ、各種補助事業や中小企業の
相談窓口などについて解り易く解説します。

一般経営 17



13 2020/3/19
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

小規模事業者持続化補助金
にチャレンジ！

～変更事項、加点要
素、徹底解説～

小規模事業者持続化補助金の概要について説明いたします。まず令和元年
補正予算の公募、変更点、加点になる取組を紹介。計画作成の要であるス
トーリー性や申請における留意点も解説します。（2020年3月16日収録） 
 
【関連サイト】 
・商工会議所エリア 
https://r1.jizokukahojokin.info/index.php/sinsei/ 
 
・商工会エリア 
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 
 

一般経営 31

14 2020/3/1 加藤　忠宏

有限会社アイ・リンク・コンサ
ルタント　代表取締役　中小
企業診断士　システムアナリ
スト

中小企業が知っておきたい
“AI”のこれから

～AIが活かせる　業
務効率アップのポイ
ント～

AIのビジネス活用は大企業だけではありません。中小企業が抱える人手不
足の問題解決や、生産性の向上などにもAIは大いに役立ちます。AIができる
ことを紐解き、会社の業務でどのように使えるのかをわかりやすく解説しま
す。

一般経営 41

15 2020/3/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ビジネスでもプライベートでも
使える　Google活用講座
Googleスプレッドシート編

「Googleスプレッドシート」は、多人数でファイルを共有して同時作業ができる
無料の表計算ソフトです。パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも
ファイルの閲覧や編集が行えます。エクセルファイルからの変換も簡単な、ス
プレッドシートの基本的な使い方を学びます。

IT・パソコ
ン 27

16 2020/3/1 三宅　哲之

フリーエージェントインク株式
会社 代表取締役　一般社団
法人　日本焚き火コミュニ
ケーション協会　場づくりの専
門家

働き方の多様化で道が開け
る　(前編)

～身の丈サイズで続
けられる　これから
のシゴトづくり～

働き方改革が叫ばれる昨今、仕事に対する見方が変わろうとしています。500
名の起業・複業（≠副業）をサポートした講師が、自分の可能性を広げて生き
生きと働き続けられる仕事のつくり方を、事例と共にお話します（前編・後編の
２回配信）。

一般経営 31

17 2020/3/1 仲光　和之
中小企業診断士　株式会社
ソウルスウェットカンパニー
代表取締役

会社のお金の悩み解決講座
第1回

～社長にとって大切
なお金の話～

経営の悩みの中でもお金に関するものは尽きることがありません。会社のお
金の流れを見える化するツールを使って、経営者はもちろん全社員が会社の
お金のことを理解して売上アップに取り組める方法を4回に分けてお伝えしま
す。

税務・財
務・経理 8



18 2020/3/1 仲光　和之
中小企業診断士　株式会社
ソウルスウェットカンパニー
代表取締役

会社のお金の悩み解決講座
第2回

～会社のお金の流
れが漠然としかわか
らない～

経営の悩みの中でもお金に関するものは尽きることがありません。会社のお
金の流れを見える化するツールを使って、経営者はもちろん全社員が会社の
お金のことを理解して売上アップに取り組める方法を4回に分けてお伝えしま
す。

税務・財
務・経理 18

19 2020/2/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

本能寺の変の真相と　部下を
明智光秀にしない会社　(後
編)

気鋭の経営コンサルタントが「本能寺の変」から組織のあり方について考察
し、中小企業が勝ち残るためのヒントを導き出します。後編では社長と幹部の
役割と責務について、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の組織を比較しながら
解説します。

一般経営 25

20 2020/2/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ビジネスでもプライベートでも
使える　Google活用講座
Googleドキュメント編

「Googleドキュメント」は、クラウド上で文書を作成する無料のワープロソフトで
す。クラウド上で保存された文書は、チームで共有したり作成者以外でも加筆
修正が可能です。PCやスマートフォン、タブレットでアクセスできるGoogleド
キュメントの基本的な使い方を学びます。

IT・パソコ
ン 20

21 2020/2/1 小野　恵
税理士　小野税務会計事務
所所長

消費税区分経理の実務

2019年10月より導入された軽減税率制度は、全ての事業者に関係がありま
す。本講座では、軽減税率制度によって生じる日常業務での経理処理（請求
書や領収書の書き方）など、経理実務の基本的な知識や対策をわかりやすく
教えます。

消費税軽
減税率対

策
42

22 2020/2/1 外薗　明博
高畠町地域活力創生プロ
デューサー

世代をつなぐ地域再生は“人
財づくり”から

～山形県高畠町より
発信！ 地域プロ
デュース戦略～

2007年から2年間、青年海外協力隊としてアフリカの若者教育に携わった講
師。その経験を活かし、人にフォーカスした地域再生事業を山形県高畠町で
展開(2017年～2020年3月）しています。地域プロデュース事業で見えた、地
方創生の深層課題や解決策についてお話します。

一般経営 56



23 2020/1/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

本能寺の変の真相と　部下を
明智光秀にしない会社　(前
編)

織田信長を討ち取るも僅か11日の天下で終わった明智光秀。日本史に精通
した経営コンサルタントが、「本能寺の変」の真相を追求しながらトップと幹部
のあり方を見つめ、そこから令和の時代に企業が勝ち残るためのヒントを導
き出します。

一般経営 50

24 2020/1/1 岡田　晃
経済評論家　大阪経済大学
客員教授

令和の新時代　2020年の世
界経済と景気の見通し

米中貿易戦争をはじめ、波乱の連続であった2019年の世界経済。しかし東京
五輪が開催される2020年、日本の景気は持続すると見込んでいます。その構
造的な3つの要因を紐解きながら、令和時代の日本経済と中小企業の見通し
についてお話します。

政治経済 57

25 2020/1/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ビジネスでもプライベートでも
使える　Google活用講座　ア
ンケート作成編（２）

Googleの無料サービス「Googleフォーム」は、アンケートや問い合わせ、キャ
ンペーンへの申し込み等の用途に利用できるフォーム作成ツールです。
Googleフォームを使ったアンケートの作成と案内の仕方（一回目）、アンケート
の集計方法（二回目）について学びます。

IT・パソコ
ン 13

26 2019/12/1 橋本　泉 中小企業診断士
価格表示対策で選ばれるお
店になる！

～軽減税率対応　正
しい価格の表示方法
～

軽減税率制度の施行に伴い、複数の税率が混在するケースが生じていま
す。イートインや持ち帰り等で税率が変わる商品価格を、正しくお客様に伝え
るためにお店ができることは？ 消費者を混乱させない価格表示や、税率の
違う商品の陳列方法などを解説します。

一般経営 22

27 2019/12/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ビジネスでもプライベートでも
使える　Google活用講座　ア
ンケート作成編（１）

Googleの無料サービス「Googleフォーム」は、アンケートや問い合わせ、キャ
ンペーンへの申し込み等の用途に利用できるフォーム作成ツールです。
Googleフォームを使ったアンケートの作成と案内の仕方（一回目）、アンケート
の集計方法（二回目）について学びます。

IT・パソコ
ン 19



28 2019/12/1 武田　斉紀
ブライトサイド株式会社　代
表取締役　コンサルタント

事業承継をスムーズに行うた
めの　思いや理念の浸透と承
継のステップ （4）

～誰もが幸せな会社
であり続けるために
～

事業承継では、トップの思いや理念を後継者に正しく伝えることが重要な鍵と
なります。社長の思いや理念を社内で浸透させて、会社を永続的に繁栄させ
るためのステップを４回に分けてお伝えします。

一般経営 25

29 2019/12/1 小林　毅
ホライズン・コンサルティング
株式会社　代表取締役

お金を掛けずに出来る人材
募集戦略

～永遠に解決しない
人材不足に立ち向か
う～

就職売り手市場と呼ばれる今、これまで通りの採用広報活動だけでは人材不
足の課題は解決しません。中小企業の採用担当の経験もある講師が、お金
を掛けずに優秀な人材を確保・定着させるプロセスを分かりやすく解説しま
す。

一般経営 39

30 2019/12/1 冨田　香織 The Essence 代表
強いチームをつくるための部
下の育て方

外資系保険会社にて営業管理職と支社長を務めた講師が、自身の失敗経験
からたどり着いた部下育成のノウハウ。部下ひとり一人の個性や考え方を尊
重し、チームの強化につなげるために管理職がやるべきこと、人を育てる心
構えをお伝えします。

研修・人材
育成 37

31 2019/12/1
松尾　久美

子
Marble Innovation　職場改善
トレーナー

怒りで人間関係を壊さないア
ンガーマネジメント

～前向き志向になる
ための感情コント
ロール法～

怒りは人生を壊すことができる唯一の感情と言われています。感情に任せて
言動が荒くなり、相手や自分を傷つけた経験はありませんか？ 怒りの感情を
上手にコントロールできれば、イライラに振り回されず良好な人間関係が築け
ます。怒りの正体を知り、上手に付き合う方法をお伝えします。

研修・人材
育成 46

32 2019/11/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ビジネスでもプライベートでも
使える　Google活用講座　ア
カウント取得編

Google(グーグル)は検索機能の他にも、Googleアカウントを持つだけで様々
なサービスを無料で利用できます。ここではアカウントの作成方法について学
びます。

IT・パソコ
ン 7



33 2019/11/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ビジネスでもプライベートでも
使える　Google活用講座
Googleドライブ編

Google(グーグル)は検索機能の他にも、Googleアカウントを持つだけで様々
なサービスを無料で利用できます。ここでは様々な端末で書類や写真などの
ファイルを保存したり、他の人と共有できるオンラインストレージ「Googleドライ
ブ」について学びます。

IT・パソコ
ン 24

34 2019/11/1 井上　寿一
学習院大学学長　政治学者・
歴史学者

令和の時代と国際社会の中
の日本

令和元年の国際社会は、ますます混迷を深めています。米中貿易摩擦をは
じめ、イギリスのEU離脱問題や日韓関係の悪化など、複雑で多様化する諸
問題に対して日本が担う国際的責任や外交の行方について詳しく解説しま
す。

政治経済 38

35 2019/11/1 武田　斉紀
ブライトサイド株式会社　代
表取締役　コンサルタント

事業承継をスムーズに行うた
めの　思いや理念の浸透と承
継のステップ （3）

～誰もが幸せな会社
であり続けるために
～

事業承継では、トップの思いや理念を後継者に正しく伝えることが重要な鍵と
なります。社長の思いや理念を社内で浸透させて、会社を永続的に繁栄させ
るためのステップを４回に分けてお伝えします。

一般経営 25

36 2019/11/1 近藤　勇磨
株式会社やまと経営　専務
取締役　CFP（R）

人生100年時代！ お金の話
～働いてお金を稼ぐ
とは？ 働き方で変わ
る生涯収入～

人生100年時代と言われる昨今、生涯安定した生活を送るためにはしっかりし
たお金の知識を持つことが大切です。働き方によって変わる生涯収入や、老
後に必要な貯蓄額など「お金の基礎知識」について専門家が分かりやすく解
説します。

一般経営 60

37 2019/11/1 冨田　香織 The Essence 代表
職場における管理職の登用
と育成の「3つの壁」

会社の成長に不可欠な管理職の育成。しかし、現実は管理職を望まない社
員が6割を超えています。不動産会社や外資系生命保険会社にて成果の出
せるチームを作り上げた講師が、部下を上手にサポートできる上司の育て方
を、自らの経験からお話します。

研修・人材
育成 38



38 2019/10/15 橋本　泉 中小企業診断士
キャッシュレス超入門　概要と
消費者還元事業について

2019年10月1日からの消費税率引上げに伴い、キャッシュレス・ポイント還元
事業が始まりました。中小企業や個人店舗（小規模事業者）にメリットが多い
本事業において、事業者は販売促進費用や端末導入費用の負担をかけずに
参加登録ができます。キャッシュレス導入のハードルが下がっている今、参加
するための手順を分かりやすく解説します。

一般経営 32

39 2019/10/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ビジネスでもプライベートでも
使える　Google活用講座　検
索機能編

検索＝Google(グーグル)と言われるほど、仕事や生活に密着したGoogleの検
索サービスは、語句やフレーズの検索以外にも様々な活用方法があります。
今回は、特に知っておくと便利な機能と情報収集スキルを上げる検索テク
ニックを紹介します。

IT・パソコ
ン 16

40 2019/10/1 井上　寿一
学習院大学学長　政治学者・
歴史学者

令和の時代へ：国民と共に歩
まれる天皇陛下

「即位礼正殿の儀」(令和元年10月22日)は、天皇陛下が国内外に即位を宣明
する儀式であり、改元時に一度のみ行われます。国民と共に歩まれる天皇陛
下の強い意志を感じる中、令和時代の日本は国際社会においてどのような役
割を担うのでしょうか。近現代の日本政治外交史が専門で、天皇陛下の皇太
子時代から親交のある学習院大学学長の井上寿一先生にお話を伺います。

一般経営 38

41 2019/10/1 武田　斉紀
ブライトサイド株式会社　代
表取締役　コンサルタント

事業承継をスムーズに行うた
めの　思いや理念の浸透と承
継のステップ （２）

～誰もが幸せな会社
であり続けるために
～

事業承継では、トップの思いや理念を後継者に正しく伝えることが重要な鍵と
なります。社長の思いや理念を社内で浸透させて、会社を永続的に繁栄させ
るためのステップを４回に分けてお伝えします。

一般経営 25

42 2019/10/1 白砂　祐幸
株式会社NANAIRO 代表取
締役社長

地域における新しい人材と企
業のあり方

～障がい者雇用を会
社のチカラに変える
～

少子高齢化による人手不足の中、障がい者を含めたマイノリティの方々が働
き手となる考え方があります。企業や地域は障がい者雇用とどう向き合うべき
か。様々な事例を紹介しながら、障がい者と働くことのメリットやデメリットをお
伝えします。

一般経営 41



43 2019/9/1 佐川　旭
株式会社佐川旭建築研究所
代表取締役　建築家

地域力を高めるまちづくり
～日本の豊かさや幸
せの価値観を再発
見する～

少子高齢化や急速なグローバル化の影響で、地域コミュニティの衰退が大き
な課題となっています。こうした課題に建築家の視点から解決策を見出す講
師が、地方に残っている暮らしの豊かさに言及し、これからの地方創生のあり
方を指南します。

一般経営 29

44 2019/9/1 武田　斉紀
ブライトサイド株式会社　代
表取締役　コンサルタント

事業承継をスムーズに行うた
めの　思いや理念の浸透と承
継のステップ （１）

～誰もが幸せな会社
であり続けるために
～

事業承継では、トップの思いや理念を後継者に正しく伝えることが重要な鍵と
なります。社長の思いや理念を社内で浸透させて、会社を永続的に繁栄させ
るためのステップを４回に分けてお伝えします。

一般経営 26

45 2019/9/1 大島　和也
お笑いタレント　接客日本一
コンサルタント

接客日本一の法則
～誰でも簡単にお客
様をファンにする接
客方法～

小学校教師からお笑い芸人に転身した講師が、アルバイト先の大手とんかつ
チェーン店で実践したコミュニケーション術。社内の接客コンテストで日本一に
輝いた、お客様を笑顔にする接客の秘訣とは? 軽快なトークでユーモアたっ
ぷりにお話します。

研修・人材
育成 46

46 2019/9/1 中村　大相
株式会社ストライク　業務推
進部　会計事務所担当部長
税理士　公認会計士

中小企業のМ＆Ａ
～事業承継の新しい
道～

中小企業の後継者問題に新たな解決策として注目されるM&Aは、大企業の
ような乗っ取りや社員のリストラといったリスクはほとんどなく、友好的に行わ
れているのが現状です。中小企業のM&Aのメリットや活用方法をお伝えしま
す。

一般経営 52

47 2019/8/1 立石　裕明
株式会社アテーナソリュー
ション　代表取締役

第２期「小規模企業振興基本
計画」の施策と目的

～基本的な考え方と
大きな変更点につい
て～

平成26年10月に策定された「小規模企業振興基本計画」について、施策に関
わる立場で尽力した講師が、小規模企業振興基本法の生まれた背景や、令
和元年6月に閣議決定された変更点の裏話を織り交ぜながら、分かりやすく
解説します。

一般経営 41



48 2019/8/1 三宅　哲之

フリーエージェントインク株式
会社 代表取締役　一般社団
法人　日本焚き火コミュニ
ケーション協会　場づくりの専
門家

やらされ仕事がやりたい仕事
に！　自律型人材の育て方

～働き方改革の根っ
こは社員の主体性と
仕事のやりがい～

上司との関係がうまくいかず、働き方にモヤモヤしている若手社員への最良
のアドバイスとは？ 上司と部下が同じ方向を向いて、社員一人ひとりが100%
発揮できる職場づくりのコツをお伝えします。

研修・人材
育成 45

49 2019/8/1 篠木　雄司
株式会社アポロガス　会長
兼　元気エネルギー供給本
部長

AIに負けない　これからの人
づくり

～日本でいちばん大
切にしたい会社の
「生き方のインフラ教
育」～

150種類の研修と100本の論文を通じて、新入社員の人間性を親身になって
伸ばす企業「アポロガス」。福島県を拠点に創業48年続く同社の会長が、自ら
考案したユニークな研修プログラムを紐解きながら、人財育成に馳せる思い
を語ります。

実務家 50

50 2019/8/1 太見　洋介
株式会社侍　株式会社海族
DMC　代表取締役

地方におけるインバウンドの
将来像　対談編

～2020年のその先
に～

東北地方への外国人観光客誘致のため、宮城県丸森町に会社を設立した講
師。インバウンド効果で活性化し続ける丸森町の事例を元に、労働力の減少
や空き家などの課題をインバウンドで解決する長期的なビジョンについて解
説します。

一般経営 29

51 2019/8/1 小林　久
元株式会社やまと　代表取
締役

元地域土着スーパー社長が
語る　地域の未来

～地元のお店しかで
きないこと～

山梨県の老舗スーパー(2017年12月に経営破綻)の元経営者が語る、地域に
根ざした企業の使命とは。営業停止日まで続けた様々な事業を振り返りなが
ら、大手には決して真似の出来ない地域土着企業ならではのサービスとその
真意に迫ります。

実務家 40

52 2019/7/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

パワーポイントを使ったビジ
ネス・プレゼンテーション(2)実
践編

～伝わる資料のつく
り方～

企画の提案や業務報告など、プレゼンで必須のスライド資料作成ソフト「パ
ワーポイント」。本講座では2回にわたり、パワーポイントのつくり方と基本操
作、プレゼンテーションのスキルを学びます。

IT・パソコ
ン 18



53 2019/7/1 佐川　旭
株式会社佐川旭建築研究所
代表取締役　建築家

950人の村「新庄村」になぜ惹
かれるのか

～未来につながる地
域の取り組み～

岡山県北部に位置する新庄村（しんじょうそん）は、昔ながらの日本の生活美
が今も息づいています。人口約950人の小さな村で進行中の様々な取り組み
に携わる建築家が、豊かな自然の中で新たな賑わいを生み出す村づくりにつ
いて語ります。

一般経営 44

54 2019/7/1 立石　裕明
株式会社アテーナソリュー
ション　代表取締役

どんぶり勘定の会社はまだま
だ伸びる！　「小さな会社の
お悩み解決」の立役者に聞く

従業員20人以下の小さな会社の悩みを解決すべく、日々全国を奔走する講
師。阪神淡路大震災で被災した元経営者目線で、小規模事業者の生の声に
応える的確なアドバイスと、事業者や経営指導員に向けた応援メッセージを
発信します。

一般経営 33

55 2019/7/1 太見　洋介
株式会社侍　株式会社海族
DMC　代表取締役

地方におけるインバウンドの
将来像　講演編

～2020年のその先
に～

少子高齢化で疲弊する地方の活気を取り戻すべく、地域活性化と真摯に向き
合う講師。出身地の宮城県丸森町を僅か1年で外国人観光客0人から2000人
に増やした事例を元に、インバウンド・ビジネスから広げられる地方創生の取
り組み方を提示します。

一般経営 32

56 2019/6/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

複数税率レジ導入補助金
～軽減税率対策補
助金を活用するため
のポイント～

2019年10月に消費税率10％へ引き上げに合わせて実施される消費税軽減
税率制度（複数税率）への対応が迫られています。新しいレジ導入やシステ
ム改修に使える補助金の活用方法などを、わかりやすく解説いたします

消費税軽
減税率対

策
31

57 2019/6/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

キャッシュレス決済入門

2019年10月の消費税率引上げに合わせて、キャッシュレス化への対応が迫
られています。そこで、本セミナーは国内におけるキャッシュレス事情を踏ま
えて、各決済サービスの特徴、支援策、最終的にお店で選ぶべき決済方法の
判断基準などをわかりやく解説いたします

消費税軽
減税率対

策
52



58 2019/6/1 高嶋　幸太
日本語教師　立教大学兼任
講師

心を届けるビジネスメールの
基礎知識

～ことばを通して良
好なコミュニケーショ
ン力をつける～

ビジネスメールに必要なのは「誰が読んでも正しく伝わる文章」です。スムー
ズなコミュニケーションを行うためにも、正しい言葉づかいで書く力を伸ばしま
しょう。読み手への心配りを重視したビジネスメールの書き方を、演習を使っ
て学びます。

研修・人材
育成 47

59 2019/6/1 藤堂　武久 弁護士　中小企業診断士
紙芝居で学ぶ　社員研修セミ
ナー

働く人の多様化が進む昨今、社員ひとりひとりに適合した研修スタイルが求
められています。気鋭の弁護士／中小企業診断士が、紙芝居を使った独自
のプログラムを実演を交えて紹介します。

研修・人材
育成 35

60 2019/6/1 仲光　和之
中小企業診断士　株式会社
ソウルスウェットカンパニー
代表取締役

軽減税率の基礎知識
～新消費税制度が
あなたの商売に与え
る影響を考えよう～

2019年10月の消費税率10％への引上げと同時に『軽減税率制度』が実施さ
れます。軽減税率制度の基本的な内容について説明に加えて、増税後の資
金繰りや価格戦略について学びます。

消費税軽
減税率対

策
45

61 2019/6/1 小林　久
元株式会社やまと　代表取
締役

地域土着スーパー「やまと」
の教訓

2017年末に経営破綻した老舗ローカルスーパーの元経営者が、社長時代の
経験を赤裸々に語ります。地元に愛されるスーパーが閉店に至った理由と
は？波乱万丈な物語には、中小企業の経営者への強いエールが込められて
います。

実務家 45

62 2019/5/1 池田　泰美
クルール代表　人材育成コン
サルタント

相手を不快にさせない　言葉
遣いの実践講座

～基本マナーを身に
つける～

敬語は使い方を誤ると、意図が伝わらないだけでなく相手を不快にさせる原
因になりかねません。ここでは、間違った敬語の事例を提示しながらビジネス
シーンに不可欠な正しい言葉遣いを徹底的に学びます。

研修・人材
育成 51



63 2019/5/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

パワーポイントを使ったビジ
ネス・プレゼンテーション（１）
機能編

～ゼロから学べるス
ライドのつくり方～

企画の提案や業務報告など、プレゼンで必須のスライド資料作成ソフト「パ
ワーポイント」。本講座では2回にわたり、パワーポイントのつくり方と基本操
作、プレゼンテーションのスキルを学びます。

IT・パソコ
ン 29

64 2019/5/1 日向　大祐 マジックエアリスト
一流マジシャンが教える　10
秒で心をつかむコミュニケー
ション

マジックがなぜ人を惹きつけるのか。その鍵を握るコミュニケーション力を、マ
ジックの実例を使ってお伝えします。人前で話す機会の多いビジネスシーンで
応用できる、最強スキルを身につけましょう。

研修・人材
育成 56

65 2019/5/1 髙橋　靖信
株式会社髙橋店舗経営コン
サルティング　代表取締役
『店舗体幹®』コンサルタント

実践！ 明日からできる『店舗
体幹(R)』トレーニング

～お金をかけず、マ
ネされない店舗経営
ノウハウを習得～

体幹を鍛えて体を動きやすくするように、お店の経営でも「体幹」に相当する
部分を鍛えることで業績を伸ばすことができます。健全な店舗経営のための
実践的なノウハウ。小売業・飲食業・サービス業の経営者必見です。

一般経営 29

66 2019/4/1 赤澤　将
シグマ総合事務所　代表　社
会保険労務士

改正労働基準法で今すぐ始
めるべき　実務対応のポイン
ト

2019年4月より施行される「改正労働基準法」。罰則付きの労働時間の上限
規制や有休年5日取得義務などの過重労働対策について、重要な論点と企
業に求められる具体的な対応方法をわかりやすく解説します。

労務 43

67 2019/4/1 河瀬　和幸
株式会社カワセ・クリエイティ
ブ・カンパニーず　代表取締
役

大手通販に負けるな　感性接
客の極意

～マニュアルから生
き残りをかけた個性
化へ～

大手百貨店等で実演販売を行い、記録的な売り上げ実績を持つ講師が、そ
のノウハウを教えます。商品の価値を決めるものは何か？ 小売店舗だから
出来る、お客様の心に響く接客方法を学びます。

一般経営 51



68 2019/4/1 中野　美加

株式会社ライフ・アンド･シー
ド　代表取締役　組織改革コ
ンサルタント　人材開発ト
レーナー

モチベーションを無理に上げ
ずに楽しく仕事ができる方法

～目標達成につなが
るエンパワメントコー
チングTM～

人が元々持っている個性や能力は、自らの意思で発揮されるものです。本講
座では、部下のやる気と力を最大限に引き出す「エンパワメントコーチング
TM」の手法を使った様々な人材育成を、5回シリーズで紹介します。

研修・人材
育成 15

69 2019/4/1 山本　昌幸

あおいコンサルタント株式会
社代表取締役　人事制度策
定クリエーター　社会保険労
務士

社長の「想い」が次世代につ
ながる　カンタンすぎる人事
評価制度

～１日で作成！ 全
社員が前向きになれ
る魔法のツール～

良い社員を育てて組織を強くする「人事評価制度」。しかし、社員の評価基準
を明確にするのは非常に難しく、活用できない企業が多いのも事実です。社
長の想いを見える化し、かつ運用が簡単な新しい人事評価制度をご紹介しま
す。

労務 49

70 2019/3/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

経営者・後継者必見！ 会社
を“繋げる”セミナー　～第６
回：事業承継の支援策～

多くの中小企業が、経営者の高齢化に伴う問題を抱えています。世代交代の
大事業を、いつどこから着手すれば良いのでしょうか。経営者が自信を持って
事業承継を行うための基礎知識やノウハウなどを6回に渡り解説します。

一般経営 8

71 2019/3/1
柳家　小団

治
落語家

改元小噺　変わるもの変わら
ないもの

AIや情報社会など目まぐるしい時代だからこそ、人と人のつながりを大切にし
たいものです。新元号を迎えるにあたり、改めて日本の伝統文化に触れて心
にゆとりを持ちませんか。平成の締めに相応しい、楽しく元気が出るエピソー
ドが満載です。

健康・ライ
フスタイル 29

72 2019/3/1 髙坂　竜太
高坂診断士事務所 代表　中
小企業診断士

小規模事業者持続化補助金
対応　経営計画作成セミナー
～平成30年度補正～

最大50万円(補助率2/3)の補助金が獲得できる「小規模事業者持続化補助
金」について、申請に必要な書類や審査のポイントを解説します。さらに、経
営計画作成のコツをお伝えします。販路拡大をお考えの小規模事業者必見
の内容です。

一般経営 86



73 2019/3/1 中野　美加

株式会社ライフ・アンド･シー
ド　代表取締役　組織改革コ
ンサルタント　人材開発ト
レーナー

自立型・自律型の人材育成
術

～自走する組織をつ
くるエンパワメント
コーチングTM～

人が元々持っている個性や能力は、自らの意思で発揮されるものです。本講
座では、部下のやる気と力を最大限に引き出す「エンパワメントコーチング
TM」の手法を使った様々な人材育成を、5回シリーズで紹介します。

研修・人材
育成 13

74 2019/3/1 佐野　誠
株式会社ACROSEED 代表
取締役　行政書士

人手不足時代だからこそ知っ
ておきたい 外国人雇用のた
めの人事労務

少子高齢化に伴う労働力人口の減少など、様々な要因により中小企業にお
ける外国人雇用は今後の人事戦略の柱となりつつあります。外国人社員を活
用する際のポイントや法的な注意点、手続きの方法などを分かりやすく解説
します。

労務 44

75 2019/3/1 山内　健 近未来福祉研究所 代表
知らないと損をする 高齢者
施設の選び方

～介護は突然始ま
る、わが家のベスト
な選択のために知っ
ておくべきこと～

急速に進む日本の高齢化社会。2025年には5人に1人が75歳以上になると言
われており、介護問題はもはや他人事ではありません。ここでは、介護の基
礎知識や高齢者施設の種類、良い施設を選ぶポイントや落とし穴について解
説します。

健康・ライ
フスタイル 97

76 2019/2/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

経営者・後継者必見！ 会社
を“繋げる”セミナー　～第5
回：事業承継の実行～

多くの中小企業が、経営者の高齢化に伴う問題を抱えています。世代交代の
大事業を、いつどこから着手すれば良いのでしょうか。経営者が自信を持って
事業承継を行うための基礎知識やノウハウなどを6回に渡り解説します。

一般経営 6

77 2019/2/1 岡田　晃
経済評論家　大阪経済大学
客員教授

「即位」と「改元」に見る新時
代の幕開け

～歴史から学ぶ日本
経済の展望～

平成という時代が幕を閉じます。今上天皇が御譲位し、皇太子が御即位され
元号が変わる。明治から平成まで、年号ごとに変化した時代の移り変わりを
振り返りながら、新時代に向けた日本経済の動きや期待感、展望をお話しし
ます。

政治経済 27



78 2019/2/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

時間短縮パソコン裏ワザ講
座　エクセル編（2）

今日から使えるパソコン操作の裏ワザ集。今回は使用頻度の多いエクセルを
取り上げます。作業効率が劇的に変わる、便利な機能を身につけましょう。

IT・パソコ
ン 16

79 2019/2/1 髙坂　竜太
高坂診断士事務所 代表　中
小企業診断士

経営力向上計画の作成と各
種補助金申請支援セミナー

～補助金を上手に活
用するエッセンス～

中小企業・小規模事業者が活用できる補助金制度の申請では、「経営力向
上計画」を作成して国の認定を受けると加点の対象になります。ここでは、各
種補助金の申請と経営力向上計画の重要性について解説します。

一般経営 92

80 2019/2/1 中野　美加

株式会社ライフ・アンド･シー
ド　代表取締役　組織改革コ
ンサルタント　人材開発ト
レーナー

良い人材の定着に圧倒的効
果を出す上司アプローチ

～離職を防ぐ エンパ
ワメントコーチング
TMの解決法～

人が元々持っている個性や能力は、自らの意思で発揮されるものです。本講
座では、部下のやる気と力を最大限に引き出す「エンパワメントコーチング
TM」の手法を使った様々な人材育成を、5回シリーズで紹介します。

研修・人材
育成 16

81 2019/2/1
江間　みは

る
ビジネス整理収納アドバイ
ザー

物と時間の整理整頓講座
～働き方改革につな
がる 整理力を身に
つける～

物や書類が混在した状態で困っていませんか？ 職場のデスクやカバンの中
から必要な物をサッと取り出せれば時間短縮につながり、生産性も向上しま
す。整理整頓を通じて、「時間の使い方」を多面的に考えるポイントをお伝えし
ます。

研修・人材
育成 57

82 2019/2/1
阿久津　一

志

有限会社阿久津左官店　代
表取締役　一級左官技能士
左官技能インストラクター

職人の教え方、鍛え方、育て
方

～これからの職人は
バランスが大切～

職人のイメージが変わりつつあります。技術だけを高めるのではなく、専門知
識を蓄えて接客マナーを身につけた人材の育成が必要です。従来とは違う職
人育成を実践している左官業の経営者が、実例を紹介しながら熱い思いを語
ります。

実務家 66



83 2019/1/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

経営者・後継者必見！ 会社
を“繋げる”セミナー　～第4
回：事業承継のステップ～

多くの中小企業が、経営者の高齢化に伴う問題を抱えています。世代交代の
大事業を、いつどこから着手すれば良いのでしょうか。経営者が自信を持って
事業承継を行うための基礎知識やノウハウなどを6回に渡り解説します。

一般経営 7

84 2019/1/1 岡田　晃
経済評論家　大阪経済大学
客員教授

どうなる2019年　日本経済と
中小企業の展望

激変した世界経済に揺さぶられた2018年。しかし、アベノミクスが始まって6年
あまり、日本の企業は着実に力をつけ利益率も継続的に上がってきていま
す。改元の年となる2019年はどうなるのか？ 日本経済と中小企業の見通し
についてお話します。

政治経済 35

85 2019/1/1 中野　美加

株式会社ライフ・アンド･シー
ド　代表取締役　組織改革コ
ンサルタント　人材開発ト
レーナー

採用率を圧倒的に上げる魔
法の面接

～エンパワメントコー
チングTMで効果が
出る面接時の質問
～

人が元々持っている個性や能力は、自らの意思で発揮されるものです。本講
座では、部下のやる気と力を最大限に引き出す「エンパワメントコーチング
TM」の手法を使った様々な人材育成を、5回シリーズで紹介します。

研修・人材
育成 12

86 2019/1/1 宮井　英行

株式会社みやいマネジメント
サポート　代表取締役　中小
企業診断士　感情経営コン
サルタント　辞めない採用コ
ンサルタント

やさしく学ぶ「事業承継」はじ
めの一歩

事業承継には、人事や相続など様々な問題やリスクが生じます。本講座で
は、事業承継はこれからという経営者に向けて、会社を後継者に引き継ぐた
めのプロセスや全体像、準備の重要性についてわかりやすくお伝えします。

一般経営 45

87 2019/1/1 和田　勉
株式会社セルフ・インプルー
ブ　代表取締役

働き方改革時代に求められ
る組織活性化のあり方

少子高齢化による働き手の減少は、多くの中小企業を悩ませています。生産
性向上と効率的な働き方が早急に求められる中、中堅リーダーや管理職が
考えるべきことはなんでしょうか？ 実践的なワークを通して、組織活性化の
極意を学びます。

研修・人材
育成 63



88 2018/12/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

経営者・後継者必見！ 会社
を“繋げる”セミナー　～第３
回：事業承継とM&A～

多くの中小企業が、経営者の高齢化に伴う問題を抱えています。世代交代の
大事業を、いつどこから着手すれば良いのでしょうか。経営者が自信を持って
事業承継を行うための基礎知識やノウハウなどを6回に渡り解説します。

一般経営 6

89 2018/12/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第12回＞「天地の経
文」～誠の道は明らかなり

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 4

90 2018/12/1 谷田　昭吾
ヘルスケアオンライン株式会
社　代表取締役

タニタ創業家が語る 事業承
継

～何を守り 何を変革
するのか？～

体脂肪計と社員食堂で知られる株式会社タニタ。1983年に赤字だった経営を
引き継ぎ、その後ヘルスメーター世界一の企業へと成長させた、前社長の谷
田大輔氏は「何を受け継ぎ、何を切り開いたのか」。創業ファミリーの谷田氏
が、実体験を交えながら語ります。

一般経営 43

91 2018/12/1 中野　美加

株式会社ライフ・アンド･シー
ド　代表取締役　組織改革コ
ンサルタント　人材開発ト
レーナー

上司力を圧倒的に上げて会
社の業績を上げる！

～スシローの上場を
可能にさせたエンパ
ワメントコーチング
TMとは～

人が元々持っている個性や能力は、自らの意思で発揮されるものです。本講
座では、部下のやる気と力を最大限に引き出す「エンパワメントコーチング
TM」の手法を使った様々な人材育成を、5回シリーズで紹介します。

研修・人材
育成 12

92 2018/12/1 小林　由美
6月の森 オーベルジュ　オー
ナー

企業訪問シリーズ　6月の森
オーベルジュ　後編

～栃木県佐野市
ハーブガーデンの
オーナーに聞く～

広大なハーブガーデンとブルーベリー農園を有し、レストランやホテル等の施
設を併設した観光農園を運営する女性経営者。後編では、国や自治体の支
援を受けて農業生産法人を立ち上げ、6次産業化を実現するまでのエピソー
ドを熱く語ります。

一般経営 39



93 2018/12/1 石飛　朋哉
中小企業診断士／ITコーディ
ネータ

モバイルPOSレジ導入で業務
効率化と売上UP！

小規模事業者でも比較的安価に導入できる、スマホやタブレット端末を使った
モバイルPOSレジ。2019年10月に施行される消費税軽減税率制度に備えて、
モバイルPOSレジの概要と導入方法を、活用事例やPOSレジアプリの実演を
交えて解説します。

IT・パソコ
ン 62

94 2018/11/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

経営者・後継者必見！ 会社
を“繋げる”セミナー　～第２
回：事業承継の現状～

多くの中小企業が、経営者の高齢化に伴う問題を抱えています。世代交代の
大事業を、いつどこから着手すれば良いのでしょうか。経営者が自信を持って
事業承継を行うための基礎知識やノウハウなどを6回に渡り解説します。

一般経営 4

95 2018/11/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

時間短縮パソコン裏ワザ講
座　エクセル編（１）

今日から使えるパソコン操作の裏ワザ集。今回は使用頻度の多いエクセルを
取り上げます。作業効率が劇的に変わる、便利な機能を身につけましょう。

IT・パソコ
ン 16

96 2018/11/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第11回＞「天道と人
道」

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 3

97 2018/11/1 宮井　英行

株式会社みやいマネジメント
サポート　代表取締役　中小
企業診断士　感情経営コン
サルタント　辞めない採用コ
ンサルタント

良い人材が辞めない会社の
つくり方

人材が企業の勝ち負けを左右する時代になっています。深刻化する人手不
足に負けずに、会社に合った人材が働き続けるポイントとは？ 辞めない人材
の見つけ方や、人が定着する仕組みづくりについて解説します。

研修・人材
育成 40



98 2018/11/1 小林　由美
6月の森 オーベルジュ　オー
ナー

企業訪問シリーズ　6月の森
オーベルジュ　前編

～栃木県佐野市
ハーブガーデンの
オーナーに聞く～

350種類のハーブガーデンと1100本のブルーベリー園を有し、レストランやホ
テル、ウェディング施設を併設した観光農園を運営する女性経営者。地元と
の絆を大切にしながら育て上げた事業へのこだわりや熱い思いを、2回に分
けて語ります。

一般経営 28

99 2018/10/1
井手　美由

樹
株式会社Ideal Works 代表取
締役　中小企業診断士

経営者・後継者必見！ 会社
を“繋げる”セミナー　～第１
回：事業承継の全体像～

多くの中小企業が、経営者の高齢化に伴う問題を抱えています。世代交代の
大事業を、いつどこから着手すれば良いのでしょうか。経営者が自信を持って
事業承継を行うための基礎知識やノウハウなどを6回に渡り解説します。

一般経営 7

100 2018/10/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

時間短縮パソコン裏ワザ講
座　ワード編（２）

今日から使えるパソコン操作の裏ワザ集。シリーズ第二弾は「ワード」を取り
上げて、書類作成のスピードが格段に上がるショートカットや機能を紹介しま
す。

IT・パソコ
ン 15

101 2018/10/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第10回＞「道徳経済
一元論」～日本型経済論の
礎

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 4

102 2018/10/1 佐伯　優
佐伯優税理士事務所所長
税理士

財産を贈与と相続をうまく組
み合わせて賢く遺す！

～生前贈与を税負
担を少なく効率よく行
うポイントはココ～

将来の相続対策や相続税対策として、生前贈与を活用する人が増えてきて
います。贈与税と相続税の知識をしっかり持ち、税負担をさほどかけずに効
率良く生前贈与を行うためのポイントを解説します。

税務・財
務・経理 64



103 2018/10/1 高嶋　幸太
日本語教師　立教大学兼任
講師

外国人と心を通わす交流術
～日本語で積極的
に声をかけよう～

年々増加する訪日外国人観光客や在留外国人。様々な言語を話す彼らと接
するのは難しいと諦めていませんか。ここでは、日本語を使ったコミュニケー
ションに特化して、外国人と気軽に話をする方法をお伝えします。

研修・人材
育成 52

104 2018/10/1 新田　渉世

元東洋太平洋バンタム級
チャンピオン　川崎新田ボク
シングジム　会長　日本プロ
ボクシング協会理事・事務局
長

仕事も人生も“負け”にまける
な

～地域密着型のジ
ム経営者が語る　挫
折・失敗の乗り越え
方～

誰もが経験する挫折や失敗。こうした“負け”とどう向き合えば良いのでしょう
か。プロボクサー時代から何度も大きな挫折を味わったボクシングジム会長
が、自分の体験を紐解きながら、"負け"を克服して前に進むためのヒントを
熱く語ります。

研修・人材
育成 38

105 2018/10/1 永江　典子 ながえ歯科医院　院長
いつまでも美味しく食べる　歯
の健康セミナー

知らぬ間に進行する虫歯や歯周病。放っておくと思わぬ大病に繋がる恐れも
あります。元気に働き続けるためにも、正しい歯のケアと定期的な検診は必
要です。中高年が考えるべき歯の健康について、専門医が解説します。

健康・ライ
フスタイル 30

106 2018/9/1 岡田　晃
経済評論家　大阪経済大学
客員教授

事業承継を成功させる秘訣
～歴史と現代の事例
に学ぶ～

多くの中小企業が抱える事業承継の課題。準備を計画的に進めるための秘
訣は何でしょうか。数多くの企業と経営者を取材してきた講師が、経験を通じ
て得た事業承継の事例、さらに戦国武将の失敗例や成功例を紐解きながら
解説します。

一般経営 56

107 2018/9/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

時間短縮パソコン裏ワザ講
座　ワード編（１）

今日から使えるパソコン操作の裏ワザ集。シリーズ第二弾は「ワード」を取り
上げて、書類作成のスピードが格段に上がるショートカットや機能を紹介しま
す。

IT・パソコ
ン 14



108 2018/9/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第9回＞「分度」～贅
沢には限りがない

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 4

109 2018/9/1 深澤　潔
明立特許事務所　技術士
弁理士

誰でもわかる 知的財産活用
講座

～自社のお宝を発掘
して事業拡大につな
げよう～

人口減少による市場の環境悪化が懸念される昨今、生き残るためには自社
の独自性や強みを伸ばす手段が必要です。知的財産という観点から、自社
のお宝を掘り起こして競争力を高める方法を解説します。

一般経営 62

110 2018/9/1 磯崎　博史
プロ・フィール 代表　日本語
品質コンサルタント ®

必ず伝わる文章を書こう （後
編）

～書き言葉のコミュ
ニケーション不足を
解消する方法～

顧客へのメールや社内文書など、日常業務で欠かせない文章作成。ビジネス
文書の体裁はできても、内容が正しく伝わらなければトラブルの原因にもなり
ます。読みやすくわかりやすい「必ず伝わる文章」を書くコツを、事例と演習を
挟みながら２回に分けて学びます。

研修・人材
育成 46

111 2018/8/1 五味　栄里
グループ＜包遊＞代表　ラッ
ピングコーディネーター

地域のお客様をリピーターに
する　やさしい接客と店づくり

～高齢者に喜ばれる
安全で快適な売り場
とは～

高齢化社会の昨今、お金も時間もあるシニア世代が最大の顧客層と言えま
す。だからこそ、高齢者がまた来たくなる店づくりが必要です。高齢者の視点
で考えたお店のレイアウトや接客スタイルをお伝えします。

一般経営 81

112 2018/8/1
自覚　真由

美

道株式会社　代表取締役　ア
ピールコンサルタント（R)　Ｎ
ＰＯ日本コーチ協会正会員

コミュニケーション力を高める
人付き合いのコツ

～15の魔法～
仕事でも家庭でも、コミュニケーションが良ければ物事がスムーズに運び、良
好な人間関係が築けます。自分の意思をきちんと発信して相手の好感度を
上げる方法を、様々なシーンの事例を交えてお話します。

研修・人材
育成 27



113 2018/8/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第8回＞「一円融合」
～金次郎の世界観

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 4

114 2018/8/1 宮林　幸洋 フラックス・ブレイン　代表
右肩上がりにつなげる事業承
継

～代替わりの準備は
会社を好転させる
チャンス～

事業を発展的に継承していくためには、しっかりした長期ビジョンを持って準
備をする必要があります。会社の現状を見直し、マイナス面まで引き継がな
いようにするためのステップを解説します。

一般経営 44

115 2018/8/1 磯崎　博史
プロ・フィール 代表　日本語
品質コンサルタント ®

必ず伝わる文章を書こう （前
編）

～書き言葉のコミュ
ニケーション不足を
解消する方法～

顧客へのメールや社内文書など、日常業務で欠かせない文章作成。ビジネス
文書の体裁はできても、内容が正しく伝わらなければトラブルの原因にもなり
ます。読みやすくわかりやすい「必ず伝わる文章」を書くコツを、事例と演習を
挟みながら２回に分けて学びます。

研修・人材
育成 30

116 2018/8/1
松尾　正二

郎
松尾経営コンサルティング
代表　中小企業診断士

よくわかる働き方改革の進め
方

～生産性向上、長時
間労働削減、付加価
値向上を実現！！
～

働き方改革はすべての企業にとって重要な経営課題です。長時間労働を削
減し、企業の生産性向上を実現させるための進め方や支援策についてわか
りやすく解説します。業種・業態・企業規模を問わず、今日から使えるヒントが
満載です。

労務 88

117 2018/7/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

時間短縮パソコン裏ワザ講
座　Windows編

パソコン操作は、ショートカットを使えば作業効率が確実に上がります。
Windowsの基本操作において、すぐに使えるショートカットをお伝えします。

IT・パソコ
ン 17



118 2018/7/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第7回＞報徳の道（徳
を以て徳に報いる）

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 4

119 2018/7/1 響城　れい

掃除・片づけコンサルタント
株式会社ダブルビーイング
社長　一般社団法人日本
シェアハウス協会理事

仕事力を育てる　新片づけ術
～1日10分の行動で
劇的に変わり始め
る！～

平均的な社員は、探し物で年間150時間も浪費していると言われています。
日々のちょっとした心がけで、ムダが無くなり生産性も上がります。オフィスの
整理整頓を通じて、時間やコストを節約する方法を実践的に教えます。

研修・人材
育成 19

120 2018/7/1 木村　悠
元ボクシング世界チャンピオ
ン　商社マンボクサー

商社マンボクサーはなぜ世界
チャンピオンになれたのか

～目標を定めて自分
をみがく　これからの
働き方～

昼は商社マン、夜はボクサーの二刀流生活を続けて世界チャンピオンに輝い
た講師。 仕事での時間管理やコミュニケーション力が、壮大な目標の達成に
つながったという「成功の秘訣」に迫ります。

研修・人材
育成 28

121 2018/7/1 中平　次郎 株式会社ASC 代表取締役
2代目・3代目社長のためのド
ラッカー入門

～経営者の仕事と使
命を基礎から学ぶ～

事業承継で後継者が抱える課題はたくさんあります。組織のトップに必要な
求心力を身につけるため、「経営学の第一人者」ドラッカーのマネジメント理論
から、経営の基本と原則を学びます。

一般経営 74

122 2018/6/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「ワードが使えます！」と言え
るようになる講座(8)ワード
アートの使い方編

シリーズ8回目は、文章内のタイトルや見出しを目立たせたいときに使える
「ワードアート」を学びます。チラシや配布物資料の文書を、プロのようなハイ
センスな仕上がりにします。

IT・パソコ
ン 13



123 2018/6/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第6回＞貧富の隔たり
は心得一つである

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 4

124 2018/6/1 石瀬　淳
いしせ脳神経外科クリニック
院長

脳の病気を知る
～働く人のための予
防と対策～

がん、心臓病と並ぶ日本の三大疾病としてあげられる脳卒中（脳血管疾患）
は、治療の遅れが命にかかわったり、重い後遺症につながる深刻な病気で
す。脳卒中の発症、進行を予防する方法について、専門医がわかりやすく解
説します。

健康・ライ
フスタイル 40

125 2018/6/1 神田　潤一

株式会社マネーフォワード執
行役員 社長付 渉外 ・事業
開発責任者　一般社団法人
Fintech協会理事

第3の革命？仮想通貨は未
来を変えるか

～仕組みから可能性
までをわかりやすく
語る～

ビットコインを代表する仮想通貨は、現在1，500種類以上あると言われてい
る。IT技術の発達で生まれた仮想通貨は、ビジネスや暮らしをどう変えていく
のか。仮想通貨のこれまでの歩みを振り返りつつ解説する。

IT・パソコ
ン 84

126 2018/6/1 白井　さゆり
慶應義塾大学 総合政策学
部教授

好調続く世界経済、今後の見
通し

～日本経済と政策の
方向性～

好調な世界経済の影響で日本企業の収益は増加し、景気は回復したと言わ
れる一方、家計の実感は伴っていない。その要因や問題点とは? 日本経済の
現状と先行き、アメリカ経済や国際情勢が日本に与える影響を解説する。

政治経済 76

127 2018/5/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

これだけは知っておきたい
社会人のためのパソコン活用
講座(2)

～ワード・エクセルの
基礎編～

会社の業務で必要なパソコン操作の基礎を、2回に分けて解説します。2回目
は書類作成で求められるワードとエクセルの基本的な使い方を学びます。

IT・パソコ
ン 31



128 2018/5/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第5回＞「積小為大」
～耕すのは一鍬ずつ、歩くの
は一歩ずつ

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 4

129 2018/5/1 中村　成博 株式会社Gentle 代表取締役 仕事に活かせる速読術

速読は、見るスピードと脳の理解力を伸ばせば誰でも効果を実感できます。
ここでは、目と脳の簡単なトレーニングをしながら読む速度を2～3倍に上げる
「速読のコツ」を実践的に学びます。仕事効率を高めて時間短縮につなげた
い人必見の内容です。

研修・人材
育成 55

130 2018/5/1 櫃間　霞
合同会社PDCAデザイン 代
表社員　中小企業診断士

小規模事業者持続化補助金
について

～最大50万円の補
助が受けられる～

「小規模事業者持続化補助金」(公募期間：平成30年3月9日～5月18日)のメ
リットと、審査に必要な書類、審査のポイントなどを詳しく解説します。さらに、
経営計画の作成手順や経営計画を活用した支援策も紹介します。

一般経営 40

131 2018/5/1 古河　正己
アタカプランニング株式会社
代表取締役

事業承継の壁をどう乗り越え
るか

～課題解決のカギは
事業改革にあり～

事業主の高齢化に伴う事業承継が、大きな社会問題となっています。後継者
が引き継ぎたくなる、利益を出せる会社にするために経営者が取り組むべき
ことは？ 顧客主義に徹した事業改革の切り口から解決策を見出します。

一般経営 29

132 2018/4/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

これだけは知っておきたい
社会人のためのパソコン活用
講座(1)

～Windows10 入門
編～

会社の業務の中でパソコンの操作、とくにWindowsの操作やワード・エクセル
等のオフィスソフトは使用頻度が高く、仕事の上で必要な基本スキルが求め
られます。社会人として知っておきたいパソコン操作の基礎を、2回に分けて
解説します。1回目はファイル管理を中心としたWindows10の操作方法を学び
ます。 
 
会社の業務において、Windowsの知識やワード・エクセル等のパソコン操作は
避けられません。社会人として知っておきたいパソコン操作の基礎を、2回に
分けて解説します。1回目はファイル管理を中心としたWindowsの操作方法を
学びます。

IT・パソコ
ン 19



133 2018/4/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第4回＞世を渡る基本
の術は勤・倹・譲にある

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）の成功哲学より、
経営に役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。シリーズ4回目
は、人間らしい幸福を築くための人道の基本について解説します。

一般経営 4

134 2018/4/1 中村　成博 株式会社Gentle 代表取締役 社員が辞めない職場づくり
～離職防止と人材不
足解消：キーワード
は"人"～

日本マクドナルドでの勤務時代、慢性的な人手不足が続く都心の店舗を関東
で一番アルバイトが辞めない店に育て上げた講師。社員のやる気スイッチが
押されて、生き生きと働き続ける職場の作り方をお伝えします。

研修・人材
育成 30

135 2018/4/1 木村　悠
元ボクシング世界チャンピオ
ン　商社マンボクサー

二刀流で世界チャンピオン
～逆境がチャンスに
変わる　結果を出す
ために大事なこと～

商社マンとプロボクサーを両立させながら、ボクシングの世界チャンピオンと
なった経験を持つ講師。仕事で学んだことをボクシングに活かした「商社マン
ボクサー」が、どうやって世界の頂点に立てたのか。必ず結果を出すための
考え方を、自身の経験から話します。

研修・人材
育成 39

136 2018/4/1 髙坂　竜太
高坂診断士事務所 代表　中
小企業診断士

平成29年度補正 「小規模事
業者持続化補助金」について

「小規模事業者持続化補助金」の概要と申請に必要な経営計画、補助事業
計画を書くときの留意点とテクニックを解説します。補助金申請が初めての小
規模事業者が申請書を書く際に見ておくと役に立つ内容です。 
【収録】2018年2月28日東京都武蔵野商工会議所 
※当補助金は、お近くの商工会議所・商工会においても同じ事業が行われて
います。 
 
【参考サイト】 
経営計画つくるくん 
http://tsukurukun.smrj.go.jp/

一般経営 75

137 2018/3/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

西郷どんに学ぶ　敬天愛人
の経営 (後編)

「天を敬い人を愛す」敬天愛人の思想を終生大事にした西郷どん。明治維新
最大の功労者、西郷隆盛の考え方を紐解きながら、現代の経営にどのように
活かせるか事例を交えながら解説します。

一般経営 38



138 2018/3/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「ワードが使えます！」と言え
るようになる講座(7) 変更履
歴の記録編

シリーズ7回目は、文書の修正・変更した箇所を記録する「変更履歴機能」を
学びます。複数人で文書を作成する時、誰がどこを直したのかがひと目でわ
かります。

IT・パソコ
ン 12

139 2018/3/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第3回＞正大な大欲を
以て人を動かす

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 3

140 2018/3/1 島津　悟 OfficeSHIMADU 代表
相続・事業承継への準備と心
がまえ

～考えておきたいこ
と　知っておきたいこ
と～

経営者の高齢化が進む一方で、事業承継はなかなか進んでいない。元気な
うちに後継者を決めて、準備をするのは経営者の責務。家族や社員が安心で
きる、スムーズな事業承継へのステップをわかりやすく解説します。

一般経営 50

141 2018/3/1 柴崎　智哉 司法書士
認知症で困らない！ 「家族信
託」活用ガイド

～元気なうちに親子
ではじめる 新しい財
産管理～

家族信託とは、資産を持つ方が自身の不動産や預貯金等を信頼できる家族
に管理・処分を任せる手法です。これからの認知症対策として注目されてい
る「家族信託」の仕組みとメリットを詳しく解説します。

税務・財
務・経理 54

142 2018/3/1
ファントニ・
ダヴィデ

在日イタリア商工会議所事務
局長

イタリア企業とその強さの秘
訣

～伝統・品質、世界
に通用する中小企業
のあり方～

イタリア経済は、ほとんどが1～4人の小規模企業に支えられています。伝統
を守りながらも、革新的な製品を作り出すイタリア産業の強みとは？ イタリア
の最新経済事情をお伝えします。

一般経営 79



143 2018/2/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

西郷どんに学ぶ　敬天愛人
の経営 (前編)

明治維新を成し遂げた立役者でありながら、のちに明治政府と敵対し自決し
た西郷隆盛。世のため人のために誠を貫き、優れたリーダーぶりを発揮した
「西郷(せご)どん」の思想を、現代の経営にどう活かせるか、解説します。

一般経営 56

144 2018/2/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「ワードが使えます！」と言え
るようになる講座(6)見出しの
設定編

シリーズ6回目は、マニュアルや報告書などページ数の多い文書を作成する
時に便利な機能を紹介します。ページ全体のデザインを統一させたり、目次も
簡単に作れます。

IT・パソコ
ン 20

145 2018/2/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第2回＞誠実さと実行
が華を咲かす

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 3

146 2018/2/1
長谷部　あ

ゆ
株式会社ShukaBerry　代表
取締役

女性客の「買いたい」を引き
出す魔法の営業トーク

女性客は、男性客と同じ売り方では通用しません。つまり、売り方を変えれば
営業成績は確実にアップします。女性に共感されるコツは？ よくある失敗例
やNGワードを紹介しながら、女性客に響く営業方法を学びます。

一般経営 53

147 2018/2/1
ジェイソン・
ダーキー

IDEA DEVELOPMENT株式会
社 代表取締役

日本企業の人材育成の課題
は何か？

～日本で15年間人
材育成に携わる米国
人インストラクターが
ツボを指摘～

グローバル化が進む中、日本企業が世界で生き残るためには、優秀な人材
で勝負するしかない。日本在住歴20年以上の米国人コンサルタントが、効果
的な社員育成方法を世界各地の企業の事例をもとに解説します。

研修・人材
育成 72



148 2018/1/1 横山　悟一
財務リスク研究所株式会社
代表取締役

横山式シンプル・キャッシュフ
ロー計算書でキャッシュの増
減理由をつかむ

中小企業に提出義務がなく敬遠されがちなキャッシュフロー計算書ですが、
読めると会社の財務状態が明確に分かり早期に対処することができます。数
字が苦手な経営者でも、簡単にキャッシュフロー計算書が読める方法を学び
ます。

税務・財
務・経理 64

149 2018/1/1 岡田　晃
経済評論家　大阪経済大学
客員教授

明治維新150年　日本の底力
の原点を探る

～「明治日本の産業
革命遺産」から見え
てくること～

2018年は明治元年から150年目に当たります。2015年に世界遺産に登録され
た全国23の施設を辿りながら、飛躍的に産業国家を形成させた先人の偉業と
功績、今の企業経営に通じるスピリットを紐解きます。

一般経営 42

150 2018/1/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「ワードが使えます！」と言え
るようになる講座(5)レイアウ
ト編

シリーズ5回目は、ワードで文章や図をレイアウトする際に役立つテクニックを
紹介します。見た目がきれいで読みやすい文書がつくれます。

IT・パソコ
ン 10

151 2018/1/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎が遺した教えを
学ぶ＜第1回＞「心田開発」
（意識改革）

～混迷の今を生き抜
く知恵と実践～

江戸時代後期に活躍した農民思想家、二宮金次郎（尊徳）は全国600以上の
農村を改革して地域を復興させました。彼の実践的な成功哲学より、経営に
役立つ成功のヒントを毎月ひとつずつお伝えします。

一般経営 3

152 2018/1/1
田中　信一

郎
一般社団法人　地域政策デ
ザインオフィス　代表理事

地域創生で活力ある地域を
つくる

～人口減少時代に
地域経済を成功させ
るカギ～

急速な人口減少をネガティブに捉えず、地域経済を活性化させる様々なアイ
デアがあります。そのカギを握る「エネルギー」に着目し、地域に新たなビジネ
スチャンスを生み出すプロセスをお伝えします。

一般経営 47



153 2017/12/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　12月：「江戸しぐさ」に学
ぶ

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 4

154 2017/12/1 岡田　晃
経済評論家　大阪経済大学
客員教授

徳川家康に学ぶ　事業承継
の最強モデル

260年続いた江戸幕府は、創設した徳川家康が「幕府」という事業の承継に成
功したからだと言われています。武田信玄や豊臣秀吉、徳川家康など、戦国
大名の世代交代を紐解きながら、事業承継に役立つヒントを解説します。

一般経営 60

155 2017/12/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「ワードが使えます！」と言え
るようになる講座(4)図形・イ
ラスト・写真の挿入編

シリーズ4回目は、文書に図形やイラスト、写真を挿入する方法を解説しま
す。サイズ調整や加工、配置の仕方などのテクニックをマスターします。

IT・パソコ
ン 22

156 2017/12/1 原　マサヒコ
元トヨタNo.1メカニック　株式
会社プラスドライブ　代表取
締役

健康経営を目指して生産性
を上げる

～現場を強くする「ト
ヨタの時短術」～

長時間労働対策として国が推進する「健康経営」という取組み。中小企業が
実践するためには、まず全社員の「時短」意識が重要です。生産性向上を追
求し続けるトヨタの現場から、健康経営を実現するヒントを探ります。

研修・人材
育成 29

157 2017/12/1
丸山　久美

子
まるっと空気を掴むMC

緊張していても堂々と見える
話し方

「プレゼンや商談は緊張するから苦手」という方へ。緊張をなくすことは難しい
ですが、緊張していないように見せることはできます。ビジネスシーンですぐに
使える、緊張を隠すテクニックを教えます。

研修・人材
育成 43



158 2017/12/1 花城　英恵
株式会社マテリアル　事業開
発部

誰でもできるPR！ お金をか
けずにお店・商品の魅力を伝
える方法

誰でも情報発信ができる時代だからこそ、雑誌やwebメディアに向けた「プレ
スリリース」の効果は絶大です。記事にされやすい魅力的な「プレスリリース」
を、お金をかけずに作り発信する方法を学びます。

一般経営 40

159 2017/12/1 菅野　弘達
株式会社ソーシャルメディア
マーケティング　代表取締役

スマホ6，000万人時代の集
客

～売上アップにつな
がるSNS活用術～

スマートフォンの普及率が70%を超え、インターネットの利用動向が変化して
います。お客様に直接アクセスして情報を届けられるSNS(ソーシャルネット
ワークサービス）の特性や利点を理解し、集客につなげるプロセスをお伝えし
ます。

IT・パソコ
ン 32

160 2017/12/1 古田　奎輔
株式会社Payke 代表取締役
CEO

日本発、世界をつなげるハブ
事業へ

～若き経営者が見
据える未来の商売の
あり方～

商品のバーコードから様々な情報を多言語で表示できる、外国人旅行者向け
スマホアプリを開発したIT企業。全国600社以上のメーカーから情報提供を受
けるまでに成長したITベンチャーの若き経営者が、今後のビジネス展望につ
いて語る。

実務家 72

161 2017/11/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　11月：働くとは人のために
動くこと

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 5

162 2017/11/1
加藤　美香

保
弁護士

身近な法律トラブル：トラブル
の解決と予防

～知って安心　暮ら
しに役立つ法律Q&A
～

全7回シリーズの最終回は、トラブルに巻き込まれた際の対処法について解
説します。ひとりで悩まず、身近な誰かに話すだけで解決の糸口が見えてき
ます。弁護士のつてが無い場合の相談先も紹介します。

法律 8



163 2017/11/1 鴇沢　裕
税理士法人
TOKIZAWA&PARTNERS 代
表社員　税理士

これまでの　これからの金融
機関　資金調達前に知ってお
くべきこと

会社を継続するためにお金の問題は切り離せません。中小企業の経営者が
お金に関して正しい知識を持ち、金融機関をビジネスパートナーとして積極的
に付き合うためのポイントをお話します。

税務・財
務・経理 50

164 2017/11/1 三宅　哲之

フリーエージェントインク株式
会社 代表取締役　一般社団
法人　日本焚き火コミュニ
ケーション協会　場づくりの専
門家

自分サイズ＝身の丈起業の
進め方

～ゼロから始められ
る成功への道のり～

起業は会社をつくることではありません。はじめは資金が無くても大丈夫。自
分がやりたいことや出来ることを見極めて、正しい手順で起業を軌道に乗せ
ていく。そのためのヒントを成功事例を交えながらお伝えします。

一般経営

165 2017/11/1
田村　夕美

子
ビジネス作家　経理環境改
善コンサルタント

経理の意識カイカク＝経営カ
イゼン

～Q&A方式　今日か
ら進む道はコレ！～

会社の経営活動が反映した情報を扱う経理担当者だからこそ見えるカイゼン
策があります。現場でよく聞く悩みや質問に回答しながら、経理担当者が積
極的に意見をだせる職場環境のつくり方を解説します。

税務・財
務・経理 43

166 2017/10/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　10月：江戸の養育方針

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 5

167 2017/10/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「ワードが使えます！」と言え
るようになる講座(3)　表の作
成編

シリーズ3回目は、ワードで使う表の作り方を解説します。表の作成方法とポ
イント、さらに作った後の修正方法もお伝えします。

IT・パソコ
ン 13



168 2017/10/1
加藤　美香

保
弁護士

身近な法律トラブル：インター
ネットに関するトラブル

～知って安心　暮ら
しに役立つ法律Q&A
～

全7回シリーズの6回目は、便利ゆえに危険性も高いインターネットでおきる
様々なトラブルについて解説します。

法律 6

169 2017/10/1 井上　幸葉 葉ppiness ハピネス　代表
会社を次世代につなげるた
めの「課題と解決手段」

～社長の右腕23年
経験者が伝える　事
業承継が楽になるコ
ツ～

長年社長の右腕として社員とのパイプ役を務め経営者の世代交代を支えて
きた講師が、「事業承継」のよくあるケースを分析し、後継者が直面する様々
な課題の解決策を提示します。

一般経営 47

170 2017/10/1 阿部　満
ブリッジソリューションズ株式
会社　代表取締役

今、理解しておくべきAIの基
本と活用法

スマートフォンの音声認識機能や銀行のコールセンター業務などで導入され
ているAI(人工知能）は、人材不足や長時間労働などの問題解決に期待され
ています。中小企業がAIを活用するためのステップを教えます。

IT・パソコ
ン 46

171 2017/10/1 片桐　明
株式会社コストダウン　代表
取締役

今日からできる明るいコスト
ダウン

～会社の経費を無
理なく削減する方法
～

必要とわかっていても、きっかけが掴みにくいコストダウン。実は会社の経費
は意外なところから簡単に減らすことができます。全社員が一緒に取り組め
て、後継者育成にもつながるコストダウンのアイデアをご紹介します。

一般経営 42

172 2017/10/1 北　宏志
株式会社ポールスターコミュ
ニケーションズ　代表取締役

コミュニケーションが変われ
ば毎日が変わる

～元教師が伝える
これからの人材育成
法～

2020年の教育改革に向けて学校教育が大きく変わりつつあります。知識の詰
め込みではなく思考力・表現力を伸ばす教育を受けた子供たちの特性とは？
学校教育のいまを踏まえた上で、今後の人材育成のあり方をお伝えします。

研修・人材
育成 38



173 2017/9/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　9月：後継者育成の教育

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 5

174 2017/9/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

二宮金次郎に学ぶ「人と組織
の育て方」

～夢の持てる組織作
り～

学校の校庭にある銅像で知られる二宮金次郎（二宮尊徳）は、近代日本経済
を築いた実業家たちに多大な影響を与えた思想家でした。本講座では、戦後
忘れ去られた金次郎の実践的な教えを取り上げて経営に役立つヒントをお伝
えします。

一般経営 29

175 2017/9/1
加藤　美香

保
弁護士

身近な法律トラブル：高齢者
に関するトラブル

～知って安心　暮ら
しに役立つ法律Q&A
～

全７回シリーズの5回目は、近年増えつつある問題を取り上げます。判断力が
低下して財産の管理や処理が出来なくなる、高齢者のトラブルに対処した「成
年後見」制度について詳しく解説します。

法律 6

176 2017/9/1 佐藤　忠生 POP販促アドバイザー
お店が明るく活気づく　筆ペン
POPの描き方

～和風も洋風も自
在！ お客さまを引き
込むテクニック～

筆ペンPOPはお客さまの目を引き滞留時間を長くする、売上アップに直結した
販促ツールです。書道とは違った柔らかな印象を与える筆ペンPOPの描き方
を、基礎からしっかり学べる実践講座です。

研修・人材
育成 58

177 2017/9/1 北　宏志
株式会社ポールスターコミュ
ニケーションズ　代表取締役

「まさか!?」の挑戦　中国大陸
でランドセルを売る

～現地で見つけた！
「売れない」壁を崩す
4つの秘策～

中国全土で日本製ランドセルを売った、元カバン製造会社社員の講師。自ら
の経験を紐解きながら中国巨大マーケットの魅力と、インバウンド・アウトバウ
ンドビジネスに役立つアイデアをお伝えします。

一般経営 42



178 2017/9/1 桑原　静 シゴトラボ合同会社　代表 コミュニティビジネス入門
～女性・高齢者が活
躍！　地域を元気に
する方法～

高齢化社会に伴う地域の課題解決として注目されるコミュニティビジネス。高
齢者がいつまでも元気に働き暮らせる街づくりにつながる社会貢献事業、コ
ミュニティビジネスのしくみと効果を事例を挟みながら解説します。

一般経営 36

179 2017/8/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　8月：眼差しで心を表す

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 4

180 2017/8/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「ワードが使えます！」と言え
るようになる講座(2)　書式設
定編

シリーズ2回目は、見栄えの良い文書を作成する書式設定のポイントを解説し
ます。さらに、効率よく文書を作成するインデントとタブの設定もお伝えしま
す。

IT・パソコ
ン 20

181 2017/8/1
加藤　美香

保
弁護士

身近な法律トラブル：夫婦の
トラブル

～知って安心　暮ら
しに役立つ法律Q&A
～

全７回シリーズの4回目は、相談数の多い夫婦間のトラブルを取り上げます。
別居に伴う金銭問題や、離婚後の子供との面会について解決策を学びます。

法律 5

182 2017/8/1 宮沢　みち 運命学研究家 成功へ導く印鑑の選び方
印鑑は会社そのものを表します。良い印鑑を使うと運気が上がり、業績も伸
びていきます。だからこそ、会社に合った印鑑を正しく選びましょう。強運を呼
び込む印鑑のつくり方、選び方をお伝えします。

健康・ライ
フスタイル 20



183 2017/8/1
羽出山　里

江
中小企業診断士　ITコーディ
ネーター

新しい金融サービス フィン
テック

～経理や業務はどう
変わる？～

クラウド型会計システムやPOSレジ等、「フィンテック」には便利で安価な金融
サービスがたくさんあります。今後、経理や業務はどう変わるのでしょうか。中
小企業の経営課題を解決する、フィンテックの利点と活用方法を解説します。

税務・財
務・経理 44

184 2017/8/1 三宅　哲之

フリーエージェントインク株式
会社 代表取締役　一般社団
法人　日本焚き火コミュニ
ケーション協会　場づくりの専
門家

ホンネを引き出すコミュニ
ケーション術

～焚き火体験でわか
る　元気な職場づくり
～

会社でなかなかホンネは言えません。しかし、思ったことを言える職場は、社
員の結束力が強くなり一人ひとりのモチベーションも上がります。ここでは、焚
き火の疑似体験を通じて社員同士が分かり合える職場づくりを紹介します。

研修・人材
育成 46

185 2017/8/1
芳田　マサヒ

ロ
筆跡総合事務所「筆跡仕事
人」　筆跡診断士

ビジネスに活かせる筆跡診断
～書きグセを変えて
人生を前向きに～

手書き文字には、書いた人の行動傾向や深層心理が無意識に表れます。筆
跡を直すことで、自分の弱点を抑えて個性を活かすことができます。歴史的
人物や著名人の筆跡を分析して、仕事力アップにつながるヒントを学びます。

一般経営 54

186 2017/7/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　7月：江戸の心　思いやり
のしぐさ

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 5

187 2017/7/1 吉見　範一
日本営業ツール研究所所長
営業ツール専門コンサルタン
ト

ちいさな会社ほど有利な「勝
てる市場」のつくり方

～古い歯科医院にな
ぜ患者が集まるのか
～

50以上の同業者が密集する東京某所で、祖父の代より続く古い歯科医院。
「改装費ナシ」「移転ムリ」「広告ダメ」の悪条件を抱えながらも流行るように
なった理由は？ 小さな努力の積み重ねが大きな売上につながる、アイデア
の出し方をお伝えします。

一般経営 42



188 2017/7/1
加藤　美香

保
弁護士

身近な法律トラブル：近隣トラ
ブル

～知って安心　暮ら
しに役立つ法律Q&A
～

全７回シリーズの3回目は、感情的になりやすい隣人とのトラブルについて、
ストレスを溜めることなく、トラブルを未然に防ぐ方法を学びます。

法律 5

189 2017/7/1
羽出山　里

江
中小企業診断士　ITコーディ
ネーター

フィンテックの基礎知識
ニュース等でよく耳にするフィンテック。既存の金融システムに依存しない、新
たな金融の形として注目されるフィンテックで、暮らしやビジネスはどう変わる
のか。その概要と活用方法をわかりやすく解説します。

税務・財
務・経理 26

190 2017/7/1 遠山　優里
株式会社虹のたまご事務所
代表取締役　税理士

「そうだったの!?」税金セミ
ナー：生活編

2回シリーズ後半の"生活編"では、平成29年度税制改正に伴う配偶者控除
の見直しの概要など、身近な税金のテーマを３つ取り上げて解説します。

税務・財
務・経理 31

191 2017/7/1 髙田　稔
一番化戦略研究所株式会社
代表取締役

事例で解明！ 中小企業のた
めの“一番化戦略”

～新たな市場を創り
出す「売上思考」の
磨き方～

中小企業は、変動の激しい顧客ニーズに対応できる機動性を持っています。
その強みをどう活かせば、売上を上げる仕組みがつくれるでしょうか？ 視点
を変えると一番が見えてくる。中小企業ならではのビジネス領域の広げ方に
ついて、２つの事例を紐解きながらお話します。

一般経営 32

192 2017/6/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　6月：「三脱」で人と向き合
う

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 4



193 2017/6/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「ワードが使えます！」と言え
るようになる講座(1)　文字入
力編

業務で必須のMicrosoft Wordについて、今更聞けない基礎から業務効率アッ
プにつながる応用テクニックまでしっかり学べます。初回は、文字入力につい
て解説します。

IT・パソコ
ン 17

194 2017/6/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第15回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～倹約と愛情…自分
のためより世界のた
め～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 4

195 2017/6/1
加藤　美香

保
弁護士

身近な法律トラブル：犯罪に
関するトラブル

～知って安心　暮ら
しに役立つ法律Q&A
～

離婚や相続、高齢者を狙った犯罪など、法律事務所に寄せられる様々な問
題を取り上げ、その予防方法や回避のポイントを分かりやすくお伝えします。
全７回シリーズの2回目は、高齢者を狙った複雑な手口の振込詐欺や催眠商
法等の犯罪行為の実態を知り、それらの対処法を学びます。

法律 10

196 2017/6/1 西脇　資哲
日本マイクロソフト株式会社
エバンジェリスト 業務執行役
員

ドローンを活用した新ビジネ
ス展開

～空の産業革命の
可能性を探る～

「空の産業革命」と言われるドローン（小型無人飛行機）は、社会を大きく変え
る可能性を秘めています。ITとの連携で飛躍的に伸びているドローンビジネス
の最新情報や今後活用が期待される産業分野、さらにドローンの使い方に関
する法令やマナーについてお伝えします。

IT・パソコ
ン 17

197 2017/6/1 越野　孝史
合同会社リアル・アイズ　代
表社員

課題の見つけ方が変わる
観察からの「気づき」

～ヒントは現場に埋
もれている～

価値観やニーズの多様化により、企業は常に変化を求められています。その
ためには、事実を「観察」して現場に埋もれた課題を解決することが重要で
す。固定観念に囚われない新たな気づきを得るための考え方をお話します。

一般経営 47



198 2017/6/1 遠山　優里
株式会社虹のたまご事務所
代表取締役　税理士

「そうだったの!?」税金セミ
ナー：ビジネス編

税務調査や配偶者控除等の見直しなど、税に関する様々な疑問に元国税局
調査官の女性税理士がお答えします。2回シリーズ前半の"ビジネス編"で
は、会社の業務に関わる３つのテーマを取り上げて解説します。経営者や経
理担当者必見の内容です。

税務・財
務・経理 30

199 2017/5/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　5月：「講」で学んだ商人
道

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 5

200 2017/5/1 平松　徹

株式会社ソフィア　代表取締
役　社会保険労務士　中小
企業診断士　環境・品質ISO
主任審査員

ISO9001:2015規格改訂のポ
イント

～ISO9001を経営に
活かす方法　教えま
す～

2018年9月新規格に移行する国際的品質管理基準、ISO9001の大幅な変更
点を確認。改正ISO9001を正しく使いこなし、業務やサービスで結果を出すた
めの過程を学びます。

一般経営 40

201 2017/5/1 川口　整
コンサルティング・シオン事務
所　代表

やりぬく社員の育て方
～組織力強化　３つ
の心得～

外部環境の変化に対応し、人間力を伸ばす企業とは？ 経営者が先導して社
員のモチベーションを上げ、強い会社にする方法を事例を交えてお伝えしま
す。

研修・人材
育成 34

202 2017/5/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第14回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～倹約と正直…生来
の人間の心に返れ
～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 4



203 2017/5/1
加藤　美香

保
弁護士

身近な法律トラブル：相続の
トラブル

～知って安心　暮ら
しに役立つ法律Q&A
～

離婚や相続、高齢者を狙った犯罪など、法律事務所に寄せられる様々な問
題を取り上げ、その予防方法や回避のポイントを分かりやすくお伝えします。
全７回シリーズの１回目は特に相談件数の多い「相続のトラブル」について
Q&A形式でお答えします。

法律 6

204 2017/5/1 高島　健一
新規事業コンサルタント　高
島健一事務所代表

これから注目すべき商品と
サービス

～人口減少とテクノ
ロジーの進歩がもた
らすもの～

少子高齢化と人口減少に直面する日本。進化したAI(人工知能)による労働環
境の変化や、モノが全てインターネットに繋がるIoT化の波が仕事や暮らしに
どのように影響するのか。既に実用化されている事例を紹介しながら、一歩
先の日本を見通す。

IT・パソコ
ン 90

205 2017/5/1 宮内　健次
中小企業診断士　社会保険
労務士

金融機関は企業のココを見る
～決算書だけじゃな
い！ 伸びる会社に
なる方法～

金融機関が積極的に支援する企業は何を評価されているのでしょうか？ 決
算書の数字だけではなく、経営者の人柄や統率力、社員が働く現場の実態な
ど、金融機関が注視するポイントを解説。業績が伸びている会社の施策事例
を紹介します。

税務・財
務・経理 51

206 2017/4/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　4月：「利得」より「得意」を
ふやす

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 4

207 2017/4/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第13回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～ボランティア精神
…他者への奉仕と生
きがい～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 4



208 2017/4/1 大井　澄子
有限会社オフィスオオイ代表
取締役

ワンランク上の電話応対マ
ナー

～苦手意識を克服す
る 6つのポイント～

ビジネスシーンで必要不可欠な電話応対。基本マナーを網羅した「電話応対
マナー」から、ステップアップするための方法を紹介。新人・若手社員の苦手
意識を克服します。

研修・人材
育成 51

209 2017/4/1 高塚　苑美
株式会社グローバルセール
スパートナーズ代表取締役

「一流営業マン」それで十分
ですか？　“人に依存しない”
営業体制づくりとは

部下に結果だけを求めていませんか？上司として必要なのは、部下の意見
を会社全体の業績アップに活かせる判断力です。個々の成績に頼らない、強
固な営業体制をつくる方法をお伝えします。

一般経営 82

210 2017/4/1
阿久津　さと

み
阿久津流 家事道 家元 掃除力は人財力

仕事環境が整理整頓されていると、業務効率が上がるだけでなく会社全体の
やる気も変わってきます。日常業務のなかで、効率良く掃除をする時間をつく
るヒントをお伝えします。

研修・人材
育成 52

211 2017/4/1 紫藤　寛 エスファクトリー　代表
チラシや名刺から動画が流
れる！新しい形の情報発信

～スマホをかざすと
写真が動く、写動シ
ステム(AR)を手軽に
活用しよう～

チラシやポスターにスマホをかざして動画を見る、AR(拡張現実)を使った新し
いプロモーションが注目されています。比較的安価で導入できる「写動システ
ム」の活用法を、商店や観光地での実例をもとに紹介します。

一般経営 26

212 2017/3/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　3月：「先義後利」は経営
の基本

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 3



213 2017/3/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第12回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～和と協力…暖簾の
尊重～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 4

214 2017/3/1 瀧津　孝 歴史エンターテイメント作家 若者を呼び込む町おこし
～若者文化に注目し
て「聖地巡礼」を仕掛
けろ！～

近年、アニメ舞台となった地域にファンが押し寄せる「聖地巡礼」が注目され
ています。圧倒的な集客数と経済効果を生む「聖地巡礼」を地域活性化に繋
げるには？最新の事例を紹介します。

一般経営 27

215 2017/3/1 小林　未千
株式会社和未コンサルティン
グ 代表取締役

カウンセリング営業講座
～売り込まなくても売
れる！4つのプロセ
ス～

モノや情報があふれている昨今、顧客の購買心理にそった売り方が求められ
ています。アンケート用紙を使って相手の悩みや要望を見える化するカウン
セリング営業の方法を、事例をまじえながら解説します。

一般経営 43

216 2017/3/1 目黒　潤 カラーコミュニケーター
13文字で中身がわかる　伝
わる企画書作成講座

～言葉と色を工夫し
て　説得力のある企
画書をつくろう～

パソコンやスマホで見るニュースのヘッドラインは、13文字で概要がわかるよ
うに書かれています。企画書も、忙しい担当者が短時間で理解できるようにし
ましょう。言葉や色、レイアウトを工夫して決裁されやすい企画書のつくり方を
学びます。

一般経営 31

217 2017/3/1 岩下　宏一 ビーユアセルフ　代表
元劇団四季俳優のビジネスコ
ミュニケーション

ビジネスシーンも演劇も、相手に話が伝わらなければ成立しません。聴き手
の記憶に残る話の組み立て方と伝え方のポイントを解説します。

研修・人材
育成 60



218 2017/2/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　2月：江戸っ子の条件

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 4

219 2017/2/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第11回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～人間はお互いに助
け合うもの～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 3

220 2017/2/1 前田　京子
前田京子事務所代表　人材
育成コンサルタント　産業カ
ウンセラー

生活習慣からつくれるベスト
コンディション

～ストレスをためな
い身体と心にするた
めに～

仕事の疲れやストレスを溜めていませんか？ 身体も心も毎日ケアすること
で、翌日リフレッシュして仕事が出来ます。ベストな状態で仕事を続けるため
のセルフケアについて解説します。

健康・ライ
フスタイル 34

221 2017/2/1 的場　つよし
株式会社エナジーソース　研
修顧問　情熱コミュニケー
ション コンサルタント

ゆとり世代が1年目から即戦
力に変わる指導法

～4つの極意～
ゆとり世代とのコミュニケーションロスを、ジェネレーション・ギャップと諦めて
いませんか？ 彼らの特性を理解して向き合えば、有能な人材として活躍して
くれます。ゆとり世代の社員を上手に育てるコツを話します。

研修・人材
育成 10

222 2017/2/1
曽根原　容

子
有限会社エス.代表取締役

私にも出来た！ 創業へのス
テップ

創業したい方や創業後間もない経営者必見！ 大手エステ会社から独立しエ
ステサロン4店舗を経営。現在も事業を拡大中の女性経営者が、成功と失敗
を繰り返した経験を元に創業の意義や経営上の壁の乗り越え方をお話しま
す。

一般経営 30



223 2017/2/1 目黒　潤 カラーコミュニケーター
売上直結！　スーツスタイル
戦略

仕事で毎日着用するスーツの種類や形、色を正しく選んでいますか？ 場に
適したスーツは、相手に好印象を与え営業力アップに繋がります。ファッション
ではない、TPOに応じたスーツやネクタイを使い分けてビジネス力を高める方
法をお伝えします。

研修・人材
育成 24

224 2017/1/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ中小企業経
営　1月：繁栄をもたらした江
戸しぐさ

江戸の暮らしと商売繁盛を支えた実践哲学の「江戸しぐさ」は、今日の経営に
役立てることができます。長年老舗企業を取材してきた講師が、日本的経営
の原点と言われる「江戸しぐさ」を毎月ひとつずつ紹介します。

一般経営 3

225 2017/1/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

新「エクセルができます！」と
言えるようになる講座(4)
データベース編

パソコン講座の名シリーズが、Windows 10とExcel 2013に対応！ 全4回の最
終回は、作成したデータベースをもとにデータの並べ替えや集計機能のほ
か、ピボットデーブルを使ったデータ分析やグラフ作成など、業務に役立つエ
クセルの機能などについて解説します。

IT・パソコ
ン 25

226 2017/1/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第10回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～正直こそが富をも
たらす～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 4

227 2017/1/1 川上　徹也
湘南ストーリーブランディング
研究所　代表　コピーライ
ター

ストーリーが会社を救う! 売れ
ない時代の新しい売り方

～物を売るな、物語
を売れ!～

どんな商品やサービスにも、売上アップに繋がる物語(ストーリー）がありま
す。では、そうした売れる物語をどう引き出せば良いのでしょうか？コピーライ
ターである講師が、わかりやすく解説します。

一般経営 34



228 2017/1/1 原　巨樹
京ごふく　二十八(ふたや）
代表取締役

衰退産業に光をあてる、着物
業界の最新トレンド

～大人のためのちゃ
んとした着物入門講
座～

元自衛官という異色の経歴を持つ若手呉服商が、衰退が著しい呉服産業を
盛り返すため新しいビジネスモデルを提言。敷居の高い呉服店のイメージを
払拭する販売形態や、国際社会だからこそ活かせる着物文化の魅力につい
て話します。

一般経営 34

229 2016/12/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第12回＞

～謀攻篇～彼を知り
て己を知れば、百戦
して殆うからず

世界的兵法書『孫子』より、経営に活かせる名言を毎月ひとつずつ紹介しま
す。今月の言葉は、「彼を知りて己を知れば、百戦して殆うからず」です。

一般経営 2

230 2016/12/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第9回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～諸経は心の磨種
(とぎぐさ)～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 3

231 2016/12/1
眞喜屋　実

行
株式会社はぴっく　代表取締
役

「クチコミ」を仕掛けて集客す
る２つの方程式

クチコミは「運」ではありません。お客様が人に話したくなる状況は、お店が仕
掛けることで生まれます。販売企画屋として新しいアイデアを生み出している
講師が、クチコミが起こるプロセスと即効性のある仕掛け方を伝授します。

一般経営 35

232 2016/12/1 櫃間　霞
合同会社PDCAデザイン 代
表社員　中小企業診断士

補助金活用の基礎知識
～採択される申請書
審査のポイント～

中小企業の事業を後押しする補助金制度は、実際に補助金が交付されるま
でに相応の準備が必要です。申請書の審査や監査の仕事に携わる中小企業
診断士が、補助金の全体の流れを把握し見落としがちな点や重要なポイント
を解説します。

一般経営 36



233 2016/12/1 高村　幸治

株式会社エナジーソース　代
表取締役　人材育成トレー
ナー　モチベーションコンサ
ルタント

落ち込み3秒で復活！驚異の
ストレスマネジメント術

やる気溢れる職場づくりのヒントが満載の人材育成セミナー。5回シリーズの
最終回は、仕事のストレスが溜まった部下のメンタルケアについて学びます。

研修・人材
育成 9

234 2016/12/1 川上　徹也
湘南ストーリーブランディング
研究所　代表　コピーライ
ター

1行バカ売れ! 会社も変わる!
効果が出る言葉のつくり方

～「もったいない会
社」から脱出できる
5W10H～

キャッチコピーの基本は受け手にとって自分に関係があると思ってもらうこと。
言葉ひとつで商品や会社の価値観は変わります。現役コピーライターの講師
がお客様にささる「強いことば」の作り方を教えます。

一般経営 33

235 2016/11/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第11回＞

～謀攻篇～少なけ
れば則ち能く之を逃
れ、若かざれば則ち
能く之を避く

世界的兵法書『孫子』より、経営に活かせる名言を毎月ひとつずつ紹介しま
す。今月の言葉は、「少なければ則ち能く之を逃れ、若かざれば則ち能く之を
避く」です。

一般経営 2

236 2016/11/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第8回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～心をつくして性を
知る～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 3

237 2016/11/1
能重　知加

士
中小企業支援グループ「常
奉髪心」　代表

従業員に末永く働いてもらえ
る　誰も知らない3つの裏ワザ

社員や従業員が簡単に辞めない職場づくりは、求人の時点から始まります。
小規模事業者の経営をサポートする現役美容室経営者が、スタッフの一斉退
社という自身の苦い経験から学んだノウハウをお伝えします。

一般経営 28



238 2016/11/1 高村　幸治

株式会社エナジーソース　代
表取締役　人材育成トレー
ナー　モチベーションコンサ
ルタント

人の心を鷲づかみにする絶
妙な聴き方・伝え方

やる気溢れる職場づくりのヒントが満載の人材育成セミナー。5回シリーズの4
回目は、部下が本音で話せるように、上司が心がけておく環境づくりについて
お伝えします。

研修・人材
育成 7

239 2016/11/1 中井　淳夫 株式会社創英　代表取締役
9割の企業が陥る　誤努力か
らの脱出

～なぜ努力は報わ
れないのか～

売上目標に向けて奮闘努力しても、方向を間違えると誤作動が生じて業績は
上がりません。多くの企業が陥る努力の誤作動（誤努力）はなぜ起こるのか。
BtoBマーケティング専門の講師が誤努力してしまう原因と誤努力しないため
の経営戦略の立て方を解説します。

一般経営 34

240 2016/11/1 原　正彦
株式会社プラスドライブ　代
表取締役

お客様が集まる! 商品が売れ
る! インスタグラム超入門

～話題の「インスタグ
ラム」をビジネス活用
しよう～

写真を通じて他のユーザーと繋がるSNSのインスタグラムは、次世代の集客
ツールとして、多くの企業や地方自治体が注目しています。では、どんな写真
を撮って掲載すれば集客できるのでしょうか?  Webマーケティングの専門家で
ある講師が、インスタグラムのビジネスでの活用法を初歩から教えます。

IT・パソコ
ン 44

241 2016/10/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

日本企業の事業承継と人づく
り

～長寿企業に学ぶ
安定成長と後継者育
成～

創業100年を超える老舗企業が守り続けている経営の真髄とは。さらに、創業
時の理念がどのように次世代に受け継がれていくのか。老舗企業を長年取
材している講師が、経営者の声を織り交ぜながら日本企業ならではの経営メ
カニズムを紐解きます。

一般経営 59

242 2016/10/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第10回＞

～計篇～算多きは
勝ち、算少なきは勝
たず

世界的兵法書『孫子』より、経営に活かせる名言を毎月ひとつずつ紹介しま
す。今月の言葉は、「算多きは勝ち、算少なきは勝たず」です。

一般経営 2



243 2016/10/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

新「エクセルができます！」と
言えるようになる講座(3)　グ
ラフ作成編

パソコン講座の名シリーズが、Windows 10とExcel 2013に対応！ 全4回の3
回目は、作成した表のデータをもとにグラフを作成する方法、書式やレイアウ
ト変更、グラフの印刷設定などについて解説します。

IT・パソコ
ン 24

244 2016/10/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第7回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～御法を守り、我が
身を敬(つつし)むべ
し～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 2

245 2016/10/1 高村　幸治

株式会社エナジーソース　代
表取締役　人材育成トレー
ナー　モチベーションコンサ
ルタント

人が自発的に動き出す5原則
やる気溢れる職場づくりのヒントが満載の人材育成セミナー。5回シリーズの3
回目は、部下の目標達成を上手に促すコツを紹介します。部下を成長させた
い上司必見です。

研修・人材
育成 8

246 2016/10/1 藤堂　武久 弁護士　中小企業診断士
リスクを減らしてピンチをチャ
ンスに変える会社のつくり方
(後編)

～実例から紐解く：
付加価値を高める会
社制度作り～

人事リスクを低減させた後は、優秀な人材が集まる職場環境の整備が必要
です。社員のやる気が上がり会社の付加価値を高める会社制度のつくり方
を、弁護士と中小企業診断士の２つの顔を持つ講師が解説します。

労務 35

247 2016/9/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第9回＞

～計篇～将とは、
智、信、仁、勇、厳な
り

世界的兵法書『孫子』より、経営に活かせる名言を毎月ひとつずつ紹介しま
す。今月の言葉は、「将とは、智、信、仁、勇、厳なり(しょうとは、ち、しん、じ
ん、ゆう、げん)です。

一般経営 2



248 2016/9/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第6回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～共生の思想　先も
立ち、我も立つ～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 3

249 2016/9/1 進藤　勇治

進藤技術事務所所長　産業
評論家　工学博士　元通産
省企画官　元東京大学特任
教授

小さい会社の防災対策
～会社を守る事業継
続計画・BCP～

予期せぬ自然災害により、多くの企業が事業活動停止を余儀なくされます。
万が一のときに事業を継続できるよう、事前にやっておくべきことは何でしょう
か。このセミナーでは地震や水害について正しい知識をもち、事業を早期復
旧させるための適切な災害対策について学びます。

一般経営 33

250 2016/9/1 高村　幸治

株式会社エナジーソース　代
表取締役　人材育成トレー
ナー　モチベーションコンサ
ルタント

顧客から「YES」を引き出す営
業交渉術

～「あなたから買い
たい」と言わせる営
業マンの秘訣～

やる気溢れる職場づくりのヒントが満載の人材育成セミナー。シリーズ2回目
は、顧客の購買意欲を上手に促す営業トークの心得を学びます。小手先の技
術に頼らない、相手の心に響く話し方とは。営業マン必見の内容です。

研修・人材
育成 7

251 2016/9/1 藤堂　武久 弁護士　中小企業診断士
リスクを減らしてピンチをチャ
ンスに変える会社のつくり方
(前編)

～実例から紐解く：
労働トラブル対策～

パワハラ問題や不当解雇、未払残業代問題など会社と従業員のトラブルは、
正しい法律知識で対処すれば軽減できます。労働問題を専門とする弁護士
が、判例を紹介しながら人事リスクの対策法を解説します。

労務 25

252 2016/8/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第8回＞

～謀攻篇～将の能
にして君の御せざる
者は勝つ

世界的兵法書『孫子』より、経営に活かせる名言を毎月ひとつずつ紹介しま
す。今月の言葉は、「将の能にして君の御せざる者は勝つ(しょうののうにして
きみのぎょせざるものはかつ)です。

一般経営 2



253 2016/8/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

新「エクセルができます！」と
言えるようになる講座(2)　表
計算編

パソコン講座の名シリーズが、Windows 10とExcel 2013に対応！ 全4回の2
回目は、「演算子」や「関数」などの数式を活用して、複雑な計算や手間のか
かる集計結果を素早く求められる「表計算機能」について解説します。

IT・パソコ
ン 35

254 2016/8/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第5回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～利益の正当性　何
のためのお金儲けか
～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 4

255 2016/8/1 神田　知宜
株式会社神田どんぶり勘定
事務所 代表取締役

決算書が得意になる！会社
数字の読み方講座 (後編)

～理屈ではなく感覚
でイメージできる～

数字に惑わされて決算書が読めない…とお悩みの経営者必見！ 難しい用語
や数式を使わずにイメージで捉えることで、決算書がみるみる読めるようにな
ります。大人気「お金の流れを先読みできる会社のやりくり術」の講師による、
シンプルでわかりやすい「決算書の読み方セミナー」です。

税務・財
務・経理 29

256 2016/8/1
能重　知加

士
中小企業支援グループ「常
奉髪心」　代表

お客様は見ている！ お店の
売上が上がらない５つの理由

売上を伸ばすためには、新しいセオリーを実践する前に、「なぜ売上が伸びな
いのか」と現状を見つめ直すことが大切です。美容師として若く独立開業した
講師が、自らの失敗経験にもとづいた売上アップを妨げる要因とその打開策
について語ります。

一般経営 29

257 2016/7/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第7回＞

～行軍篇～卒、已に
親附せるに而も罰行
なわれざれば、則ち
用うべからざるなり

世界的兵法書『孫子』より、経営に活かせる名言を毎月ひとつずつ紹介しま
す。今月の言葉は、「卒、已に親附せるに而も罰行なわれざれば、則ち用うべ
からざるなり(そつ、すでにしんぷせるにしかもばつおこなわざれば、すなわち
もちうべからざるなり)です。

一般経営 2



258 2016/7/1 橋本　泉 中小企業診断士
わかりやすい　はじめての事
業計画書

事業計画書は、経営者がビジネスを俯瞰するときに必要なもの。経営理念や
ビジョンを具体的な言葉と数字で見える化させることで心強い支援者・協力者
を得やすく、事業を継続させる力になります。難しいと思われがちな事業計画
書を、どう書き進めていけばよいのか。はじめて挑戦する方にもわかりやすく
お伝えします。

一般経営 33

259 2016/7/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

新「エクセルができます！」と
言えるようになる講座(1)
知って得する便利な機能編

パソコン講座の名シリーズが、Windows 10とExcel 2013に対応！ 全4回の1
回目は、Excel 2013の新機能をはじめ、知っているようで意外と知らないエク
セルの便利な使い方、業務効率がアップするデータの入力方法を解説しま
す。

IT・パソコ
ン 22

260 2016/7/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第4回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～天命に適う生き方
とは～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 3

261 2016/7/1
山本　衣奈

子

E-ComWorks株式会社代表
取締役　プレゼンテーション･
プランナー

これだけは知っておきたいビ
ジネスマナー(4)

新社会人としての心構えから、話し方、立ち方、名刺交換、来客対応など、覚
えておきたいビジネスマナーを、徹底的に網羅。本を読んだだけでは頭に入り
にく いポイントを、わかりやすく解説します。新入社員、若手社員必見です。
全4回シリーズで公開します。4回目は、席次と会社訪問時のマナーについて
学びます。

研修・人材
育成 29

262 2016/7/1 神田　知宜
株式会社神田どんぶり勘定
事務所 代表取締役

決算書が得意になる！会社
数字の読み方講座 (前編)

～理屈ではなく感覚
でイメージできる～

数字に惑わされて決算書が読めない…とお悩みの経営者必見！ 難しい用語
や数式を使わずにイメージで捉えることで、決算書がみるみる読めるようにな
ります。大人気「お金の流れを先読みできる会社のやりくり術」の講師による、
シンプルでわかりやすい「決算書の読み方セミナー」です。

税務・財
務・経理 36



263 2016/6/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第6回＞

～地形篇～卒を視る
こと愛子の如し、故
にこれと倶に死すべ
し

世界的兵法書『孫子』より、経営に活かせる名言を毎月ひとつずつ紹介しま
す。今月の言葉は、「卒を視ること愛子の如し、故にこれと倶に死すべし(そつ
をみることあいしのごとし、ゆえにこれとともにしすべし)です。

一般経営 2

264 2016/6/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第3回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～お客様満足度…
富の主は天下の
人々なり～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 3

265 2016/6/1
山本　衣奈

子

E-ComWorks株式会社代表
取締役　プレゼンテーション･
プランナー

これだけは知っておきたいビ
ジネスマナー(3)

新社会人としての心構えから、話し方、立ち方、名刺交換、来客対応など、覚
えておきたいビジネスマナーを、徹底的に網羅。本を読んだだけでは頭に入り
にくいポイントを、わかりやすく解説します。新入社員、若手社員必見です。全
4回シリーズで公開します。3回目は、敬語と電話応対マナーを学びます。

研修・人材
育成 59

266 2016/6/1
斎藤　元有

輝
マーケティングプロデュー
サー

LINEを活用した売上アップの
方程式

～今 圧倒的に売れ
るLINE活用法～

ビジネス向けのコミュニケーションツール「LINE@（ライン・アット）」は、LINEで
繋がった顧客にピンポイントで情報発信したりクーポンを発行できる無料アプ
リです。このセミナーでは、「LINE@」を使って売上をアップさせるコツを、様々
な業種の成功事例を交えて紹介します。

IT・パソコ
ン 53

267 2016/6/1 西村　重夢
合同会社オフィス エムズプロ
ジェクト　代表

成功事例に学ぶ　地域活性
化プロジェクトの進め方

～次世代に勝ち残る
ための７つのポイント
～

全国各地で行われている地域活性化の取組みには、一過性の賑わいだけで
終わるケースが多々あります。プロジェクトを長期的に推進させるコツは？ 情
報番組の制作などに携わってきた講師が、自ら手掛けたイベント企画の事例
と共に、地域活性化を成功させるためのノウハウを紹介します。

一般経営 48



268 2016/5/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第5回＞

～九変篇～智者の
慮は必ず利害に雑う

世界的兵法書『孫子』より、経営に活かせる名言を毎月ひとつずつ紹介しま
す。今月の言葉は、「智者の慮は 必ず利害に雑う(ちしゃのりょは かならずり
がいにまじう)です。

一般経営 2

269 2016/5/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第2回＞　石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～勤勉こそ心の安ら
ぎ～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 3

270 2016/5/1
山本　衣奈

子

E-ComWorks株式会社代表
取締役　プレゼンテーション･
プランナー

これだけは知っておきたいビ
ジネスマナー(1)

新社会人としての心構えから、話し方、立ち方、名刺交換、来客対応など、覚
えておきたいビジネスマナーを、徹底的に網羅。本を読んだだけでは頭に入り
にくいポイントを、わかりやすく解説します。新入社員、若手社員必見です。全
4回シリーズで公開します。

研修・人材
育成 34

271 2016/5/1
山本　衣奈

子

E-ComWorks株式会社代表
取締役　プレゼンテーション･
プランナー

これだけは知っておきたいビ
ジネスマナー(2)

新社会人としての心構えから、話し方、立ち方、名刺交換、来客対応など、覚
えておきたいビジネスマナーを、徹底的に網羅。本を読んだだけでは頭に入り
にくいポイントを、わかりやすく解説します。新入社員、若手社員必見です。全
4回シリーズで公開します。

研修・人材
育成 50

272 2016/5/1 川口　宏之
ジャパン・ビジネス・アシュア
ランス株式会社　公認会計
士

誰でもわかる 決算書の読み
方セミナー(後編)

会社の経営状態を表す決算書は、分析することで自社や取引先の強み弱み
が見えてきます。このセミナーでは、決算書を構成する貸借対照表、損益計
算書、キャッシュフロー計算書を図に置き換えて、直感的に読みこなすコツを
学びます。

税務・財
務・経理 59



273 2016/5/1
砂山靴下株

式会社
砂山靴下株式会社　代表取
締役　砂山直樹

ファブレスの強みを活かせ！
「売れますよ」を創る経営

～脱価格競争！砂
山靴下、付加価値創
造の秘訣～

「生活を心地よく楽しめる雑貨」としての靴下を、製造・販売する創業50年の
靴下メーカー。売れるとは「何か」にこだわる、経営者の思いとは？

一般経営 58

274 2016/4/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第4回＞

～軍争篇～金鼓・旌
旗なる者は人の耳目
を一にする所以なり

世界的兵法書『孫子』より、経営に活かせる名言を毎月ひとつずつ紹介しま
す。今月の言葉は、「金鼓・旌旗なる者は人の耳目を一にする所以なり(きん
こ・せいきなるものはひとのじもくをいちにするゆえんなり)です。

一般経営 2

275 2016/4/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜序章＞石田
梅岩が語った「道と心の経
営」

～石田梅岩の生きた
時代～

ドラッガーよりも250年早く経営の本質を説いた日本的経営の祖・石田梅岩の
思想は、今でも日本の100年企業の経営理念に深く根付いています。石田梅
岩を長年研究してきた講師が、現代の会社経営に繋がる梅岩の言葉を、毎
月ひとつずつ紹介します。

一般経営 6

276 2016/4/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

江戸時代より語り継がれた
「経営の王道」＜第1回＞石
田梅岩が語った「道と心の経
営」

～まことの商人道と
は～

江戸時代に生きた日本的経営の祖、石田梅岩の言葉を毎月ひとつずつ紹介
します。

一般経営 3

277 2016/4/1 神田　知宜
株式会社神田どんぶり勘定
事務所 代表取締役

お金の流れを先読みできる
会社のやりくり術！（後編）

これを知れば、資金ショートに困らない!　難しい計算式や専門用語を使わず
に、イメージで会社のお金の流れを先読みできればお金はしっかり残ります。
「資金繰りの考え方が変わった!」と評判のセミナー後編は、生きた事業計画
書の作り方と実際にお金を増やす術を学びます。

税務・財
務・経理 40



278 2016/4/1
株式会社ダ
イワハイテッ

クス

株式会社ダイワハイテックス
代表取締役　大石孝一

市場シェア90％！今こそニッ
チ商品の強みを活かせ

～コミック本シュリン
カー・書店特化型経
営～

出版不況と言われるなか、書店支援サービスで確実に業績を伸ばしている株
式会社ダイワハイテックス。コミックスをきれいなままお客様に届けたいをモッ
トーに、市場シェア90%を獲得しています。経営戦略と今後の展開についてお
話を聞きます。

一般経営 51

279 2016/4/1 川口　宏之
ジャパン・ビジネス・アシュア
ランス株式会社　公認会計
士

誰でもわかる 決算書の読み
方セミナー(前編)

会社の実態を表す羅針盤と言われる決算書は、分析することにより自社や取
引先の強み弱みを知り、経営改善に結びつけることができます。このセミナー
では、有名企業の決算書を図に置き換え、直感的に読みこなす技術を学びま
す。

税務・財
務・経理 30

280 2016/3/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第3回＞

～計篇～一に曰く
道、二に曰く天、三に
曰く地、四に曰く将、
五に曰く法なり

数々のビジネス書を手掛ける経済作家が、世界的兵法書『孫子』より、経営に
活かせる名言を毎月ひとつずつご紹介します。今月の言葉は、「一に曰く道、
二に曰く天、三に曰く地、四に曰く将、五に曰く法なり」です。

一般経営 2

281 2016/3/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ここが変わった！Windows10
新機能講座

2015年7月、Windowsは3年ぶりにOSがリニューアルしWindows10になりまし
た。Windows8で無くなったスタートメニューが復活、さらにパソコンを使いやす
くする新機能が搭載されました。本講座では、便利なWindows10の新機能を
ご紹介します。

IT・パソコ
ン 17

282 2016/3/1 神田　知宜
株式会社神田どんぶり勘定
事務所 代表取締役

お金の流れを先読みできる
会社のやりくり術！（前編）

利益が出ているハズなのに、お金が残らない。そんな経営者のお悩みを解決
します。計算式や専門用語を使わずに、図解で解説する資金繰りセミナーの
決定版。イメージでお金の流れを先読みする"正しい"「どんぶり勘定」を身に
つければ、お金を増やして会社を元気にさせることができます。

税務・財
務・経理 59



283 2016/3/1 高嶋　幸太
日本語教師　立教大学兼任
講師

外国人観光客に伝わる！「や
さしい日本語接客」実践講座

～今日から使える外
国人観光客対策マ
ニュアル～

急増する訪日観光客! いま商機を逃さないための接客対応が求められていま
す。しかし中国、韓国、台湾やその他のアジア圏からやってくる外国人すべて
の言葉に対応するのは難しい問題です。そこで外国人が知っているカンタン
な日本語を使ってみませんか? 留学生や外国人ビジネスパーソンに日本語を
教えている講師が、外国人に伝わるやさしい日本語の接客ポイントをお伝え
します。

研修・人材
育成 42

284 2016/3/1 加藤　敦史 労働安全コンサルタント
経営者必見！事故やリスク
から職場を守る　安全管理の
基礎知識

会社の業績や信用を脅かす「労働災害」を未然に防ぐ対策は万全ですか? 全
ての事業者には労働者のへの安全配慮が義務付けられています。様々な業
種で労働安全の指導をしている講師が、会社が知っておくべき安全管理につ
いて解説します。

一般経営 54

285 2016/2/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第2回＞

～勢篇～善く戦う者
は、之を勢に求め
て、人に責めず

数々のビジネス書を手掛ける経済作家が、世界的兵法書 『孫子』より、経営
に活かせる名言を毎月ひとつずつご紹介します。今回の言葉は、「善く戦う者
は、之を勢に求めて、人に責めず（よくたたかうものは、これをせいにもとめ
て、ひとにもとめず）」です。

一般経営 2

286 2016/2/1
茂木　久美

子
伝説のカリスマ販売員 雑談接客で売上5倍！

～販売員さんの新し
い味方「雑談接客」を
使わないのはもった
いない！～

数字を意識しすぎて、ストレスがたまるばかり。そんな販売員の悩みを解決し
ます。山形新幹線で人の5倍の売上実績を持つ元カリスマ車内販売員の講師
が、お客様との心の距離を縮められる「雑談接客」を通して、マニュアルの枠
を超えた接客販売のコツをお話します。

研修・人材
育成 35

287 2016/2/1
山本　衣奈

子

E-ComWorks株式会社代表
取締役　プレゼンテーション･
プランナー

「伝える」から「伝わる」へ
～「当たり前」を見直
すだけで、人間関係
は劇的に変わる！～

コミュニケーション力を上げるために、今すぐできることは何でしょうか？　大
学時代に学んだ演劇から、「演じる」ことと「伝わる」ことの関係性に着目し、コ
ミュニケーションやリーダーシップの研修指導をする講師が、より良い人間関
係を築きながら、前向きに仕事に向かうためのヒントをお話します。

研修・人材
育成 41



288 2016/2/1
たかみず

保江

ブライトスターUniversity株式
会社代表　ミラクル接客塾塾
長

中国語が話せなくても「中国
人観光客」をスムーズに接客
販売できるポイント

接客販売に、国境はありません。言葉を話せなくても、より良い接客販売は可
能です。大手百貨店にて年間一億円を売り上げた経歴を持つ講師が、急増
する中国人観光客の国民性に合わせた、効果的な接客販売の極意をお伝え
します。

研修・人材
育成 47

289 2016/2/1 菅谷　信一
株式会社アームズ・エディ
ション　代表取締役
YouTube戦略コンサルタント

スマートフォン1台で効果が出
る！　YouTube動画で売上を
10倍に伸ばす方法

～成功事例から学ぶ
YouTube戦略術～

ネット社会において、自社製品やサービスをより効果的にアピールする方法と
は？　ネット業界に長く携わる講師が、スマートフォンでYouTubeに動画を投
稿し、売上を何倍にも伸ばした事例から、中小企業ならではのYouTube動画
の活かし方を導きます。

IT・パソコ
ン 47

290 2016/1/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜序章＞

～孫子とは～

約2600年前に孫武という兵法家が著したとされる『孫子』は、数ある兵法書の
中で最も有名な本の一冊です。現代ではビジネスを「武器を持たない戦争」と
仮定して、様々なシーンで役立てられています。数々のビジネス書を手掛け、
作家としても活躍する講師が、『孫子』の名言を経営に活かす方法について
解説します。

一般経営 4

291 2016/1/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
孫子の兵法で読み解く「経営
の要諦」＜第1回＞

～謀攻篇～百戦百
勝は善の善なる者に
非ざるなり

数々のビジネス書を手掛ける経済作家が、世界的兵法書『孫子』より、経営に
活かせる名言を毎月ひとつずつご紹介します。今月の言葉は、「百戦百勝は
善の善なる者に非ざるなり」です。

一般経営 2

292 2016/1/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

ランチェスターの法則で読み
解く　真田三代　弱者の戦略

「大」が「小」に勝つのは当たり前。しかし、やり方次第で小が大に勝つことは
可能です。では、どうすれば良いのか？気鋭の経営コンサルタントが、戦国時
代に活躍した真田家の兵法を読み解きながら、中小企業がビジネス戦線で
勝ち残るための戦略を伝えます。

一般経営 104



293 2016/1/1
河辺　よしろ

う

ランチェスターマネジメント株
式会社 代表取締役　ビジネ
スモデルプロデューサー

海外販路拡大　アウトバウン
ドビジネス

～中小企業が海外
市場で販路拡大でき
る秘訣とは～

少子高齢化時代に突入し、国内市場が縮小する一方で、アジア新興国など
の海外市場では、大きな成長が見込まれています。中小企業こそ、そうした
海外市場に目を向けるべきと訴える講師が、海外進出のポイントを分かりや
すく解説します。

一般経営 56

294 2016/1/1 大槻　純一 CMOパートナーズ代表
中小企業だからできる「ストー
リー戦略」の勝ちパターン

～今日から使える
消耗戦を抜け出す3
ステップ～

激しい価格競争やニーズの減少で業績不振に悩む中小企業が多い中、弱者
ならではの勝ちパターンを実践して業績を伸ばしている会社があります。流通
小売業界のマーケティングに詳しい講師が、自社の強みを活かして売上アッ
プに繋げる経営戦略を、様々な業界の事例を紹介しながら伝えます。

一般経営 42

295 2016/1/1
佐藤　みの

り
弁護士

明るい職場をつくる　ハラスメ
ントの対処法

仕事上のハラスメントは、どこの職場でも起こりうる問題です。放置しておく
と、思いもよらないトラブルに繋がりかねません。訴訟問題にならないため
に、会社ができる防止策とは何でしょうか？ハラスメントが起こらない職場づく
りの方法を、弁護士がお伝えします。

法律 39

296 2015/12/1
河辺　よしろ

う

ランチェスターマネジメント株
式会社 代表取締役　ビジネ
スモデルプロデューサー

訪日外国人ビジネス（インバ
ウンドビジネス入門講座）

～外国人観光客が
地域経済を活性化さ
せる～

訪日外国人観光客が急増している現状を踏まえて、それをどのようにビジネ
スに結びつけられるか。さらに、注目すべき点はどこか。外国人観光客向け
の情報発信で成功した事例をはじめ、インバウンドビジネスをめぐる様々なア
プローチをわかりやすく解説します。

一般経営 50

297 2015/12/1 工藤　崇 IT武装戦略コンサルタント
小さな会社でも実践できる　1
人で100人分の成果が出るIT
活用戦略

～業績を上げた実践
企業の具体実務を
公開！～

IT活用戦略が今後の経営に必要だとわかっていても小さな会社ではなかな
か活用できていないのが現状です。IT武装戦略コンサルタントである講師が、
すぐに使えるITツールやクラウドの活用事例、自社でIT活用を進めるための
問題点をクリアする方法などをお伝えします。

一般経営 40



298 2015/12/1 坂本　剛 税理士
小さなお店でも始められる
インバウンドビジネス攻略法

～免税店になって売
上アップを目指そ
う！～

今やトレンドと化した「インバウンド(訪日外国人)市場」の波は、日本全国に広
がっています。免税店の権利を取得すれば、急増する外国人観光客を呼び
込むことが可能です。そのために必要な知識や手続きとは？インバウンドに
精通した税理士が、誰でも始められるインバウンド・ビジネスの方法を解説し
ます。

一般経営 62

299 2015/12/1 本多　夏帆
Office Breath　代表　Breath
行政書士事務所　所長／行
政書士

「人のちから」を最大限に引き
出す　中小企業のための新
卒採用セミナー

～強力な若い人材に
働きたい！と思わせ
るために～

大手志向の強い新卒生を、中小企業に向けさせるにはどうすれば良いでしょ
うか？就活生を積極的に指導・サポートしている講師が、就職活動のトレンド
と学生の生の声を紹介しながら、中小企業の強みを活かした新卒採用のポイ
ントを解説します。

一般経営 53

300 2015/11/1 上妻　英夫 経済ジャーナリスト
挑め！一点突破の発想と戦
略で切り開け

～激動の中「どう変
わる」「元気を創る」
経営～

絞り込みによって、エネルギーを集中させて活路を切り開く「一点突破」の発
想。自社の強みを一点に絞り、経営の行き詰まりを打破する方策とは？
日々、全国の企業を取材する経済ジャーナリストが、最新事例をもとに、一点
突破の発想を実現させるためのポイントを導きます。

一般経営 42

301 2015/11/1
株式会社

ブックマーク
ス

株式会社ブックマークス　代
表取締役　山村　宙史

ニュービジネスモデル　勉強
カフェ誕生までの道のり

～情熱若手経営者
新事業への挑戦～

「学びを通じて幸せになるオトナを増やす」をコンセプトに、「勉強カフェ」という
新事業で業績を伸ばしている株式会社ブックマークス。前例の無い新業態を
どのようにアピールし、新店舗を全国展開できるまでに至ったのか。事業を軌
道に乗せた舞台裏を、創業者である代表取締役、山村 宙史氏に話を聞い
た。

一般経営 90

302 2015/11/1 高田　晃

株式会社ラグランジュポイン
ト 代表取締役社長　中小・零
細企業専門のマーケティング
コンサルタント

小さな会社だから出来る！
ネットを活用した顧客獲得法

ネットを使った集客は、コストゼロでも見込み客を増やす仕組みが作れます。
ただし、小さな会社には小さな会社なりのやり方があります。本気でネット活
用を考える小規模事業者向けに、大手ネット広告代理店出身の講師が、ネッ
ト集客のいろはを教えます。

IT・パソコ
ン 52



303 2015/10/1
たかみず

保江

ブライトスターUniversity株式
会社代表　ミラクル接客塾塾
長

「お客様の反応がみるみる変
わる！」最初のアプローチ

接客販売で最重要とされる最初のアプローチ。お客様が商品を買うか買わな
いかは、販売員の第一印象で決まってしまいます。お客様に好印象を与える
アプローチとは？大手アパレルで年間1億を売り上げた講師が、その極意を
教えます。

研修・人材
育成 65

304 2015/10/1 中村　悦子
株式会社ROSES 代表取締
役社長／ファンクラブコンサ
ルタント

売上が劇的にアップ！お客様
を虜にして離さない「ファンづ
くり」の法則

～B to B、B to Cか
ら B to F（ファン）の
時代へ～

激化する販売競争に勝つためには、奇をてらったサービスや割引特典といっ
た一回きりの集客ではなく、既存の顧客に皆様の事業を応援し続けてもらう
ための工夫が大切です。ファンとはどういう存在か、どうすれば人はファンに
なるかなど、ファン心理を熟知した講師がリピーターの作り方をお伝えしま
す。

一般経営 48

305 2015/10/1 瀬戸山　匠
有限会社人事・労務　農業担
当

若者に魅力ある農業を！地
域を代表する農園のマーケ
ティング (2)

～「売りたい！」と言
われる農家：付加価
値を高めて”中規模
流通”で継続的な経
営～

「自分で作ったモノを自分で売りたい」若い農家が増えています。スーパーな
どに直接卸せる中規模流通は、生産者の思いが消費者に伝わりやすく、生産
物の付加価値も高めることもできます。中規模流通を実践している農場経営
者と、農協や市場に頼らない、農業経営の今後のあり方を予想します。

一般経営 45

306 2015/10/1 竹内　智子 接遇・ビジネスマナー講師 感じのよい話し方講座
～思いを伝える言葉
づかいとは～

敬語の使い方を誤り、相手を不快にさせてしまうことがあります。形式だけに
囚われては気持ちが伴わず、かえってマイナス効果になってしまいます。店
舗や会社の受付など様々な場面別に、思いが伝わる言葉づかいを学びま
しょう。

研修・人材
育成 25

307 2015/9/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

中小企業のためのパソコンセ
キュリティ

企業におけるセキュリティ対策では、社内で働く人たちのパソコンに関するセ
キュリティが非常に重要な要素を占めます。ウイルス対策はもちろん、より安
全にパソコンを使用するための注意点を解説します。

IT・パソコ
ン 25



308 2015/9/1 増井　敏克
増井技術士事務所代表　技
術士（情報工学部門）

マイナンバーに備える！セ
キュリティの基礎知識

「個人情報の漏えい問題」が連日報道される昨今、来年始まる「マイナン
バー」の管理を適切に行えるのか、という不安が広がっています。管理体制を
強化させるために、中小企業がするべきステップとは？情報セキュリティのコ
ンサルタントが、今から準備できるセキュリティ対策を教えます。

一般経営 50

309 2015/9/1
こころ亭　久

茶
本名：木﨑　海洋　行政書士
きざき法務オフィス　代表

落語で学ぶ「事業承継」

後継者不足で事業承継を断念する、いわゆる「隠れ倒産」が増えています！
株式の承継こそが事業安定のカギを握りますが、後継者が自社株式を取得
できないケースもあります。よりよい事業継承をするためのヒントを、落語にな
ぞらえて楽しく学びます。

一般経営 31

310 2015/9/1 瀬戸山　匠
有限会社人事・労務　農業担
当

若者に魅力ある農業を！地
域を代表する農園のマーケ
ティング (1)

～「買いたい！」と言
われる農家：“小規
模流通”でお客様と
つながりをつくる～

少子高齢化社会に突入し消費量が減っている昨今、農家もただの生産者とし
て作付面積を増やしているだけでは、成長は望めません。多品種有機栽培で
成功した農場経営者をゲストに迎えて、付加価値の経済に対応できる新しい
農業経営を指南します。

一般経営 37

311 2015/8/1
こころ亭　久

茶
本名：木﨑　海洋　行政書士
きざき法務オフィス　代表

落語で学ぶ「相続・遺言・後
見」

相続争いは、お金持ちだけの話と思っていませんか？意外とどこの家庭でも
起こりうる相続・遺言にまつわるトラブル。事前にしっかり対策すれば防ぐこと
ができます。相続問題の解決法を、落語になぞらえて面白おかしく解説しま
す。

税務・財
務・経理 48

312 2015/8/1 後藤　直哉 株式会社makes 代表取締役
外国人観光客のファンを増や
そう！　地域や商店が今でき
る10のこと

急増する訪日観光客をどう受け入れるか。主要観光地だけでなく、地方にも
外国人観光客が訪れます。彼らに良い旅を満喫してもらうために、地域や商
店街が出来ることとは？インバウンド事業に詳しい講師が、訪日観光客を受
け入れるための心得を伝えます。

一般経営 57



313 2015/8/1
樋口　智香

子
アカデミー・なないろスタイル
マナーコンサルタント

所作を極める　オトナ磨きの
ビジネスマナー術　応用編

どんなに仕事が出来ても、振る舞いひとつで印象が悪くなってしまいます。応
用編では、打ち合わせシーンやオフィス内での身のこなしから、訪問先での
所作まで、一歩先行くビジネスパーソンになるためのマナーを学びます。

研修・人材
育成 18

314 2015/8/1 沖野　真紀
株式会社ブルームス　代表
取締役

「地方創生」のカギは女性消
費者にあり

女性消費者の購買心理が、「地方創生」の活性化に繋がるかもしれません。
地方の素材を使った化粧品を販売している女性経営者が、国内の女性客お
よび台頭するアジア人の女性観光客を集客してリピーター客にするまでのプ
ロセスを、実店舗のデータから紐解きます。

一般経営 27

315 2015/8/1
ふらいぱん

や
Cafe & Kitchin　ふらいぱん
や　佐藤茂子

創業塾から経営革新へ　ヘ
ルシーランチを届けたいとい
う想い

埼玉県にある狭山商工会議所の創業塾に参加し、その後経営革新を2度取
得された地元密着レストランふらいぱんや。事業を軌道に乗せるまでどのよう
な取り組みを行ってきたのか。創業から現在にいたるまでの軌跡と今後の展
望について話を聞いた。

一般経営 29

316 2015/8/1 佐伯　優
佐伯優税理士事務所所長
税理士

企業がやっておくべき『マイナ
ンバー』対応策

マイナンバー制度は国民一人ひとりに個人番号を与え、社会保障や税の手
続きを効率化する仕組みで、平成27年10月から通知されます。そのマイナン
バーの概要と制度が導入される前に押さえておきたい基礎知識、企業がやる
べき実務のポイントを解説します。

一般経営 31

317 2015/8/1

ＡＧＩＺＺ　ＣＯ
ＮＳＵＬＴＯＲ
ＩＡ　ＤＥ　ＮＥ
ＧＯＣＩＯＳ
ＬＴＤＡ．

現地で活躍する経営者に聞く
海外ビジネス成功の秘訣

海外取材　ブラジル
日系企業インタ
ビュー

日本人と関わりの深い国ブラジル。日系人経営者も多く、日本人の特徴とブ
ラジルの地域性を生かし活躍する企業が多く存在するという。今回の企業イ
ンタビューではそのような企業を現地取材。経営者にインタビューを行い、日
本人が海外でビジネスを成功させるためのポイントと秘訣をさぐる。

一般経営 27



318 2015/7/1 三科　公孝
株式会社ノウハウバンク 代
表取締役

モデル事例から学ぶ「地方創
生プロジェクト」の進め方（３）

～国と一緒に走りな
がら考える「地方創
生」成功に向けて～

少子高齢化が進むに連れ、労働人口減少の危機が迫っています。人口増加
対策に積極的な千葉県流山をはじめ、個人消費の底上げと地方創生を目指
す様々なモデル事例から、自治体や地元企業が国の方策と一緒にできること
を解説します。

一般経営 59

319 2015/7/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

知って得する ワード・エクセ
ルビジネス活用術

本講座では業務の効率を上げるワードやエクセルのワンポイント機能を説明
します。またバージョンが「office2013」上がり追加された新しい機能も説明い
たします。ちょっとした操作の違いにより業務時間に大きな差が生じます。こ
れを機会に当たり前に操作している方法を見直してみましょう。

IT・パソコ
ン 47

320 2015/7/1
樋口　智香

子
アカデミー・なないろスタイル
マナーコンサルタント

所作を極める　オトナ磨きの
ビジネスマナー術　基礎編

社会人としておさえておきたいビジネスマナー。美しい所作は、相手に好感を
持たれるだけでなく、自分の心が整いより良いビジネスへと繋がります。基礎
編では、立ち方、座り方から、おじぎや名刺交換まで、ビジネスシーンに欠か
せない基本的所作を学びます。

研修・人材
育成 25

321 2015/7/1 村上　肇
株式会社創〔SOU
Corporation〕代表取締役　e
エヴァンジェリスト

中小企業こそもっとインター
ネットを有効活用できる

～法人・個人相手
その使い方ではもっ
たいなさすぎる～

中小企業こそインターネットを活用して新規顧客開拓、新規市場創造がしや
すいと語る講師。地域密着企業の成功事例を多数紹介しながら、インター
ネットが中小企業の利益に直結する有効有益なメディアであることの理解と、
収益につながるホームページの構築方法を伝えます。

一般経営 95

322 2015/7/1 野間　信行
社会保険労務士/広報・労務
ジャーナリスト

欲しい人材に響く！「求人票」
の書き方

～ハローワーク徹底
活用術～

ハローワークは、全国で毎日延べ17万人が利用する「巨大な求人媒体」で
す。「売り手市場」でライバルがひしめくこの場所で、良い人材を確保のため
にどうすれば良いのでしょうか？求人活動のスペシャリストが、ハローワーク
の求人票を徹底活用したノウハウを伝授します。

一般経営 47



323 2015/7/1
有限会社お
づつみ園

有限会社おづつみ園　代表
取締役社長　尾堤 宏

驚異のリピート率93％ おづつ
み園 商売繁盛の秘訣

マーケット縮小時代
に負けない地域密着
型経営

埼玉県春日部市にある有限会社おづつみ園。4代続く老舗のお茶製造、販売
店として常に新しい取り組みを実施し、地元の方々に愛される繁盛店としての
にぎわいをみせる。市場が縮小していく時代の中、地域密着企業として、どの
ような経営を行い、事業を発展存続させ続けてきたのか。おづつみ園社長、
尾堤 宏氏に話を聞いた。

一般経営 58

324 2015/6/1
日高　麻由

美
ラッピングアーティスト

季節を彩る　手作りラッピング
＜6月 父の日＞

父に感謝の気持ちをあらわす「父の日」(6月第三日曜日)は、一般的にバラを
贈ります。尊敬の念を込めて、包装紙とリボンで「働くお父さん」をイメージした
おしゃれなプレゼントラッピングをご紹介します。

研修・人材
育成 2

325 2015/6/1 三科　公孝
株式会社ノウハウバンク 代
表取締役

モデル事例から学ぶ「地方創
生プロジェクト」の進め方（２）

～観光・インバウンド
事業を実施するため
に～

2014年に、外国人観光客が1300万人を突破！　今後ますます増えていく外
国人観光客を誘致するために、各自治体および外郭団体がするべきことは何
か？　東北復興プロジェクトや台湾の成功事例を紹介しながら、地域の観光
地化と推進させるためのポイントを解説します。

一般経営 37

326 2015/6/1 ＴＳＵＫＡＳＡ
公益社団法人　日本奇術協
会

ビジネスに活かせる奇術の
技：７つ道具

～会社経験30年とマ
ジシャン歴40年が生
み出した最強の営業
術～

商談やプレゼンの場で大切な第一印象やトーク術を、マジシャンのイメージ戦
略から学んでみませんか？　大手IT企業マーケティング部で培った30年間の
経験と、40年以上のマジシャンキャリアが生み出した独自の営業術を披露！
自らの体験談やトレーニングを交えたエンターテイメント講演はあなたのビジ
ネススキルの即戦力となるでしょう。

一般経営 59



327 2015/6/1
日小田　正

人
株式会社日小田コンサルティ
ング　代表取締役

しつもん営業塾
～知らないと損をす
る　売上が伸びる６
つのしつもん～

営業の新常識！　「売り込む」から「選ばれる」魔法の営業スタイルを確立して
みませんか？　営業スタイルは「御用聞き営業」から「コンサルティング営業」
「提案営業」へと時代に応じて変化しています。しかし、最終的に「売り込む」と
ころからは脱却できず、お客様のニーズに十分に応えているとは言えない状
況です。本セミナーで提唱する『しつもん営業』では質問の力を活用し、『選ば
れる』状況をつくりだします。業績向上を実現させるためのマインドとスキルを
習得し、営業のあらゆる場面でご活用ください。 
 
【こんな方に】 
・「売り込む」ことに限界を感じている方 
・これから営業（活動）を始める方 
・お客様との信頼関係を深めたい方 
・がんばっている自分のためにも、営業力をさらに向上したい方 
・コミュニケーションが苦手と感じている営業マンの方 
・売れるしくみを構築したい方 
 
【身につくスキル】 
○お客様のニーズを引き出し、『選ばれる』を実現し、業績が向上する！ 
○お客様との強い信頼関係が構築できる！ 
○自分らしいオリジナルの営業スタイルを確立できるようになる！ 
○コミュニケーション力がアップし、人間関係が劇的に変わる！ 
○強いリーダーシップが取れるようになる！

一般経営 66

328 2015/5/1
日高　麻由

美
ラッピングアーティスト

季節を彩る　手作りラッピング
＜5月 端午の節句＞

端午の節句は古くから菖蒲湯に入る慣わしがありました。今では「菖蒲」を「勝
負」という言葉にかけて、勇ましい飾りをして男の子の誕生と成長をお祝いし
ています。今回の手作りラッピングでは武士のかぶとをイメージした折り紙を
つかい、男の子っぽく仕上げるアレンジ術をご紹介します。

研修・人材
育成 2

329 2015/5/1
日高　麻由

美
ラッピングアーティスト

季節を彩る　手作りラッピング
＜5月 母の日＞

「母の日」は日頃の母の苦労を労い、母への感謝を表す日。今では一般的に
カーネーションが贈られています。今回はカーネーションをリボンでデコレー
ションした、ラッピングアレンジをご紹介します。

研修・人材
育成 2

330 2015/5/1 三科　公孝
株式会社ノウハウバンク 代
表取締役

モデル事例から学ぶ「地方創
生プロジェクト」の進め方（１）

～「地方創生」「地域
経済再生」を成功さ
せるポイントとは～

2014年、レポート”地方消滅”が発表されました。人口急減・超高齢化という我
が国が直面する大きな課題に対し、政府と地方自治体がいったいとなって取
り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会の創生
が求められています。長年、各地の自治体と共に「地方創生」「地域経済再
生」に取り組んできた講師が、自身が手掛けたモデル事例を紐解きながら「地
方創生プロジェクト」を成功させるポイントをお伝えます。

一般経営 65



331 2015/5/1 後藤　直哉 株式会社makes 代表取締役
外国人観光客を迎えるため
に　地域や商店が今からでき
ること

2014年に日本を訪れた外国人観光客数は過去最多の1340万人となり、今で
はあまり知られていない観光地においても外国人観光客を見かけるようにな
りました。その外国人消費者をターゲットに積極的な販売戦略を行なっている
お店の多くは資本がある大型店です。では小さな商店や地域はどのように対
応すればよいのでしょうか？　様々な地域イベントを仕掛けてきた講師が外
国人観光客を迎え入れるためのヒントをお話します。

一般経営 39

332 2015/5/1 樋口　圭哉
Dream Company株式会社
代表取締役社長

リピート率9割を超える業績を
生むスタッフの育て方

～社員全員で少しず
つ成果を上げる「ビ
ア樽の法則」～

現場スタッフをどのように指導したらよいかお悩みの方、必見のセミナー。店
舗営業を行うお店では、雰囲気やスタッフの接客態度をお客様が敏感に感じ
とります。お店を気に入ってもらい何度も来店してもらうためには、スタッフひ
とりひとりの"所作"が非常に重要です。ひとりだけ突出してできる人がいるの
ではなく、全員が少しずつ成長して売上をアップさせる方法を様々な事例あげ
てお伝えします。

一般経営 39

333 2015/4/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

社会人必須！「出張報告書」
の作成から学ぶ社内文書の
作り方

ワードを使った社内文書の作り方を「出張報告書」作成を通して解説します。
知っておきたい社内文書の基本フォームや箇条書きの初期設定変更方法、
テンプレートの保存など初心者もすでにワードを使い慣れている人にもヒント
になるポイントを紹介します。【使用ソフト：Word2013】

IT・パソコ
ン 31

334 2015/4/1 荒木　康之
株式会社ヒューマンリソース
みらい　代表取締役

マイナンバー制度の基礎知
識

～事業者に求められ
る実務対応～

個人と法人それぞれに固有の番号をつけて利用するマイナンバー制度は、
2016(平成28年)1月1日から運用が開始されます。特定社会保険労務士がマ
イナンバー制度の概要をはじめ、準備で発生する業務や事業者に求められる
実務、さらに留意すべきポイントとリスクをわかりやすく解説します。

労務 55

335 2015/4/1 郡司　守
株式会社インナーコンサル
ティング　代表取締役

工務店必見！業績が確実に
上がる接客トーク　知っておく
べき3ステップ

集客も営業もお客様との会話から始まります。では営業を成功させるために
は、何から話し始めれば良いのでしょうか？　お客様の要望が多様化する工
務店の営業事例を紹介しながら、接客トークで営業マンが陥りやすいミスや、
お客様との信頼関係を築くための会話術を指南します。

一般経営 34



336 2015/4/1 坪内　美樹 トーキング・プランナー
聴いて広がるコミュニケーショ
ン

～愛される社員は聴
き上手～

どんな人でも自分の話を聞いてくれる人には好感をもちます。だから聴く力を
伸ばすことによって、コミュニケーションの幅が自然と広がり、相手との距離を
縮めることができます。そのノウハウをお伝えします。

研修・人材
育成 44

337 2015/4/1
七條　千恵

美
株式会社GLITTER STAGE
代表取締役

新入社員向けビジネスマナー
お客様に信頼される社員にな
る3つの切り札

新人社員は覚えることが沢山ありますが、入社した日から会社の看板を背
負っていることを忘れてはなりません。大手航空会社のサービス教官として
1000人以上の訓練生を指導してきた講師が、いかなるお客様にも愛される社
員の心得を伝授します。

研修・人材
育成 38

338 2015/3/1
日高　麻由

美
ラッピングアーティスト

季節を彩る　手作りラッピング
＜3月 ひなまつり＞

女の子の健やかな成長を祈るひなまつり。桃色の和紙をあしらった、女の子
らしい華やかなラッピングをご紹介します。

研修・人材
育成 2

339 2015/3/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

花燃ゆ・吉田松陰に学ぶ理
想と熱狂の経営　後編

～熱狂的な社員と
ファン顧客を作る～

少子高齢化による需要減時代を生き残るためのひとつの方法として、吉田松
陰の思想「草莽崛起(そうもうくっき)」に基づいた経営があります。日本史に精
通した講師が、明治以降の日本経済を紐解きながら、中小企業がこれから進
むべき道を指南します。

一般経営 27

340 2015/3/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

劇的に文字入力のスピードを
上げる 6つのポイント

文字入力のスピードを上げるには、手元を見ずにパソコンのキーボードを打
ち込む「タッチタイピング」の習得、効率的な漢字への変換方法や単語の簡単
な呼び出し方など、知っておきたいいくつかのポイントがあります。本講座で
は、効率的に早く文書を作成する為の６つのポイントを解説します。【使用ソフ
ト：Word2013】

IT・パソコ
ン 29



341 2015/3/1 郡司　守
株式会社インナーコンサル
ティング　代表取締役

地元密着企業だからできる増
客増収セミナー

お客様との日々のコミュケーションを通して信頼を獲得できることは、地元企
業ならではの強みと言えます。営業コンサルタントであり、心理カウンセラー
でもある講師が、地元密着企業だからこそ出来る売上アップの秘訣をお伝え
します。

一般経営 34

342 2015/2/1
日高　麻由

美
ラッピングアーティスト

季節を彩る　手作りラッピング
＜2月 バレンタインデー＞

バレンタインデーは男女お互いに愛を告白できる日。大好きなあの人への想
いをプレゼントとラッピングで表現してみませんか？　可愛らしくおしゃれにア
レンジしたラッピングを紹介します。

研修・人材
育成 2

343 2015/2/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

花燃ゆ・吉田松陰に学ぶ理
想と熱狂の経営　前編

～幕末・維新と吉田
松陰の思想～

NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の主人公・文の兄・吉田松陰は、明治維新の指導者
たちを育てました。彼が生きた幕末・維新とはどういう時代だったのか？　日
本史に精通した経営コンサルタントが吉田松陰の思想と時代背景をお話しま
す。

一般経営 45

344 2015/2/1
柳家　小団

治
落語家 笑いが招く商売繁盛

人を元気にさせてくれる面白い時事ネタやエピソードが満載のセミナー。そこ
には商売繁盛のヒントが散りばめられています。心置きなく笑って楽しく学び
ましょう！

一般経営 58

345 2015/2/1 森　透匡
株式会社Clearwoods 代表取
締役

怪しい取引先の見抜き方　元
刑事が教える騙されない為の
ポイント

ビジネスライフを脅かす、怪しい取引先との出会い。それはある日突然やって
きます。しかし詐欺の手口をしっかり把握していれば、商談相手が信用できる
かを判別することは難しくありません。詐欺犯罪を担当していた元刑事が、怪
しい取引先や人物を見抜く方法を教えます。

研修・人材
育成 30



346 2015/2/1 池田　信夫
経済評論家　株式会社アゴ
ラ研究所代表取締役

誰でもわかるピケティの「21
世紀の資本」解説

発行部数100万部！世界的ベストセラーのトマ・ピケティ『21世紀の資本』は
700ページを超える難書。日本人にとって関係のあるポイントをシンプルにわ
かりやすく解説します。

政治経済 75

347 2015/1/1
日高　麻由

美
ラッピングアーティスト

季節を彩る　手作りラッピング
＜1月 お正月＞

毎日の暮らしの中で、贈り物をする機会は沢山あります。とくに手作りのラッ
ピングは、贈る人も贈られる人も幸せな気持ちになります。お正月は、旧年が
無事に終わった事と新年を祝う盛大な行事です。そんな厳かな気持ちをラッ
ピングに込めたアレンジをご紹介します。

研修・人材
育成 3

348 2015/1/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

簡単で便利！Googleを使用
したファイル管理術

～ドライブ活用編～

インターネットの検索エンジンGoogleには、ネット上にファイルを保存できるス
トレージ「Googleドライブ」というサービスがあります。ドライブ内のファイルに
は、スマートフォン、タブレット、パソコンのどれからでもアクセスできるので、ど
こにいてもファイルを使用できます。また、同僚や顧客、友達など様々な相手
とファイルを共有・管理できます。「Googleドライブ」の便利な機能・活用方法
を解説します。【使用ソフト：Internet Explorer】

IT・パソコ
ン 28

349 2015/1/1 川端　教子
スマイルエッセンス合同会社
CEO

サービス業にさらなる思いや
りと優しさを！　今考えるユニ
バーサルデザイン化の第1歩

～ユニバーサル ウェ
ディング®からの発
信～

ユニバーサルデザインを、ビジネスとして取り組むためにはどうすれば良いの
か？　ホテル業界で長い経験をもつ講師が、全ての人に優しい製品・サービ
スの一例として、「ユニバーサル ウェディングR」をご紹介します。

一般経営 23

350 2015/1/1 石川　和男
合格率ナンバーワン簿記講
師　税理士　建設会社役員

簿記の基礎が9割わかる動画
セミナー（第４回　試算表で一
覧表にする方法）

このセミナーではビジネスパーソンとして必要最低限は身につけておきたい
知っておきたい簿記の知識をお伝えします。第４回のテーマは「試算表で一
覧表にする方法」。経理担当者のみならず経営者や管理職、営業の方でも必
要な基礎的ノウハウをわかりやすく解説します。

税務・財
務・経理 42



351 2015/1/1 森　透匡
株式会社Clearwoods 代表取
締役

元刑事が教える！ビジネスや
日常生活で役立つ ウソ（人
間心理）の見抜き方

人間や情報に騙されずに安全なビジネスがしたいというのは、全てのビジネ
スパーソンに共通した思いです。それを見分けるにはどうすれば良いのか？
人間心理を熟知した元刑事の講師が、あやしい人物や虚偽情報の見抜き方
を教えます。

研修・人材
育成 50

352 2015/1/1 原　マサヒコ
元トヨタNo.1メカニック　株式
会社プラスドライブ　代表取
締役

「トヨタ流カイゼン」で まだま
だ会社は強くなる

～どんな業種にもあ
てはまる"仕事の秘
訣"は 日本の製造業
の現場にあった！～

日本を代表する企業のトヨタは、2014年の年間売上高が過去最高になると言
われており、着実に成長を続けています。その成長を支えているもののひと
つが、創業時から行われている現場の「カイゼン」です。「カイゼン」の実践は
問題解決能力であると説くのは、24歳でトヨタ技能オリンピックで優勝した元
No.1メカニックの講師。5Sを知っているだけで、「カイゼン」思考は育たない。
「トヨタ流カイゼン」は、製造業に限らずどんな仕事の現場でも活かすことがで
きます。

研修・人材
育成 38

353 2014/12/1
日高　麻由

美
ラッピングアーティスト

季節を彩る　手作りラッピング
＜12月　クリスマス＞

毎日の暮らしの中で、贈り物をする機会は沢山あります。とくに手作りのラッ
ピングは、贈る人も贈られる人も幸せな気持ちになります。12月はクリスマス
カラーを生かしたアレンジで、心温まるラッピングを演出します。

研修・人材
育成 2

354 2014/12/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

これは便利！ワードとエクセ
ルを使った年賀状作成講座
2015

Wordには年賀状の作成時に大活躍するはがき宛名印刷機能があります。 
今回はExcelで作成した住所録のデータを、はがきの宛名面に差し込む方法
をご紹介します！ 
Word の「はがき文面・宛名印刷ウィザード」で簡単に作成できる、年賀状の作
り方をご紹介します。【使用ソフト：Word2013・Excel2013】

IT・パソコ
ン 35

355 2014/12/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

魂の商人　石田梅岩に学ぶ
「商人道」の知恵 ＜後編＞

～日本的経営の原
点～道と心の経営～

石田梅岩の説いた「商人道」の本質とは何か？100年企業と石田梅岩を探求
してきた経営コンサルタントが、石田梅岩の思想と1700年代に欧州で生まれ
た資本主義を比較しながら、現代の私たちが学ぶべき日本的経営の原点を
分かりやすく解説します。

一般経営 44



356 2014/12/1 石川　和男
合格率ナンバーワン簿記講
師　税理士　建設会社役員

簿記の基礎が9割わかる動画
セミナー（第３回　簿記上の取
引と仕訳、総勘定元帳）

このセミナーではビジネスパーソンとして必要最低限は身につけておきたい、
知っておきたい簿記の知識をお伝えします。第3回のテーマは「簿記上の取引
と仕訳、総勘定元帳」。経理担当者のみならず経営者や管理職、営業の方で
も必要な基礎的ノウハウをわかりやすく解説します。

税務・財
務・経理 35

357 2014/12/1 原　マサヒコ
元トヨタNo.1メカニック　株式
会社プラスドライブ　代表取
締役

社員一人ひとりの成長が加
速する「トヨタのPDCA」

～どんな会社・組織
でも評価される
PDCAの回しかた～

PDCA（Plan-計画　Do-実行　 Check-評価　Action-行動）と言えば、管理業
務を円滑にすすめる手法のひとつですが、理屈は分かっていてもなかなか実
践は難しい。一方で、世界的企業のトヨタは、独自の考え方でPDCAを回しな
がら、着実に営業利益を上げています。その秘訣とは？元トヨタNo.1メカニッ
クの講師が、現場で学んだトヨタ流のPDCAの回し方を教えます。

研修・人材
育成 44

358 2014/11/1 関　廣義
「カリスマ経営」　関経営　代
表取締役　中小企業診断士

経営者の右腕たる幹部育成
のための動機づけとは

新たな成長と一体感
のある組織構築には
もう一人の経営者が
必要だった

会社経営者にとって最大の悩みは、企業の存続と言っても過言ではありませ
ん。会社を末永く繁栄させるためにも、優秀な幹部を育てる必要があると説く
のは、幹部育成のスペシャリスト。社長と社員の溝を埋めて、社長の右腕とな
る幹部を育てるためのプロセスを解説します。

研修・人材
育成 98

359 2014/11/1 西原　裕
株式会社 創研　代表取締役
／中小企業診断士

製造現場における5S　業務プ
ロセスのスピードUP

～ゴールを決めてか
ら仕事を始めよう～

製造業におけるコストダウンとは、時間を短くすることです。製造現場では、納
期管理のリードタイム（製造プロセス）を短縮することで、仕事のプロセスを大
幅に改善することが出来ます。ゴールを決めてから仕事を始める実践方法
を、「5S」のスペシャリストが分かりやすく解説します。

研修・人材
育成 49

360 2014/11/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

簡単で便利！Googleを使用
したスケジュール管理術

～カレンダー活用編
～

インターネットの検索エンジンGoogleの便利なサービスの中から、無料で使え
るオンライン　カレンダーを紹介します。社内のスケジュール管理はもちろん、
プライベートの予定も一括管理が出来るオンライン　カレンダーは、スマート
フォンでも扱えるので、外出先からスケジュール管理が可能です。Googleのス
ケジュール管理サービスや、Googleカレンダーの活用方法を、専門講師が解
説します。【使用ソフト：Internet Explorer】

IT・パソコ
ン 29



361 2014/11/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

魂の商人　石田梅岩に学ぶ
「商人道」の知恵　＜前編＞

～ここにビジネスの
極意がある～

ピーター・ドラッガーよりも250年早く「経営」の本質を説き、マックス・ウェー
バーより200年早く「経済倫理」をうたった日本的経営の祖、石田梅岩の「商人
道」　。現代の私たちが、石田梅岩から学ぶビジネスの極意とは？石田梅岩
を長年研究してきた経営コンサルタントが、分かりやすく解説します。

一般経営 48

362 2014/11/1 野川　悟志 税理士

増加する外国人観光客を上
手に取り込め！　消費税免税
店制度を利用して売上UPに
つなげる方法

～平成26年10月から
の税制改正を経営に
活かす～

外国人旅行者の訪日促進活動（ビジット・ジャパン・キャンペーン）が発足して
11年、外国人観光客の数は年間１０００万人超えとなった。そうした外国人観
光客を、自分の店に上手に引き込むためにも、消費税免税店制度を利用す
るのがオススメです。今年１０月の法規制により、申請しやすくなった消費税
免税制度の活用方法を専門の税理士がわかりやすく解説します。

税務・財
務・経理 39

363 2014/11/1 石川　和男
合格率ナンバーワン簿記講
師　税理士　建設会社役員

簿記の基礎が9割わかる動画
セミナー（第２回　財政状態を
明らかにする方法）

このセミナーではビジネスパーソンとして必要最低限は身につけておきたい
知っておきたい簿記の知識をお伝えします。第二回はテーマは「財政状態を
明らかにする方法」。経理担当者のみならず経営者や管理職、営業の方でも
必要な基礎的なノウハウをわかりやすく解説します。

税務・財
務・経理 18

364 2014/10/1 橋本　泉 中小企業診断士
ゼロから始める起業・創業へ
の道

～起業・創業の思い
を一歩先に進めるた
めに考えるべきこと
～

「自分はもっと何かできるはず」「持っているアイディアを活かして社会の役に
立ちたい」と考えている時点から、起業への第一歩は始まっています。しか
し、その先はどうすればよいのか。自分の中にある「何か」を実現させて、起
業への道のりを進んでいくための心得やノウハウを、専門家が指南します。

一般経営 58

365 2014/10/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

簡単で便利！Googleを利用
したメール管理術

～Gmail活用編～

インターネットの検索エンジンで日頃利用しているGoogleですが、実は様々な
便利なサービスがあります。特にGmailと呼ばれるメールサービスは、検索や
分類わけなどの機能に優れ、インターネットに繋がっていれば、どのパソコン
や携帯端末からも同じ状態で利用することが出来ます。Googleのメールサー
ビス「Gmail」の登録から便利な活用機能までを、専門講師が分かりやすく解
説します。【使用ソフト：Internet Explorer】

IT・パソコ
ン 36



366 2014/10/1
長谷部　あ

ゆ
株式会社ShukaBerry　代表
取締役

『共感営業』で売上げを立て
よう！　「ありがとう！」と感謝
されて売れる方法

知名度や経済力が弱い中小企業が選ばれるには、「人」で共感されるしかな
い。お客様から「買いたい」「欲しい」と言っていただき、「ありがとう！」と感謝
されて売れる……そんなサイクルが実現できれば、これほど理想的な営業ス
タイルはない。「お客様の気持ちがわかっているか」「そんなきれいごとで営業
が成り立つのか!?」と、疑問に感じる人こそ必見のコンテンツ。少しの行動を変
えるだけで売れる営業に変わる方法を、さまざまな業種の現場でトップセール
スを張った講師が伝えます。

研修・人材
育成 99

367 2014/10/1 石川　和男
合格率ナンバーワン簿記講
師　税理士　建設会社役員

簿記の基礎が9割わかる動画
セミナー（第１回　簿記の目的
と経営成績）

このセミナーではビジネスパーソンとして必要最低限は身につけておきたい
知っておきたい簿記の知識をお伝えします。第１回のテーマは「簿記の目的と
経営成績」。経理担当者のみならず経営者や管理職、営業の方でも必要な基
礎的なノウハウをわかりやすく解説します。

税務・財
務・経理 35

368 2014/9/1 西原　裕
株式会社 創研　代表取締役
／中小企業診断士

ミスが少ない人は必ずやって
いる5S

～捨てる決断！やら
ない決断！～

日常生活も仕事の現場も、モノや情報が溢れている昨今、危機感を持って整
理整頓をしなければなりません。でも、整理整頓はどうやるの？とお悩みのビ
ジネスパーソンに、「５S」のスペシャリストが応えます。不要なモノの見つけ方
や書類の上手な整頓術など、具体的な整理整頓の進め方を学びましょう。

研修・人材
育成 47

369 2014/9/1
能勢　みゆ

き

株式会社エンパワー21　代
表取締役　一般社団法人
日本おもてなし協会代表理
事

お客さまとの対話を広げる 従
業員のマナー研修

～コミュニケーション
力を磨いて、好感度
アップを目指そう！
～

ネットショップが普及する一方で、販売員との会話や応対を求める声が増えて
います。さらに、ビジネスシーンにおいても、お客さまとのコミュニケーション力
が問われています。マナー研修の専任講師が、お客さまが期待する接客マ
ナーを教えます。マナーある応対が当たり前になってきている今こそ、お客さ
まとの対話を広げて好感度をアップを目指しましょう。

研修・人材
育成 46

370 2014/9/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

業務効率を上げる！パソコン
便利なショートカットキーの活
用　～ワード編～

ショートカットキーとは、マウスを使わずにキーボードを使ってパソコンの操作
を簡単に行うための機能で、キーボードから手を離してマウスに持ち替える必
要がないので、効率よく作業を行えます。本講座では業務での一般的に使用
されるワードのショートカットキーを紹介します。 
ワードには非常にたくさんのショートカットキーがありますが、そのうちの便利
なものをまとめて説明致します。【使用ソフト：Word2013】

IT・パソコ
ン 17



371 2014/9/1 川邊　彌生
合同会社オモテナシズム代
表　ビジネスコーチ

おもてなしマインドの育て方
～「おもてなし」を理
解し、実践する～

日本文化の付加価値として、注目されている「おもてなしの心」。お互いに思
いやり察しの心で最高を目指そうとする、茶の湯に始まった日本特有の精神
ですが、そんな「おもてなし」の心を私たちの役に立てるにはどうしたら良いの
でしょうか。ビジネスコーチとして活躍中の講師が、グローバル社会における
「おもてなしマインド」の活かし方を解説します。

研修・人材
育成 20

372 2014/8/1 名和田　竜
ランチェスター戦略コンサル
タント　合同会社 平成志援
隊　隊長（代表）

小さな会社が勝つための戦
略バイブル!　ランチェスター
戦略入門

第一次世界大戦時に生まれた戦闘法則を、実務体系化した経営戦略として
再構築させた『ランチェスター戦略』。「名前だけは知っているけれども…」とい
う経営者のために、ランチェスター戦略の専門家が、基礎から活用法までや
さしく解説します。

一般経営 82

373 2014/8/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

これは便利！エクセルを使っ
たビジネス文書作成

ビジネス文書の作成時に一般的にはワードなどのワープロソフトを使用しま
すが、数値を扱う文書などはエクセルでの作成が適した場合もあります。 
本講座ではエクセルの便利な機能を送付状や見積書を作成しながら学んで
頂きます。【使用ソフト：Excel2013】

IT・パソコ
ン 29

374 2014/8/1 齊藤　正明
株式会社ネクストスタンダー
ド 代表取締役社長

日本一のマグロ船に学ぶ 人
を動かすコミュニケーション術

～相手を認めてあげ
る「声かけ」から作る
チームワーク～

漁業関係者で日本一と呼ばれたマグロ船には、楽しく働ける仕掛けが満載
だった。ある日、上司の命でマグロ船という過酷な労働現場に立たされた１人
のサラリーマン。そこで目撃した驚きの船長流チームマネジメントとは？

研修・人材
育成 103

375 2014/8/1 安中　繁
ドリームサポート社会保険労
務士法人 代表社員・特定社
会保険労務士

社会保険実務担当者のため
の法改正セミナー（２）≪個人
関連≫

～平成26年度4月1
日施行～

人事担当者、社会保険実務担当者は必見！　平成26年４月に施行された法
改正の中で、個人の方が知っておかなければならない事項を、分かりやすく
解説します。

労務 36



376 2014/8/1
株式会社ス

タック

建設業界の常識を変えるイノ
ベーション　人材不足に負け
ない採用と教育そして新世代
足場の実現

全国27か所の営業所の広域ネットワークで足場事業を展開する株式会社ス
タックを企業訪問取材。2020年東京オリンピックに向けて様々な変革を求めら
る建設業界。今までの業界の常識を変えるイノベーション新商品や新サービ
スとはどんなものなのか。日本経済全体の課題となっている人材不足に負け
ないための「採用」「教育」の実践など、今知りたい、その経営手法についてビ
ジネスモデルプロデューサーの河辺よしろう氏が話を聞く。

一般経営 43

377 2014/7/1 北村　森
商品ジャーナリスト　元・日経
トレンディ発行人 兼 編集長

いまどきのヒット商品・サービ
スのトレンドと法則

～消費者をどう“びっ
くりさせる”か～

お客様が答えを知っているから聞く･･･しかし、消費者に何が欲しいか聞いて
その通りに作っても、正解とは限らない。作り手と買い手との間にある深い溝
……それを埋めるカギとなるのは「消費者をびっくりさせる」スタンスである。
グローバル時代を勝ち抜く日本独自の商品開発や、サービスのポイントは何
か？　最新ヒット商品やサービスから、トレンドの法則を読み解く！

著名人 103

378 2014/7/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

誰も教えてくれなかった ビジ
ネス文書のマナーと書き方

ビジネス文書とは文字通りビジネスで取り交わされる「正式な書類」のことで
す。作成頻度の高い重要な文書ですが、ルールやマナーを知らずに作られて
いる方も多いのではないでしょうか？　このセミナーではビジネス文書を作成
するなかでワードの基本機能を習得するとともに、ルールやマナーを会得し
簡潔でわかりやすい文書の書き方を学びます。【使用ソフト：Word2013】

IT・パソコ
ン 29

379 2014/7/1 望月　建吾 特定社会保険労務士
成功事例から紐解く　残業を
ゼロにしても生産性を上げら
れる最強シナリオ

～小さな会社でも出
来る、企業の体力に
応じた労務管理術～

「残業をゼロにしなければならない」ということではありません。限られた労働
時間内で現状と同じ仕事量をこなして生産性を上げる方法を解説します。労
務管理の仕組みづくりを見直せば、残業を減らしても生産性を上げることは
可能です。社会保険労務士が実際に携わった企業の実例から、残業ゼロを
目指す方法を導きます。

労務 67

380 2014/7/1 安中　繁
ドリームサポート社会保険労
務士法人 代表社員・特定社
会保険労務士

社会保険実務担当者のため
の法改正セミナー（１）≪法人
関連≫

～平成26年度4月1
日施行～

人事担当者、社会保険実務担当者は必見！　平成26年４月に施行された法
改正について、知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。

労務 72



381 2014/7/1 田中　和彦
株式会社プラネットファイブ
代表取締役

《忙しい》課長のための仕事
術

～ムダを省き、 チー
ムの成果を上げてい
くために～

課長は仕事について経営者と直接関わりが持てる最下位のポジションであ
り、現場の仕事に直接手を下せる最上位のポジションです。そのため例外なく
忙しい。「いかにタイムマネジメントを行い、組織をまとめていくか？」が課長に
は問われています。チームの成果を上げるリーダーのあり方とは？

研修・人材
育成 105

382 2014/7/1 高田　守人
たかたはりきゅうマッサージ
治療院院長　柔道整復師
鍼灸マッサージ師

職場で簡単に出来る「ゴルフ
ボールころころ」マッサージ

１日５分で１週間、自
分で簡単にリフレッ
シュ　仕事効率１２
０％UP！

良い仕事をするために体調は万全にしておきたい。しかし実際は長時間のデ
スクワークで身体はボロボロ…そうなる前にゴルフボールを使って体をリフ
レッシュ！　筋肉マッサージのエキスパートが、１日５分で効果の出る簡単
マッサージを教えます。

健康・ライ
フスタイル 28

383 2014/6/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

業務効率を上げる！パソコン
便利なショートカットキーの活
用　～便利編・インターネット
編～

～Windows編（２）～

Windowsは多くのマウス操作をキーボードで行うことができます。このキー
ボードからの操作方法（ショートカットキー）を身に付ければ、毎日の作業を効
率的に行う事ができます。この講座ではWindowsの操作方法や、ネットでの情
報収集に便利な機能を紹介します。

IT・パソコ
ン 11

384 2014/6/1 鈴木　進介
株式会社コンパス　代表取締
役

「すぐやる人」になるための仕
事のやり方

若手社員に向けた「仕事ができる人」になるための研修。自分のクセを知るた
めのワークを行い、自身の弱点を克服する方法を解説。「すぐやる」最初の一
歩を習慣にして"やらないストレス"を減らしてみませんか？

研修・人材
育成 107

385 2014/6/1 渋澤　健
コモンズ投信株式会社取締
役会長

2020年を見据えた企業の変
化と進化

～さまざまな「壁」を
超え、価値創造的で
あれ～

2020年は、単に東京オリンピック開催への準備期間を示しているだけではな
い。その先、新しい時代への門が開くことに、意識を高める必要がある。その
ためには、専門分野や価値観など様々な「壁」を越えなければならない。必要
なのは「未来志向」であり、過去の功績を単純に延長するのではなく、「壁」の
外に存在する多用な視点が未来志向に繋がることで、価値創造が持続でき
る。渋沢栄一の5代目の子孫としてメッセージを送り続ける氏が、未来を見据
えた提言を行う。

一般経営 92



386 2014/6/1 長谷部　篤 特定社会保険労務士
中小企業にオススメしたい手
作り評価制度

～社長の想いを見え
る化する～

社長が理想とする社員像が、評価基準になっていますか？　「評価制度は社
長の想いを見えるカタチにしなければならない」そう指摘する社会保険労務士
が、中小企業向けの評価制度の作り方を教えます。

労務 24

387 2014/6/1 川邊　彌生
合同会社オモテナシズム代
表　ビジネスコーチ

ココ・シャネルに学ぶ 女性の
仕事と人生

～夢は必ず実現する
～

数々の名言を残し、没後40年以上を経た今でも働く女性たちに強い影響を与
えるココ・シャネル。元シャネルのトレーニングマネージャーが、世界的な
ファッションブランドを一代で築き上げた彼女の思想や生き様を通じて、女性
が働くことの意義や、現代女性への応援メッセージを伝えます。

一般経営 31

388 2014/6/1
吉岡町　商

工会

ご当地商品PRイベント「町イ
チ！村イチ！2014」で地域活
性化

地元の商品を大規
模イベント参加でア
ピール！

全国の町村が自慢の商品やご当地グルメなどを販売するイベント「町イチ!村
イチ!2014」。２０１４年１月１１日と１２日の二日間、東京国際フォーラムで開催
され、来場者数は延べ５万２千人を記録。　今回はそのイベントに出店した群
馬県吉岡町の吉岡町商工会青年部を取材。町村からご当地商品を発信する
試みを積極的に実践し得たこととは。イベント当日の様子を映像で振り返りな
がら参加者に話を聞く。

一般経営 12

389 2014/6/1 小倉　広
一般社団法人 人間塾代表
理事　株式会社小倉広事務
所代表取締役

任せる技術
～部下に自ら伸びて
もらうために～

部下指導での人材育成には限界があります。ある程度のスキルアップは見
込めますが、一番大切な主体性や責任感を育てることはできません。真の
リーダーを育てるには「任せる」しかないと主張する講師が「自分でやった方
が早い」を「部下に任せる」に変える方法を説きます。

研修・人材
育成 68

390 2014/6/1 平野　義典
有限会社アドバリュー　代表
取締役　レスポンス広告コン
サルタント

小さな商店でもこんなに簡
単！「集まる！売れる！」広
告作り

～たった４つのルー
ル。これさえ知れば
お客様が店に集ま
る！～

毎日どこかで手にするチラシやダイレクトメール。その集客力を知っています
か？　実は４つのポイントをおさえるだけで、お金を掛けなくてもお客を呼び込
める広告が作ることができます。30年以上、広告制作に携わってきたプロが、
小さな商店でも始められる「効果的なチラシ広告」の作り方を教えます。

研修・人材
育成 45



391 2014/5/1 和田　栄
和田経営労務研究所代表
特定社会保険労務士

会社・社員ともに幸福に働け
る労働環境づくり

～事例から、トラブル
になりやすい原因と
解決策を探る～

「労働トラブルは百害あって一利なし！」　トラブルが多い職場では業績向上
は望めません。会社と社員が一致団結してこそ、会社は発展し社員は幸せに
なる。しかし、これは自然になるものではなく、努力と工夫と仕組みが必要だ。
トラブルを起こさないために何ができるのか。労働問題の専門家が解説す
る。

研修・人材
育成 110

392 2014/5/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

業務効率を上げる！パソコン
便利なショートカットキーの活
用　～定番編・快速編～

～Windows編(1)～

Windowsは、ほとんどのマウス操作がキーボードで行うことができます。この
キーボードからの操作方法（ショートカットキー）を身に付ければ、毎日の作業
を効率的に行う事ができます。この講座では、windowsやファイル管理の便利
なショートカットキーを紹介します。

IT・パソコ
ン 14

393 2014/5/1 川邊　彌生
合同会社オモテナシズム代
表　ビジネスコーチ

顧客価値を高める「オモテナ
シズム」で勝つ！

～「おもてなし」力で
お客様も社員も離れ
ない会社を作ろう～

2020年東京オリンピックの開催が決定し、日本古来のおもてなしの精神が見
直されています。日常生活における、人に喜んでもらいたい気持ちや行為こ
そ「おもてなし」であると主張する講師が、おもてなしの心を育てながら、企業
の力を蓄えていくメカニズムについて解説します。

研修・人材
育成 41

394 2014/5/1 高久　尚子
合同会社オモテナシズム　エ
グゼクティブ ディレクター

ビジネスマナーの基礎講座
～見直そう！正しい
作法と話し方～

本当に正しいビジネスマナーを知っていますか？ 接客時に必要な知識や仕
草は、意外と正しく知らないことが多いです。日常業務に必要な挨拶や言葉
遣いの基本、さらに席次のルールとお客様へのお茶の出し方等を解説しま
す。

研修・人材
育成 86

395 2014/5/1
吉岡町　商

工会

地方の魅力を発信せよ！が
んばる地域の中小企業　躍
進の未来予想図

群馬県吉岡町は新しいベッドタウンとして急激に変化をしています。そのなか
地元の商店や企業が、地域の活性化や発展のためにさまざまな取り込みを
行っています。今回の企業訪問では経営コンサルタントの河辺よしろう氏を迎
え、地元企業の経営者らと吉岡町の未来について語ります。

一般経営 61



396 2014/4/1 今村　明子 今村明子デザイン室

かわいい！キレイ！カッコい
い！お客さんが楽しい気分に
なる！　ブラックボードPOPの
作り方講座

華やかな彩りのブラックボードのポップ広告、店頭に置くだけで、お店の雰囲
気を明るく演出してくれます。カラフルでデフォルメされたポップ文字は、基礎
的なポイントを抑えれば誰でも書けるようになります。ポップ広告の専門講師
が、ブラックボードPOPの作り方をやさしく伝授します。

研修・人材
育成 39

397 2014/4/1 川端　教子
スマイルエッセンス合同会社
CEO

ホテルの業務に学ぶ、サービ
スとホスピタリティの心

～お客様と感動を共
有する「おもてなし」
～

2020年の東京オリンピック開催に向けて、見直される日本独自の「おもてな
し」の精神。江戸時代から培かわれたおもてなし（ホスピタリティ）は、ホテル
の日常業務で生かされています。ホテルの長い業務経験を持つ講師が、自ら
の体験談を元にホテルのサービスとホスピタリティについて解説します。

研修・人材
育成 22

398 2014/4/1
株式会社ア
ンテンドゥ

企業訪問シリーズ パン工房
アンテンドゥ

東京で29店舗　地元
で愛され続けるパン
の秘密

東京都練馬区に本社をかまえるパン工房アンテンドゥ。地域の方々に愛され
るパン屋さんとして、都内で29店舗を運営、DJベーカリーや石窯へのこだわり
など、おもしろい特徴が随所に見られます。地元で愛され続ける理由とは一
体何なのか。　お店レポーターとして1000店以上巡った末広響子氏がその秘
密に迫ります。

一般経営 35

399 2014/3/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
明治の傑物たちに学ぶ、危機
突破力

～激動の時代を乗り
越える胆力の在り処
～

幕末から明治に業を興した傑物たちは何を目指し、時代を駆け抜けたのか。
戦争、大恐慌など激動の時代をどう乗り越え、戦後の礎を築いたのか。今日
のビジネスマンが、彼らから学べることは何か？　渋沢栄一、御木本幸吉と
いった明治の傑物４人を取り上げ、彼らの遭遇した苦難とそれを突破した道
程をたどります。

一般経営 85

400 2014/3/1 横山　悟一
財務リスク研究所株式会社
代表取締役

消費税引き上げを機に 経営
体質強化を目指す

2014年4月の消費税引き上げを控え、中小企業が増税分をきちんと価格に上
乗せできるよう、国は様々な転嫁対策の施策を行なっています。一方で、財
務的な知識不足と消費税引き上げ対応の誤りによる企業の資金繰り悪化や
倒産増加も懸念されています。このセミナーでは、消費税増税に対する備え
と財務的なツールを紹介、「潰れない資金繰り体質」の構築の仕方をお伝えし
ます。

税務・財
務・経理 65



401 2014/3/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

社会人として知っておきたい
メールの基本マナー

～ビジネスメールの
書き方・送り方～

新入社員必見！　プライベートのメールとビジネスメールには違いがあり、そ
の違いを理解していないことによる失敗やトラブルは後を絶ちません。このセ
ミナーで一般的なメールソフトの操作方法と、ビジネスメール特有のルールや
マナーを学びます。

IT・パソコ
ン 39

402 2014/3/1 仙石　惠一 Kein物流改善研究所
消費増税はライバルより一歩
抜きん出る絶好のチャンス
だ！

～荷主から選ばれる
会社に変身する黄金
ルール～

2014年4月いよいよ消費税が増税されます。物流の増税対策セミナーでは、
増税をチャンスとして捉え、他社より一歩先をいく経営を提案します。

一般経営 88

403 2014/3/1 川端　教子
スマイルエッセンス合同会社
CEO

ホテル業界のエキスパートに
聞く、ビジネスに生かす「おも
てなし」の心

～ひと手間かけた
「心遣い」がチーム
ワークを強化する～

2020年の東京オリンピック開催に向けて、いま見直される日本の「おもてな
し」の心。ホテル業ならではのホスピタリティを、ビジネスの営業力を高める方
法に活用します。海外ホテルの実務経験の長い講師が、自らの体験談を元
に解説します。

研修・人材
育成 49

404 2014/3/1 長谷部　篤 特定社会保険労務士
解決！労働トラブルを生まな
い会社の作り方

～労使の絆が力を
生む会社を作ろう～

中小企業の経営者を悩ます、様々な労働トラブル。「未払い残業」「名ばかり
管理職」と言った問題は、なぜ起こるのでしょうか？　小売業界、人材派遣業
界、介護・福祉業界、コンサル業界での就業経験を持つ特定社会保険労務
士が、実際に相談を受けた事例を取り上げ、労働トラブルの要因を探り、その
予防策を教えます。

労務 77

405 2014/2/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

軍師官兵衛に学ぶ　戦わずし
て勝つ経営

大手企業が寡占化をして、弱小企業が淘汰される弱肉強食の現代。デフレ・
スパイラルに陥ることなく、企業を成長させる策はあるのでしょうか？　その答
えは、戦国乱世の時代に戦わずして九州の大大名となった黒田官兵衛の思
想にあります。企業の勝ち残りを指導する気鋭の経営コンサルタントが「戦わ
ずして勝った」軍師官兵衛の思想を、現代の経営に応用、ビジネス戦国時代
を生き抜く奥義を様々な実例をあげながら解説します。

一般経営 28



406 2014/2/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「エクセルができます！」と言
えるようになる講座（６）複数
シートの活用・データの保護

～重要なデータを保
護するには～

実務でエクセルを使う場合、複数のワークシートに作成した表を使用して管理
する事がよくあります。また、他人とファイルを共有する際に重要なデータや
数式の保護が非常に重要になります。今回は複数シートにある表の書式一
括変更、セル内の数式の保護、また重要なデータファイルへのパスワードの
設定方法を解説します。

IT・パソコ
ン 22

407 2014/2/1 名倉　信一
れいあうと・にっしん株式会
社　名刺コンサルタント

業績を上げるための「名刺
力」アップセミナー

～名刺を変えるだけ
で、仕事が取れる！
～

ビジネスでの人間関係は、まず名刺交換から始まります。その人の名前や肩
書きから業務実績まで、一瞬で相手に理解してもらえる名刺は、作り方次第
で本当に効果的な営業ツールとなります。渡すだけで仕事が取れる！業績を
上げられる！最強の名刺の作り方を、名刺のプロがお伝えします。

一般経営 60

408 2014/2/1 大谷　芳弘
株式会社マジックマイスター・
コーポレーション　代表取締
役

どんな商店、業種でも実現出
来る！「マスコミからドンドン
取材がくるプレスリリース講
座」

自社の商品やサービスを、効率的に宣伝したい経営者に朗報！　プレスリ
リースを使えば、広告費をかけずにマスコミに取り上げてもらえるチャンスが
増えます。メディアに注目される「プレスリリース」の作り方や、ヤフーニュース
に掲載される方法を、上場企業の広報室長として長い実務経験のある広報ア
ドバイザーが教えます。

一般経営 37

409 2014/2/1 立石　裕明
株式会社アテーナソリュー
ション　代表取締役

小規模企業のための事業承
継・事業再生・経営革新

事業承継や事業再生は、企業を存続させる上で無視することのできない事柄
です。ではその時が来たら、どう対処すれば良いのでしょうか？　阪神淡路大
震災で被災し、ゼロからの事業再生を余儀なくされた講師が、自らの経験を
元に小規模企業の事業承継や事業再生で、考えるべきことをお話します。

一般経営 70

410 2014/2/1
伊藤　誠一

郎

株式会社ナレッジステーショ
ン代表取締役　プレゼンテー
ション講師　バスガイド研究
家

誰でも簡単に分かりやすい伝
え方ができる「バスガイド式プ
レゼン上達法」

～プレゼン＝旅、プ
レゼンター＝バスガ
イド、聴き手＝旅行
客～

ビジネスにおけるプレゼンテーションは、その重要性やノウハウを理解してい
ても、なかなか実践で上手くいかないことが多い。しかしシンプルに考えれ
ば、プレゼンテーションは上手くなります。そのヒントは意外にもバスガイドの
案内テクニックにありました。バスガイド式プレゼンのノウハウ本を出版した著
者が、1500人以上に伝授してきた「バスガイドに学ぶプレゼンの上達法」をお
伝えします。

一般経営 67



411 2014/1/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

軍師官兵衛に学ぶ　戦わずし
て勝つ　（対談編）

～信長・秀吉・家康
時代の荒波を乗り越
えた名将～

2014年NHK大河ドラマの主人公「黒田官兵衛」。織田信長、豊臣秀吉、徳川
家康の三つの政権交代の荒波をくぐり、筑前福岡52万石の大名となった官兵
衛は、信長と秀吉の名参謀として知られている。信長、秀吉、家康の栄華の
立役者として活躍した軍師官兵衛の生き様から、ビジネス戦国時代と呼ばれ
る現代の経営者たちは何を学べるのか。企業の勝ち残りを指導する気鋭の
経営コンサルタントが、「戦わずして勝つ」軍師官兵衛の思想・哲学を語る。

一般経営 72

412 2014/1/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「エクセルができます！」と言
えるようになる講座(５)　デー
タベース・集計機能編

～大量のデータを
様々な観点から瞬時
に集計～

表計算ソフトのエクセルは、入力したデータを規則正しく整理するデータベー
ス機能があります。データベース機能を使えば、大量のデータから必要な
データだけを抽出したり、項目別に集計・算出することが出来ます。この講座
では、データベースの仕組み、そしてデータベース機能の使い方を学びます。

IT・パソコ
ン 35

413 2014/1/1 名倉　信一
れいあうと・にっしん株式会
社　名刺コンサルタント

「お礼のはがき」が利益を生
み出す！！

～業績を上げるに
は、「顧客創造」と
「顧客維持」～

自社の業績を上げるためにはお客様をつくり、維持し、増やしていくことが必
要不可欠です。お客様をつくることは、難しく多くの経費がかかります。そこで
大切になるのが効果的に顧客を維持すること。お客様との関係をより強固に
するために、ハガキを使う方法を紹介します。

一般経営 66

414 2014/1/1 李　相勲
経営コンサルタント　フリーラ
イター

外国からみた「日本観光業界
の未来」

～「ものづくり」から
「おもてなし」へ～

世界の人口の半分以上がアジア圏に集中している昨今、キレイな国「ニッポ
ン」へ行きたい外国人観光客は年々増加傾向にあります。日本の観光庁が
推し進める「おもてなし」の精神は、外国人観光客が感動する「きくばりの心」
に通じるとも言われています。韓国出身の講師が、日本観光の良い点、悪い
点を客観的な視点から解説します。

一般経営 42

415 2014/1/1 加藤　正樹
元日清食品ホールディングス
株式会社 知的財産部部長

ヒット商品開発の現場　日本
が誇る世界食インスタント
ラーメン誕生の舞台裏

いまや世界中で食べられているインスタントラーメン。「ヒット商品」を世に送り
出す過程には多くの難題や苦難があります。商品の企画・開発以外に裏側か
ら支える知財戦略や訴訟戦略、あるいは侵害品や模倣品対策などが必要に
なります。チキンラーメンの育ての親が即席めん誕生の歴史と「ヒット商品」の
舞台裏を解き明かします。

一般経営 60



416 2014/1/1 平松　類
二本松眼科病院眼科専門医
昭和大学兼任講師

伝え上手な患者になる！　お
医者さんとのコミュニケーショ
ン

病気を早く治すためには、医者と患者のコミュニケーションが大切です。身体
の痛みや個人的な都合など、医者にはなかなか言いづらい内容でも、きちん
と伝えないと誤診の原因にもなりかねません。外来患者を毎日診断している
現役の医師が、実体験を元に医者との上手なコミュニケーション術をお伝えし
ます。

健康・ライ
フスタイル 46

417 2013/12/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
ナポレオンに学ぶ、リーダー
の人心掌握術

「我輩の辞書に不可能はない」の名言を残したナポレオン・ボナパルト。19世
紀にヨーロッパを支配したフランス皇帝の生涯を紐解くと、リーダーとしての人
心掌握術が見えてきます。役職の枠を超えて部下を鼓舞したナポレオンの人
心掌握術は、今の日本の企業経営者にも参考になると指摘する氏が、歴史
的観点からナポレオン流リーダーの心得を解説します。

一般経営 26

418 2013/12/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「エクセルができます！」と言
えるようになる講座（４）　グラ
フの作成・印刷設定

～グラフ作成と失敗
しない印刷設定～

表計算ソフトのエクセルは、入力したデータを簡単にグラフ化することができ
ます。数値をグラフ化するば、比較や推移を視覚的に分かりやすくなります。
そして印刷する際にさまざまな設定を行うことで、よりキレイで見やすい資料
を作成することができます。本講座では、グラフの作成から印刷の方法までを
学びます。

IT・パソコ
ン 46

419 2013/12/1
石川　アサ

子

株式会社プロモーターズ・カ
ンパニー代表取締役　中小
企業診断士

トップの隙を埋め、脇を固め
る！「No.2のための名参謀養
成講座」

ほとんどの中小企業では、経営者自身の人間性や信用力で営業活動、資金
調達を行なっています。取引先や金融機関との交渉、大事な経営判断を行わ
なくてはならないために多忙を極めています。忙しい経営者をサポートするた
めに必須となる知識やノウハウを、参謀役となる幹部や将来の後継者の方に
お伝えします。

研修・人材
育成 70

420 2013/12/1 仙石　惠一 Kein物流改善研究所
成功の秘訣はココにあった！
達人が伝授する荷主会社の
ための物流アウトソース戦略

物流業務は物流会社に丸投げしても上手くいきません。荷主として何をすべ
きなのか、物流会社をどう評価し、どのように選んでいけばよいのか？　物流
アウトソース成功の秘訣をお伝えします。そして昨今、厳しくなってきている取
引におけるコンプライアンス問題についても言及します。

一般経営 88



421 2013/12/1 小嶋　公志
税理士　小嶋税理士事務所
代表

相続税　大増税時代到来
～財産4000万でも税
金かかるの？！～

相続税の税制改革により、平成27年度から相続税が大幅に増税されます。
今までは「自分には関係ない」と思っていた人も、相続税の対象になってくる
可能性があります。いざという時の為に、これだけは知っておきたい相続と相
続税の仕組みをわかりやすく解説します。

税務・財
務・経理 69

422 2013/12/1
桜井　淳・濱
本　益元・表

真司

桜井氏：株式会社 湘南セー
ルスプロモーション・濱本氏：
グラン・ブルー・ワークス
LLC・表氏：商品写真どっとコ
ム

３人のプロがノウハウを語る
ネットショップ開業講座

～ネットショップ販売
戦略のプロ、キャッチ
コピーのプロ、商品
写真のプロ～

ネットショップを作って売上を伸ばしてみませんか。多く方がインターネットで
情報を集め、買い物をするようになってきました。スマートフォンの普及で消費
額は、今後さらに増えると予想されています。この講座ではネットショップの作
り方から運営まで、ウェブ制作、文章、写真の３つの項目に分け、それぞれの
道の現役プロフェッショナルが解説します。

一般経営 131

423 2013/11/1 渋井　真帆 歴史・経済作家
ナポレオンにみる、現代に必
要な真のリーダー像とは

セミナーオンデマンド
スペシャル企画　渋
井真帆　城山三郎経
済小説大賞受賞記
念

城山三郎経済小説大賞を受賞した経済小説「ザ・ロスチャイルド」　その作者
である渋井真帆氏が物語の重要人物であるナポレオンのリーダーシップにつ
いて分析。　坂本竜馬など数々のリーダーが参考にしたといわれる、その手
腕に迫ります。

一般経営 36

424 2013/11/1 佐藤　満
株式会社 佐藤満 国際経営・
農業研究所 社長　日本ゼネ
ラルモーターズ元社長

逆境を切り開く経営
～経営者、管理職に
求められるリーダー
シップと戦略～

タイでのホンダ乗用車シェアーを5年で2.5％から22％に引き上げたことでタイ
経営者協会最優秀経営者賞を受賞。日本では売れないと言われたJeepチェ
ロキーを2年で13000台売り、今日のRV車の仕掛け人となる。"伝説の男サト
マン"が物事がうまくいかないとき、原因は常に自分にあるー原因自分論ーを
説く。

一般経営 31

425 2013/11/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

これは便利！ワードとエクセ
ルを使った年賀状作成講座

～2014年午（うま）年
版～

この講座では年賀状を作成します。ワードでは「はがき文面印刷ウィザード」
を使った簡単かつ美しくできる年賀状のテンプレートを紹介。エクセルで作っ
た住所録のデータをワードのはがきの宛名面に差し込み印刷する方法を解
説します。

IT・パソコ
ン 32



426 2013/11/1
河辺　よしろ

う

ランチェスターマネジメント株
式会社 代表取締役　ビジネ
スモデルプロデューサー

消費税増税をビジネスチャン
スに変えるセミナー

～中小企業が消費
税増税の時代を生き
抜くために～

企業において、増税は資金繰りや価格転嫁で苦しむといったネガティブな部
分がクローズアップされます。しかし、増税をビジネスチャンスとして捉えて売
上拡大を狙ったり、新しいビジネススタイルを生み出す成長戦略をとる企業も
少なくありません。ランチェスター戦略の視点から売上拡大や新しい販路開拓
などのビジネスチャンスを生み出すために何を考えるかを学びます。

一般経営 48

427 2013/11/1 板倉　洋子 VMDインストラクター

商品の魅せ方で店内はこん
なに変わる！「見やすく・わか
りやすく・買いやすい売場作
り」

すぐに役立つ、ディス
プレイ「商品展示」

店舗のイメージをガラッと変えるディスプレイ。展示による商品の提案の仕方
や導線の作り方が売れ行きを左右します。そんな美しいディスプレイにはいく
つかのパターンがあります。このセミナーでは、実践的な商品展示の方法を
紹介します。

研修・人材
育成 51

428 2013/10/1
石井　亜由

美

東洋大学国際観光学部講師
カラーセラピスト 心の旅研究
家

観光ビジネスに活かす！色
彩活用法

色彩は人間の心身に大きな影響を与えています。色彩が与える効果やイメー
ジを活用することにより、観光地のイメージアップになります。また色彩心理や
カラーセラピーの効果を活用すると商品開発、土産物、店舗、ホテルや旅館
が活性化され、購買やリピート客につながります。このセミナーでは色彩を
ベースに、お客様の心をつかみ、五感に働きかける、観光地活性化術をわか
りやすくお伝えします。

一般経営 57

429 2013/10/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「エクセルができます！」と言
えるようになる講座（３）デー
タ入力と書式設定

～効率的なデータ入
力・書式設定～

表計算ソフトのエクセルはデータを入力して様々な方法で集計させたり、数式
を入力して計算させることができます。膨大なデータの入力や書式の設定方
法は様々です。本講座ではより効率的にデータを入力する方法や表を見やす
くするための書式の設定方法を学びます。

IT・パソコ
ン 32

430 2013/10/1 新名　史典
株式会社Smart Presen代表
取締役社長　プレゼンサポー
ター

「伝達力」で差をつけるプレゼ
ンテーション　ビフォア アフ
ターで学ぶ！プレゼン上達の
極意

聴衆の前に立ち、プロジェクターとスクリーンなどを使いながら、商品説明など
を行うビジネスプレゼンテーション。 この動画では、二人のビジネスパーソン
を例にとり、プレゼンテーション上達までの過程をビフォア・アフター（悪いプレ
ゼン→良いプレゼンになる）でわかりやすく解説します。

研修・人材
育成 56



431 2013/10/1 野川　悟志 税理士
中小企業のための税務調査
の基礎知識

～正しい理解で不安
を解消！対策・事前
準備のポイント～

会社を経営している以上、税務調査は避けて通ることはできません。税務当
局の現状を知り、税務調査の目的、調査のターゲット、調査手法を理解するこ
とで税務調査に対する不安をまず払拭することが肝心です。このセミナーで
は国税OB税理士が税務調査の基礎知識、調査の実態、対策について解説し
ます。

税務・財
務・経理 85

432 2013/9/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「エクセルができます！」と言
えるようになる講座（２）数式
と関数編

～計算式を使った
様々な値の算出方
法～

エクセルはデータを入力して様々な方法で集計を行なったり、数式を入力して
計算することができる表計算ソフトです。本講座では数式や関数を使った計
算方法の基礎から関数の組合せまで、エクセルの計算機能を中心に説明し
ます。欲しい値を瞬時に算出する方法を学びましょう。

IT・パソコ
ン 42

433 2013/9/1 村野　俊輔
立川税理士法人代表　税理
士

消費税につぶされない極意
～セミナー編～

消費税増税は企業の業種、就労形態、雇用形態によって影響が違います。ま
た業種によって消費税増税による収益が変わってきます。消費税を滞納して
しまったらどう乗り切ればよいのかなど、消費税に潰されない極意をお伝えし
ます。

税務・財
務・経理 48

434 2013/9/1
河辺　よしろ

う

ランチェスターマネジメント株
式会社 代表取締役　ビジネ
スモデルプロデューサー

ランチェスター戦略式１枚
シートで見えた！成功し続け
る社長の法則

〜儲かる仕組みをつ
くる、社長の為の最
強勉強法！〜

中小企業は「ヒト・モノ・カネ」などの経営資源が限られています。そのため限
られた資源を有効に使わなくてはなりません。では、どのように使えば効果的
か？　売り上げを上げるためにどこへ投資すればよいのかをお伝えします。1
枚のシンプルなシートで「儲かる仕組み」が一目でわかります！

一般経営 57

435 2013/9/1 進藤　勇治

進藤技術事務所所長　産業
評論家　工学博士　元通産
省企画官　元東京大学特任
教授

再生可能エネルギーと中小
企業の課題

日本のエネルギー事情は96％を海外からの輸入に頼っている。再生可能エ
ネルギーは純国産であり、クリーンで地球温暖化対策になり、原油価格に左
右されず、危険な原子力に変わるものとして期待が大きい。現在、太陽光、風
力、地熱といった自然エネルギーはまだ開発段階ですが将来の可能性があ
ります。そして、この分野で中小企業が活躍できる可能性を探ります。

政治経済 60



436 2013/9/1
西條　由貴

男
中小企業診断士　ヒューマン
プロデュース代表

独立・第二創業を応援！　ゼ
ロからはじめる弱者の作戦

夢や憧れだけで独立を考える人は少なくありません。「うっかり独立」してし
まった講師自身の失敗、体験から学んだ独立の現実とは…　「コネなし」「カネ
なし」「実績なし」という弱者は、どのようにビジネス戦略を考えればよいので
しょうか？　寅さん風「人情劇場」形式のセミナーで、未来への知恵と勇気を
お伝えします。

一般経営 91

437 2013/9/1 福田　剛大
サイ・クリエイション代表　仕
事の取れる名刺の専門家

コミュニケーションが苦手でも
お客さんがどんどん話はじめ
るすごい名刺が作れるセミ
ナー

元々、コミュニケーションが苦手だったという講師が開発したコミュニケーショ
ン円滑化ツール「仕事がとれる名刺」名刺の活用方法から記載内容の作成方
法、レイアウト方法などを最強名刺完成までの具体的な制作過程をお伝えし
ます。

一般経営 63

438 2013/9/1 倉田　大輔 さくらクリニック　院長
徳川家康に学ぶ？　超・健康
術

戦国時代を制し、250年以上続く江戸幕府を開いた徳川家康公。戦国武将と
して、誰よりも健康に気遣っていた健康マニアでも知られています。家康公の
「健康術」を知り、さらに現代医学で解明、仮想治療することで、現代を生きる
私達がより健康に生きる参考にしてみてはいかがでしょうか。

健康・ライ
フスタイル 38

439 2013/8/1 横山　悟一
財務リスク研究所株式会社
代表取締役

消費税増税をチャンスに変え
る

消費税増税で想定されるリスクは"財務的な知識不足"と"消費税率引き上げ
への対応の誤り"による資金繰りの悪化・倒産数の増加です。このセミナーで
は備えだけではなく「シンプル資金繰り表」「ビジュアル分析」など、財務的な
ツールを紹介。何があっても潰れない資金繰り体質を目指します。

税務・財
務・経理 95

440 2013/8/1 村尾　孝子

株式会社スマイル・ガーデン
代表取締役　医療接遇コミュ
ニケーションコンサルタント
薬剤師

忙しい医療人のための「医療
接遇マナーの基本とポイント」

～クレーム事例から
学ぶ～

忙しい医療現場であっても、いまはマナーが問われる時代。院内で気をつけ
たい礼儀の基本、心をあらわす礼儀など心の身だしなみを学びます。またよく
あるクレームの事例をもとに、どうすればよいのかを解説。患者さんが医療機
関に求めているものを理解し、患者さんとの信頼関係を深めます。

研修・人材
育成 28



441 2013/8/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

「エクセルができます！」と言
えるようになる講座（１）　入
門編

～エクセルで出来る
事とは？～

エクセルはデータを入力して様々な方法で集計を行なったり、数式を入力して
計算することができる表計算ソフトです。いろいろな表計算ソフトがあります
が、中でもエクセルは計算機能に優れ、単純な計算から関数計算まで行なう
ことができます。また、データからグラフを作成したり、データを蓄積してデー
タベースとして利用することもできます。この講座では業務で使用頻度が高い
エクセルの使い方を全般的に学びます。

IT・パソコ
ン 26

442 2013/8/1
長谷部　あ

ゆ
株式会社ShukaBerry　代表
取締役

売り手も買い手もハッピーに
なる「共感」の伝達力

～ストレスフリーな関
係を作る！～

あなたは伝えることに自信がありますか。仕事、家庭、交友関係において「伝
えること」はとても大切です。しかし、教育のなかで学ぶ機会はあまりありませ
ん。ただ一方的に伝えるのではなく、相手に届くことが重要です。そこで相手
が「聞きたい」と思うようになる「共感」について解説します。

一般経営 21

443 2013/8/1 八坂　豊 八坂事務所代表
奈良ロイヤルホテル再生物
語

～地域観光振興の
課題と可能性を探る
～

奈良ロイヤルホテルは市内でも最も大きいホテルの一つとして長年愛されて
きました。しかしバブル期の事業拡大が災い、2001年に会社更生法の適用を
受け、自主再建を目指す従業員のもと新会社を設立して奇跡的な復活を遂
げました。このドラマチックな再生の中でターンアラウンド・マネージャーとして
関わった講師が再生への取り組みを語る。

研修・人材
育成 55

444 2013/7/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

業務効率に差をつける！便
利なワード裏ワザ講座

ワードは文書作成、資料作成、はがき作成など業務でも一般的に使用する汎
用性に優れたソフトです。文書の作成や加工・修正作業に手間をかけなくても
一括で処理出来る機能がいくつかあります。この講座ではワードで文書を作
成する際の効率を最大限に上げる為のワンポイント機能を中心に解説しま
す。

IT・パソコ
ン 22

445 2013/7/1 村野　俊輔
立川税理士法人代表　税理
士

消費税につぶされない極意
～対談編～

消費税は平成26年４月から８％、さらに平成27年10月から10％と段階的にあ
がる予定です。約７割の経営者が価格転嫁が難しいと感じているなか、中小
企業が生き残るためにはどうすればよいのでしょうか。このセミナーでは実際
に損益計算書を用いて、消費税の仕組みを解説します。

税務・財
務・経理 48



446 2013/7/1
斎藤　元有

輝
マーケティングプロデュー
サー

小さな会社がお客を増やす７
つの方法

ソーシャルメディアを
使って売り上げアッ
プするコツ

ひと昔前まではホームページを作るだけで集客ができました。しかし、多くの
会社、お店がホームページを持つようになったいま、それだけでの集客は難し
くなっています。このセミナーではfacebook、LINE、アメブロ、twitter、youtube
といったSNSを活用して、集客するコツを解説します。

一般経営 88

447 2013/7/1 石田　宜久
観光コンサルタント　ホスピタ
リティコンサルタント

ここがキモ！「格安」「特別」で
はもう売れない多層化する観
光業でのホテルと旅館

～ワンコインは自分
の首を絞めているダ
ケ！？～

いま旅行者の趣向、選択肢は多岐にわたります。そうしたなか、ホテル、旅館
といった宿泊施設は以前の団体客の応対とはまた違ったものを求められてい
ます。このセミナーでは価格だけで勝負をしない、付加価値でお客様を満足さ
せるために、どうすればよいのかをお伝えします。

一般経営 35

448 2013/6/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

これは便利！エクセルを使っ
たデータ集計講座

～販売実績の集計
にピボットテーブルを
つかえ！～

エクセルは今や仕事をする上で欠かせないソフトの１つです。特にデータの集
計機能は使用頻度の高い機能です。アンケートや販売結果の集計など膨大
な量のデータ集計を会社の上司から頼まれた経験がある方は多いのではな
いでしょうか。このような手間のかかる集計作業はエクセルのピボットテーブ
ル機能を使えば一瞬で行う事ができます。この講座では便利なピボットテー
ブルの使用方法について解説します。

IT・パソコ
ン 23

449 2013/6/1 富山　さつき
株式会社クイック・ワーカー
代表取締役　税理士

社長必見！！会社の資金繰
り

～数値が読める～

成長している企業には共通の要件があります。経営者が数値を将来の経営
判断に使えるようになることは、そのひとつ。損益計算書や賃借対照表を読
めるようにすること、そしてキャッシュフローの考え方を知るための実践的な
研修を行ないます。

税務・財
務・経理 64

450 2013/6/1 石田　宜久
観光コンサルタント　ホスピタ
リティコンサルタント

地域活性化には「極！観光」

～すべての人が訪
れたくなければ意味
がない！？観光ホス
ピタリティで“すべて”
を魅了する！～

観光地とひとことで言っても、その“かたち”は様々です。地域の特性と“みりょ
く”を最大限に引き出す地域づくりが必要とされています。すべての人が訪れ
てよい経験と思い出が作れる、そんな“みりょく”とは…これからの観光とホス
ピタリティの開発と発展のビジョンを語ります。

一般経営 38



451 2013/5/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ワードで作る！案内地図作成
講座

～分かりやすい地図
を使って集客アップ
～

Wordの作図機能はとても多機能です。ちょっとした地図なら、専用のグラ
フィックソフトを使わなくても、Wordだけで十分作成することができる。いろんな
タイプの地図を作成できますが、今回はチラシに掲載するお店の場所や、お
知らせなどに掲載する集合場所などの「案内地図」に焦点をあてて解説する。

IT・パソコ
ン 32

452 2013/5/1 小倉　庸敬
株式会社淀川製作所 代表
取締役

町工場のおやじ　はじめての
電気自動車に挑む！！

～不況なんかに負け
へんで！「Meguru」
開発奮闘記！～

大企業の生産拠点が海外へ移転し、空洞化が進んでいる。そんな逆境化で
板金加工会社は生き残りをかけて、電気自動車の開発をスタートさせた。知
識がなく部品や材料は試行錯誤、妥協を許さないデザイナーと職人のプライ
ドをかけた戦い、不足する資金など様々な問題を乗り越えて完成させるまで
の道のりをユーモアたっぷりに語る。

一般経営 34

453 2013/5/1 夏川　立也
株式会社アイ・エヌ・ジー伝
達研究所 所長　コミュニケー
ション・プロデューサー

“笑い”で周囲を明るく・楽し
く、業績アップ！

～スベらないための
コミュニケーション術
とは～

“スベらない”ということは、相手が期待通りに動くということ。笑うと人は楽し
い気分になり、前向きな感情を持つようになるという。スベらない話術、さりげ
ない行動で社内も社会も明るくなる。笑いのツボ、空気作りのコツを人気の講
師が楽しく伝授する。

研修・人材
育成 89

454 2013/5/1 渋井　正浩
株式会社エムエス研修企画
代表取締役

３年後の会社を考える経営者
のための 『日経活用法』

日経読みこなし隊が開催する幻の経済セミナーをパワーアップ。中小企業の
経営者をターゲットに、日本経済新聞の自社への活用方法を提案する。企業
が売上高を増加させる6つの方法を紹介。全国の中小企業の成功事例を取り
上げる「新興・中小企業面」を分析して、他社の成功事例を参考に自社に活
かせる方法を解説する。

一般経営 35

455 2013/5/1
村山　喜久

治
明治生命保険相互会社 元
取締役　セミナー講師

人生を変える　感動コトバ ～人は化ける～

感動する言葉によって人は変わることができるという。最近メディアに取り上
げられる話題の人物や新聞などの記事から言葉を抜粋、自らの経験談を語
る。目標や夢をもち、光り輝く小さな巨人になるためにはどうすればいのか。
26歳で保険会社に中途採用、どん底の経験をバネに営業一筋に邁進してき
た氏の人生で得たものとは。

研修・人材
育成 83



456 2013/5/1
長谷部　あ

ゆ
株式会社ShukaBerry　代表
取締役

工務店・リフォーム会社のた
めの集客・販促術

～住宅リフォームを
年間1億円売った！
トップセールスの秘
密～

資格・キャリア・肩書きなしから年間一億円を売り上げた「なぜそんなに売れ
たのか？」その多数のテクニックを語る。数ある営業方法や販促術を学んだ
がうまくいかないことも…そこで構築された独自のノウハウとはいかなるもの
か。工務店・リフォームという高額商品を売る集客術と販促術、そして女性な
らでは共感と信頼を生む４つのポイント、営業につかえるコミュニケーション術
を説明する。

一般経営 56

457 2013/4/1
山田　千穂

子

人財育成コンサルタント　株
式会社レインボーコミュニ
ケーション代表取締役

部下を持つ方への「指導力向
上」研修

～メンターとしてのほ
め方・叱り方を身に
つけ、部下を伸ばそ
う！～

メンターとは、よき助言者・指導者という意味である。年齢や社歴の近い先輩
社員が、新入社員の仕事における不安や悩みの解消、業務の指導・育成を
する際、メンターとしての接し方を心得ているだけで、部下の伸び方が違うと
いう。この研修では交流分析「エゴグラム」を用い、自分を知り、他者との関わ
り方への意識を高め、指導力・応対力を向上させることを目指す。

研修・人材
育成 81

458 2013/4/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

新社会人なら必須！　パワー
ポイント活用講座

～これだけ覚えれば
使える！～

プレゼンテーション資料の作成を強力にバックアップするソフト、パワーポイン
ト。この研修セミナーでは社内向けに新製品を紹介する資料を作成しながら、
基本的な使い方を説明する。新社会人だけではなくパワーポイントを使ったこ
とがない人にも、わかりやすく操作方法が学べる。

IT・パソコ
ン 38

459 2013/4/1
長谷部　あ

ゆ
株式会社ShukaBerry　代表
取締役

女性客の購買心理をつかん
で売り上げを上げる

～年間1億円売った
営業の女王が教え
る、営業・接客・コミュ
ニケーション～

営業をやり始めた時、営業が苦手な性格で「飽き性で面倒くさがりで、しかも
うたれ弱い…」という、営業に向かない性格だった本セミナー講師が独自に編
み出した営業方法を紹介する。氏が着目したのは買い物をするとき、女性と
男性では心理状態が違うということ。家計の財布の紐を握る女性心理の読み
解き方、売るためのコミュニケーション方法、そして売り上げを上げるためのリ
ピーター育成方法を解説する。

一般経営 118

460 2013/3/1 日永　保美
ヘルスコーディネートインスト
ラクター

オフィスで疲労回復　即効ス
トレッチ

日々のオフィスワークでは長時間おなじ姿勢になることが多く、筋肉内に疲労
物質がたまり、血行が悪くなり筋肉がこわばる原因となっている。またパソコ
ンの使用は眼精疲労、前傾姿勢による首や肩の疲労の原因となっている。そ
こでオフィスでできる効果的なストレッチを10通り紹介する。

健康・ライ
フスタイル 64



461 2013/3/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

新社会人なら必須！　エクセ
ルビジネス活用講座

～日々の業務に使
える15の技～

表計算ソフト、エクセルはビジネスシーンで欠かせない。新入社員が最低限お
さえておきたい15の技、表の作成や編集、関数を使った計算処理、グラフの
作成、印刷などの基本操作をはじめ、ワークシート間の連携データの並び替
え、抽出、集計方法を解説する。

IT・パソコ
ン 38

462 2013/3/1 木戸　一敏
モエル株式会社　代表取締
役　営業コンサルタント

小心者でも獲れる！実践的
営業法

～売り込みゼロで売
れる！ツール活用の
極意とは？～

飛びこみや訪問営業の現場では、玄関先のインターホンで断られる場面が
多々ある。いくらタフな営業マンでもこれでは気が滅入ってしまう。では、玄関
のドアをくぐり抜け商談を成功に導くにはどうしたらよいのか。小心者でもでき
た使える実践的なノウハウを紹介する。

研修・人材
育成 118

463 2013/3/1 藤井　正隆
株式会社イマージョン　代表
取締役社長　ＭＢＡ（経営学
修士）

日本を元気にする5つの企業
／ウサギとカメの経営法則

〜事例に学ぶ！未
来につながる企業の
あり方〜

ゆっくりとではあるが着実に成長しているカメ型企業。その代表例として年輪
経営の食品製造業、一輪挿し経営のホテルチェーンなど独自の経営手法を
とっているところが多くみられる。これらをカメ型企業に共通している経営法則
に迫る。

一般経営 74

464 2013/2/1 西澤　浩二
グローアップ教育センター代
表

部下の能力をトコトン引き出
すコミュニケーション術

～部下のモチベー
ションを高める上司
は、ここが違う～

いまビジネスに必要なもの、そのひとつに付加価値サービスがあげられる。そ
の付加価値を生みだすのはものごとを考える力である。思考力が弱っている
といわれている現代人、彼らが本来もっている能力を引き出すには自分自身
のコミュニケーション力の強化が欠かせない。その強化方法を熱く語る。

研修・人材
育成 119

465 2013/2/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

武士道精神を今に活かす武
士道経営とは

～八重と会津藩、
「什の掟」から学ぶ～

2013年のNHK大河ドラマで主人公として描かれる新島八重。幕末に会津藩で
生まれ、戊辰戦争ではジャンヌダルクのように戦い、維新後は夫とともに同志
社大学を創立する明治のハンサムウーマンと呼ばれた女性です。なぜ、新島
八重は逆境の中、主体的に生き抜くことができたのか。それは会津藩の武士
道教育の影響が大きかったのではないでしょうか。では、武士道とは何か。そ
して、武士道の精神を今、ビジネスに携わる人はどう活かすべきなのか。企
業の勝ち残りを指導する新進気鋭のコンサルタントが体系化した「武士道経
営」を解説。

一般経営 39



466 2013/2/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

すぐに使える　エクセル関数
活用講座（２）

～関数を使って業務
の効率化を図る～

関数とは複雑な計算を簡略化し、簡単便利に使えるようにしたものである。 
使用頻度・重要度の高い関数を覚えることによって作業効率は著しくあがる。 
今回は順位をつける関数、期間を算出する関数などを紹介する。

IT・パソコ
ン 37

467 2013/2/1 杉山　春樹
株式会社フード＆サクセス代
表取締役

100回失敗50億円失った社長
が語る七転び八起きの成功
術

人生失敗つづき！ゼロから始めた飲食店をチェーン展開し、150店舗、年商
50億円まで育てるも上場前に乗っとられる。それでもあきらめないモチベー
ションはどこから来るのか。「失敗を恐れないこと」「人を信じること」そして自
身の体験から生まれた「立ち直るため、夢をつかむための法則」を紹介。【成
功】を【成幸】とする真意に迫る。

実務家 53

468 2013/2/1 小泉　吉永
学術博士（金沢大学）　法政
大学講師　往来物研究家

江戸時代の教訓書「親子茶
呑咄」に学ぶ、経営者の心
後編

～あらためて見直す
日本の心～

地域のこと、人のことを常に考え、指導者として強い心を持たなければならな
かった江戸時代の庄屋。 
それは現代の経営者に似ている部分が多いのではないか。相手の利害を考
えることなど、その心を探る。

一般経営 110

469 2013/2/1 早川　知佐 歴史プロデューサー　六龍堂
信州松代藩　 佐久間象山の
人間力とは

～激動を生きた世紀
の天才志士～

幕末の松代藩士、兵学者・朱子学者・思想家である佐久間象山。彼の弟子に
は吉田松陰をはじめ、勝海舟、坂本竜馬など当時の日本の将来を担う人物
が多数おり、幕末の動乱期に影響を与えた。そんな彼の人物像を解説する。

一般経営 16

470 2013/1/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

八重と会津藩に学ぶ
～激動の時代を駆け
抜けた人生、その生
涯に迫る～

2013年のNHK大河ドラマで主人公として描かれる新島八重。幕末に会津藩で
生まれ、戊辰戦争ではジャンヌダルクのように戦い、維新後は夫とともに同志
社大学を創立する明治のハンサムウーマンと呼ばれた女性です。なぜ、新島
八重は逆境の中、主体的に生き抜くことができたのか。それは会津藩の武士
道教育の影響が大きかったのではないでしょうか。では、武士道とは何か。そ
して、武士道の精神を今、ビジネスに携わる人はどう活かすべきなのか。企
業の勝ち残りを指導する新進気鋭のコンサルタントが体系化した「武士道経
営」を解説。

一般経営 126



471 2013/1/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

新春大売出し　チラシ作成講
座

～季節感のあるＰＯ
Ｐチラシの作り方～

Wordのイラストや図形を扱い、カンタンに魅力的なセールチラシを作成。 
そのために必要なテクニックを説明する。

IT・パソコ
ン 34

472 2013/1/1 小泉　吉永
学術博士（金沢大学）　法政
大学講師　往来物研究家

江戸時代の教訓書「親子茶
呑咄（おやこちゃのみばな
し）」に学ぶ、経営者の心　前
編

〜現代に問いかけ
る、江戸時代からの
メッセージ〜

「親子茶呑咄」には庄屋（町を治めるもの）と家長（家を治めるもの）としての
心得が記されている。 
そこには従業員への接し方なども記されていた。日本的経営の根幹である江
戸時代の経営方法とは。

一般経営 110

473 2012/12/1 日永　保美
ヘルスコーディネートインスト
ラクター

心と脳のビタミンチャージ
ストレス・脳疲労を
スッキリ解消!!

笑いはストレス解消になるだけではない。なんと10秒笑うだけでボートを10分
間漕ぐのと同じ運動量があるという説もある。その笑いと脳トレを組み合わせ
た体操をご紹介。 
ぜひモニターの前で一緒にやってみてください。

健康・ライ
フスタイル 23

474 2012/12/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

宛名印刷に大活躍！　エクセ
ルで住所録作成講座

表計算ソフトのエクセルにはかなり高度なデータベース機能が備わっており、
家庭で扱うデータを取り扱うには十分である。 
このセミナーでは、エクセルのデータベース機能を使い住所録の作成と使い
方を紹介する。年賀状やDMはがきの宛名等、色々な場面で活用する事が可
能になる。

IT・パソコ
ン 23

475 2012/12/1 一圓　克彦
一圓克彦事務所 代表　リ
ピーター創出専門コンサルタ
ント

業種別でわかる！　0円で8割
をリピーターにする方法

～お客さんをファン
にするには一円もか
かりません！～

リピーターの存在が重要だと理解はしているけれど…「お客様を自社のファン
にするのにお金はかからない。」 
長く続く不況、デフレ下にあり、集客術としての価格競争に巻き込まれていな
いだろうか。 
経営のために必要なリピーター創出の考え方、そして「いい商品を、必要な人
に届ける」という本質としてのリピーター創出の側面を改めて考えてみること
を提案する。

一般経営 109



476 2012/11/1 渋井　正浩
株式会社エムエス研修企画
代表取締役

知ると役立つ金融機関のオ
モテ事情・ウラ事情

本来win-winの関係にあるはずである企業と金融機関の間で、お互いの理解
不足から取引がスムーズに進まないケースも少なくない。 
この問題を企業が解決するには、金融機関が何を考えているのかを知ること
が大切である。? 
このセミナーでは銀行と上手に付き合うために知っておくべきことを説明す
る。

税務・財
務・経理 58

477 2012/11/1 響城　れい

掃除・片づけコンサルタント
株式会社ダブルビーイング
社長　一般社団法人日本
シェアハウス協会理事

「仕事力を育てる 新・片づけ
術」〈後編〉

～1日10分の行動で
劇的に変わり始め
る!!～

片づけようと思っても、時間がないために後回しになっていませんか。 
1日10分の行動で変わる片づけ術を、実演を交え説明する。

研修・人材
育成 24

478 2012/10/1 関　廣義
「カリスマ経営」　関経営　代
表取締役　中小企業診断士

企業を成長させる幹部・管理
者・部下の育て方

～情熱に満ち溢れた
一体感ある組織づく
りとは～

「企業は倒産するようにできている」　 
事実、40％の企業が創業１年以内に消滅している。 
企業を存続、成長させるためには、経営者の分身である幹部が必要不可欠
だ。 
情熱に満ち溢れた一体感ある組織づくりを、独自のカリスマ経営者論で繰り
広げる。 
創業者と夢を同じくする幹部の育成方法とは。

一般経営 84

479 2012/10/1 黒田　クロ
漫画家　漫遊書家　イラスト
レーター　株式会社クロデザ
インスタジオ　代表

考え方がその人の人生を決
める

何気ない日々の口ぐせが、考え方へ大きな影響を与えているという。 
「ユニーク」かつ「ユーモア」あふれる切り口で語られる「人生」と「モチベーショ
ン」の有意義な姿とは。 
漫画家であり、漫遊書家、イラストレーターとしての活躍の傍ら、年間200回を
超える講演会をこなす同氏がおくる、日々の心がまえについて考えるセミナー
です。

研修・人材
育成 66

480 2012/10/1 吉見　範一
日本営業ツール研究所所長
営業ツール専門コンサルタン
ト

成約率を10倍にする！ 究極
の名刺交換術

～「新規開拓の神
様」が明かす！ 儲か
る企業の売れる秘密
～

ビジネスコミュニケーションの代表格であり、入り口でもある名刺交換。基礎
中の基礎と思われるこの交流の中に、実は営業スキルを向上させる重要な
要素がびっしり詰まっているという。 
相手の心をこちらに開かせ、良い商品を気持ちよく買ってもらい、商談を成功
させるための実践的研修セミナー。

研修・人材
育成 103



481 2012/10/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

注文したくなるメニュー表作
成講座（１）

～ランチメニュー編
～

ワードの各種機能を使い魅力的なメニュー表を作成。 
図形の扱い方、テクスチャの設定、写真の扱い方、ワードアートを使った文字
の装飾を解説する。

IT・パソコ
ン 34

482 2012/10/1 響城　れい

掃除・片づけコンサルタント
株式会社ダブルビーイング
社長　一般社団法人日本
シェアハウス協会理事

「仕事力を育てる 新・片づけ
術」〈前編〉

～1日10分の行動で
劇的に変わり始め
る!!～

一般的な社員は１日に平均30～40分もの時間を探し物のために費やしてい
るといわれている。 
このセミナーではオフィスの整理整頓を通じて時間とコストをカットする術を紹
介する。

研修・人材
育成 64

483 2012/9/1 小池　浩二
マイスター・コンサルタンツ株
式会社　代表取締役

今業績をつくれる企業の黄金
法則

結果を出せない組織
に足りないものは何
か!?

「会社は人間動物園であり、潰れるようにできている」だからこそ会社組織を
統一させるために明確な指針を組み立てなければならない。円高、材料費
高、海外要因等、外部からの影響を受けやすい中小企業ではなおさらのこと
である。このセミナーでは成長する企業の経営基盤の整え方、そしてこれから
の時代への対応のあり方を解説する。

一般経営 86

484 2012/9/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

ワードでつくる　かんたんＰＯ
Ｐ広告作成講座（１）

～目をひく店頭求人
広告編～

ワードを使って色鮮やか店頭ＰＯＰ広告を作成する。クリップアート（イラス
ト）、図形、テキストボックス、それぞれの扱い方。そしてワードアートを使った
文字の装飾について説明する。

IT・パソコ
ン 37

485 2012/9/1
ナカノ・マク

レーン
株式会社マジカルハートビー
ト代表取締役　マジシャン

マジシャンが教える　魔法の
コミュニケーション術

～一瞬にして、お客
様の心をつかむテク
ニック～

指先の器用さや目の前に起こる不思議な現象だけがマジックではない。マジ
シャンはネタを披露している間に多彩なコミュニケーションを行っている。前半
ではマジックを披露、後半ではショーの途中にどのようなコミュニケーションで
観客を魅了しているのかを解説する。マジックにはネタだけではなくコミュニ
ケーションを円滑にする仕掛けが隠されている。

研修・人材
育成 53



486 2012/9/1 田中　博文
ジェイ・キャピタル・パート
ナーズ株式会社　代表パート
ナー

中小企業のためのM&A
成功させるための基
礎知識

日本経済を支える中小企業。社長の平均年齢はあがり、事業承継への取り
組みが重要な時代となっている。自社の事業を絶やさないために事業承継の
新しい手法としてM&Aを選択する場合、成功させるために知っておくべき基礎
知識について解説します。

一般経営 51

487 2012/8/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

すぐに使える　エクセル関数
活用講座（１）

～関数をつかって業
務効率アップ～

関数とは、複雑な計算を「簡略化」し、あらかじめ定義することにより、かんた
ん便利に使えるようにしたものです。エクセル関数の実際の使用例を用いて
関数の活用方法を学びます。

IT・パソコ
ン 42

488 2012/8/1 飯田　聡之
株式会社ティーアイ・メディカ
ル代表取締役

失敗しない！幸せな「老人
ホーム」の選び方　対談編

～入所後に後悔しな
いために知っておく
べきポイント解説～

進む高齢化。介護は決して他人事ではなく身近な話題になってきている。介
護施設に入所した後、後悔しないためにはどのような点に注意すればよいの
か。このセミナーではQ&A形式で見学に行ったときに注意すべき点や契約す
る際に気をつけるべきこと、また入居後に家族としてすべきことなどを説明す
る。

環境・高齢
化 54

489 2012/8/1
ナカノ・マク

レーン
株式会社マジカルハートビー
ト代表取締役　マジシャン

３０秒で心を掴む魔法のコミュ
ニケーション術

～マジシャンが隠し
続けるホントの種～

指先の器用さや目の前に起こる不思議な現象だけがマジックではなく、一瞬
にして観客の心を掴むコミュニケーション術もマジックのひとつではないか。お
客さんの心を掴むスペシャリストであるマジシャンが人との距離をぐっと近づ
ける魔法のコミュニケーション術を説明する。数々の現場をこなしてきた本物
だからこそ伝えられる超一流の技術とは。

研修・人材
育成 29

490 2012/8/1 田中　博文
ジェイ・キャピタル・パート
ナーズ株式会社　代表パート
ナー

事業承継　新たな道、M&Aを
考える

～いま注目、円満に
事業承継をさせるた
めには～

経営者の高齢化がすすみ、引退の時期が近づいている。今後「会社をどのよ
うに存続させていくのか」が課題になっている。だが実際に後継者を見つける
のはたやすいことではない。そこで事業承継の新たな道であるM&Aを考えて
みてはどうだろう。その場合、買い手と売り手それぞれにどのようなメリットと
デメリットがあるのかを解説する。

一般経営 51



491 2012/7/1 大嶋　啓介
有限会社てっぺん　代表取
締役

社員の元気・やる気に火をつ
ける！

～本気のあいさつで
人は変わる～

「日本一の朝礼」と言われる居酒屋「てっぺん」の朝礼。人を変える方法は「そ
の人の可能性を信じてあげる」こと、やる気のない人でも「可能性に気づけ
ば、人生は変わる！」、そして人が輝くためには、“可能性に気づく”ことだと大
嶋氏は言います。「人が変わる状態」とは何か。その仕組みを紹介します。

実務家 44

492 2012/7/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

エクセルでつくる売上管理表
初めての人でも分か
る計算式と関数の使
い方

計算式、関数といったエクセルの基礎を覚えることはビジネスマンにとって必
要不可欠なスキルである。この講座では売上管理表を作成しながら表作成、
書式の設定方法、エクセルのワークシートに数式を入力し計算する方法を学
ぶ。エクセルでは特定の値を変更する必要が生じても、この数式を覚えてい
れば入力値を変更するだけで、結果が自動的に変更される。この機能は様々
な書類作成に使える。

IT・パソコ
ン 30

493 2012/7/1
河辺　よしろ

う

ランチェスターマネジメント株
式会社 代表取締役　ビジネ
スモデルプロデューサー

“売れない時代”に利益を伸
ばすためには！

～事業リノベーション
（再構築）で不況を乗
り切る逆転発想法～

「出口が見えない」と言われる不況下にある日本。全体の企業数も減り、人口
減少社会である現状において中小企業は倒産しないためには何に注意すべ
きなのか。「経営は生き物、これをやれば、大丈夫という正解はどこにもな
い。」と語る氏が考える、今の時代を勝ち抜くために必要な「売上げ、利益」の
考え方、ビジネスモデルの重要性、またその戦略とは。

一般経営 93

494 2012/7/1 大林　亨輔
株式会社ミリオンバリュー代
表取締役

フェイスブック３ステップ集客
術（３）

～フェイスブックペー
ジの制作・実際の運
用～

前回までのセミナーではフェイスブックページの登録方法、プランニングを紹
介しました。第３ステップとなる今回は実際に制作、運用を取り上げます。自
社で作るのか、他社に依頼するのか。もし依頼するのであればどういったこと
に注意すればよいのでしょうか。ただ作っただけで終わらせるのではなく利益
につながる運用方法についての解説をします。

IT・パソコ
ン 98

495 2012/7/1 飯田　聡之
株式会社ティーアイ・メディカ
ル代表取締役

失敗しない！幸せな「老人
ホーム」の選び方　セミナー
編

～入所後に後悔しな
いために知っておく
べきポイント解説～

歴史上、類をみない高齢化社会になりつつある日本。介護サービスの多様化
に伴い、居宅サービスや施設サービスなど様々なサービスが展開されていま
す。介護事業の現状と問題点を挙げ、入所後に後悔しないための利用事例と
評価制度の仕組みとその利用方法について詳しく解説します。

環境・高齢
化 54



496 2012/6/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

これは便利！　ワードとエク
セルを使った暑中見舞い作
成講座

～住所録データをは
がきの宛名に活用～

この講座では暑中見舞いを作成する。ワードの「はがき文面印刷ウィザード」
で簡単かつ美しくできる暑中見舞いのテンプレートを紹介し、エクセルで作っ
た住所録のデータをワードのはがきの宛名面に差し込み印刷する方法を説
明する。

IT・パソコ
ン 30

497 2012/6/1 大林　亨輔
株式会社ミリオンバリュー代
表取締役

フェイスブック３ステップ集客
術（２）

～フェイスブックペー
ジのプランニング・運
用～

フェイスブックを始めてみたものの、いったいどのようにビジネス活用をしてい
けばよいのでしょうか。疑問に感じていらっしゃる方は多いと思われます。そこ
で第二ステップ、プランニングと運用を考えてみましょう。実際に成功している
例を挙げながら、どういったコンテンツが受け入れられているのかを大林氏が
説明します。

IT・パソコ
ン 29

498 2012/5/1 平松　徹

株式会社ソフィア　代表取締
役　社会保険労務士　中小
企業診断士　環境・品質ISO
主任審査員

使いこなしてなんぼのISO（セ
ミナー編）

～ISOでマネジメント
していますか？～

国際標準化機構ISOを取得しても、具体的に活用できていない企業が多いの
ではないでしょうか。このセミナーでは企業がISOをうまく使いこなすポイント、
ISOを駆使して組織を良くするためのマネジメント方法を紹介。企業実態に
合った企業運営を基盤に、それをISOで補完するという考え方で見えてくる
PDCA、5Sなど、企業として意識したいマネジメントの重要ポイントを解説しま
す。

一般経営 103

499 2012/5/1 岩見　誠
株式会社ブレーン　パソコン
セミナー専任講師

新社会人なら必須！ビジネス
文書作成講座

～Wordを使用して効
率よい文書の作成方
法を学ぶ～

社会人なら必須のビジネス文書をワードで作成するプロセスを解説。基本操
作から、箇条書き・飾り文字さらに仕上がった文書の印刷方法まで、ワードの
多彩な文書編集機能を紹介する。

IT・パソコ
ン 38

500 2012/5/1
加藤　美香

保
弁護士 リスク回避と弁護士の使い方

弁護士ならではの体験を元に企業経営に役立つ情報をご紹介。企業をとりま
く、あらゆるリスクやトラブル発生後に想定される弊害など、経営者として認識
しておきたい問題を解説します。トラブルを未然に防ぐために必要なこと、ま
たそれらに対する対処法などを、事例を通じて、弁護士視点でお伝えします。

法律 52



501 2012/5/1 大林　亨輔
株式会社ミリオンバリュー代
表取締役

フェイスブック３ステップ集客
術（１）

～フェイスブックの特
徴、個人ページと
ホームページの充実
～

2012年日本においてフェイスブックのユーザーは1000万人を超え、創業者
マーク・ザッカーバーグの起業物語は映画化され注目を集めた。株式公開で
盛り上がりをみせるフェイスブックはビジネスに有効なSNSだというところも注
目すべき点だ。第１ステップでは商品を買ってもらう仕組みの変化とフェイス
ブックの始め方を大林氏が解説する。

IT・パソコ
ン 98

502 2012/5/1
斎藤　元有

輝
マーケティングプロデュー
サー

「売れる人、売れない人」“行
列のできるホームページ”の
仕掛け

ホームページを作り、成果をあげるにはどのようにしたらよいのでしょうか。そ
のためには【どのようにすると問合せが増え、顧客の獲得につながるのか】と
いう、売るための工夫が必要となります。ホームページコンサルタント斎藤氏
がスグに使えるノウハウや考え方の具体例を交えわかりやすくお伝えしま
す。営業ツールとなる魅力的なホームページを作りませんか。

一般経営 23

503 2012/4/1 平松　徹

株式会社ソフィア　代表取締
役　社会保険労務士　中小
企業診断士　環境・品質ISO
主任審査員

使いこなしてなんぼのISO（対
談編）

国際標準化機構ISOを取得しても、具体的に活用できていない企業が多いの
ではないでしょうか。このセミナーではISOとは一体何なのかを確認しながら、
企業がISOをうまく使いこなすポイント、ISOを駆使して組織を良くするための
マネジメント方法を解説します。

一般経営 103

504 2012/4/1 高塚　苑美
株式会社グローバルセール
スパートナーズ代表取締役

クルマを売りたいならクルマ
の話はやめなさい！

このタイトル、不思議だと思いませんか？なぜ車を売りたいのに車の話をして
はいけないのでしょうか？車の知識が全くないにも関わらず、イタリア車を8年
間に800台も売った伝説のトップセールスウーマン高塚氏が営業の心得を披
露します。みれば納得、すぐにつかえるお客様の心を掴む共感営業のコツと
は？

研修・人材
育成 24

505 2012/3/1 宮崎　敬士
メディアジャパン株式会社代
表取締役

検索エンジンで上位表示する
方法教えます（対談編　Q&A）

自社のホームページを使って、新規顧客の獲得や集客に役立てるためには、
インターネット検索で上位に表示することが重要となります。このセミナーでは
上位表示のためのノウハウを具体的にお伝えします。検索エンジンにまつわ
る「素朴な疑問」や「よく聞かれる質問」をピックアップしながら、上位表示のコ
ツを解説します。

一般経営 23



506 2012/3/1 黒岩　禅
株式会社佐藤商会　執行役
員

最高のチームをつくるシンプ
ルな仕掛け

レンタルビデオのTSUTAYAで5つ星店長に認定され、さらにTSUTAYA従業員
満足度調査にて全国1位となった講師が語る。リーダーに求められる資質。最
高のチームを作り、売り上げも上げ、スタッフも幸せになるためのマネジメント
を解説します。

研修・人材
育成 26

507 2012/2/1
上岡　実弥

子
株式会社キャラウィット代表
取締役　中小企業診断士

女性管理者の基礎知識　Ｐａｒ
ｔ２

女性管理者のスキルアップを目的としたセミナーです。良い例と悪い例を再
現しながら分かりやすく解説します。パート2の今回は、良いチーム、組織の
作り方、人材育成方法、管理職におけるPDCAサイクルの活用法など、もうす
でに管理者の方も、これから管理者になるという方も、どちらも知っておきた
い管理者のリーダーシップにおける基礎知識をご紹介します。

研修・人材
育成 129

508 2012/2/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

平清盛に学ぶ栄える会社、滅
びる会社、３つの違い

～セミナー編～

歴史に精通し、企業のコンサルティング、マーケティングプロデューサーとして
活躍する講師がおくる「平清盛に学ぶ栄える会社と滅びる会社の違い」。現代
に生きる私たちに、平清盛は何を教えてくれるのか。また、現代のビジネスに
どのように活かすことができるのか。平清盛の人物像に迫ります。

一般経営 47

509 2012/2/1 宮崎　敬士
メディアジャパン株式会社代
表取締役

検索エンジンで上位表示する
方法教えます（セミナー編）

「なんだ、そんなことだったのか」意外と簡単なネットの仕組みをご紹介。検索
エンジンで上位に表示させるために必要な知識と知っておきたい重要ポイント
を解説します。

一般経営 46

510 2012/2/1 藤冨　雅則 営業アドバイザー
ムリせず、ウソをつかず、１億
売れた！！「営業トーク」

営業マンのための高度なコミュニケーション能力を身につけるためのセミナー
です。心理学的なアプローチから、他社理解、人間関係構築の方法など、ビ
ジネストークで必要な「人と人とのつながり」を促す、具体的な会話術をご紹
介します。

研修・人材
育成 26



511 2012/1/1
上岡　実弥

子
株式会社キャラウィット代表
取締役　中小企業診断士

女性管理者の基礎知識　～
Part 1～

女性管理者のスキルアップを目的としたセミナーです。良い例と悪い例を再
現しながら分かりやすく解説します。もうすでに管理者の方も、これから管理
者になるという方も、どちらも知っておきたい管理者のリーダーシップにおける
基礎知識をご紹介します。

研修・人材
育成 129

512 2012/1/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

平清盛、その成功と失敗 ～対談編～

平清盛とはどんな人物だったのか。 
清盛の生きざまに今、私たちは何を学ぶべきなのか。 
経営コンサルタントの福永雅文氏が3つのテーマを挙げ、 
政権の樹立から滅亡までを語る。

一般経営 107

513 2012/1/1 西田　陽子
ターニングポイント株式会社
代表取締役社長

男性・女性の購買心理特性

～オトコとオンナの
脳と心のしくみを知
ると自分が変わる、
仕事が変わる、出会
いが変わる！～（対
談編）

男性と女性とではそれぞれ違った価値観や特徴があり、マーケティングや購
買層のターゲット戦略などでは、その心理の違いをつかむことが重要だと言
われています。このセミナーでは、オトコとオンナの脳と心のしくみを理解、活
用することでみえる新しいコミュニケーションを学びます。

健康・ライ
フスタイル 48

514 2012/1/1 宮崎　敬士
メディアジャパン株式会社代
表取締役

テレビに「取材される方法」教
えます

～テレビ取材で利益
アップ～

自社を宣伝する手段として、テレビに取材、放送され、知名度を上げるという
方法があります。このセミナーでは、中小企業が自ら、テレビ局にアプローチ
をかけ、取材させる方法についてレクチャーします。たとえ同じ商品だとして
も、テレビ局へのアプローチの仕方によって「取材されるか、されないか」が決
まります。実際にテレビ局側で数々の取材をしてきた講師が語る「取材したく
なる企業・商品」とは。

一般経営 40

515 2011/12/1 渡部　卓
ライフバランスマネジメント研
究所　所長

社員とその家族を「会社うつ」
から守る

年々増加傾向にあり、社会問題となっている「うつ」。ストレスと深く関わってい
るこの問題はビジネスの分野においても切っても切れない懸念事項となって
いる。会社経営の根幹を揺るがしかねないこの問題に、企業としてどのように
対応していくべきなのか。メンタルヘルスに精通する講師が解説します。

健康・ライ
フスタイル 34



516 2011/12/1 西田　陽子
ターニングポイント株式会社
代表取締役社長

男性脳・女性脳、男性心理・
女性心理を理解したコミュニ
ケーションの取り方

～基本編～（セミ
ナー編）

男性と女性とではそれぞれ違った価値観や特徴があり、マーケティングや購
買層のターゲット戦略などでは、その心理の違いをつかむことが重要だと言
われています。このセミナーでは男性と女性の心理の違いを通して、コミュニ
ケーション力のアップと心理特性への理解を深めていきます。

健康・ライ
フスタイル 48

517 2011/12/1 渋井　正浩
株式会社エムエス研修企画
代表取締役

経済ニュースがスラスラ分か
る！企業の数字、業界の数
字、世界の数字　～Part２～

経済と数字と聞くだけで、ややこしい、分かりづらい、むずかしいと感じてしま
う人も多いのではないでしょうか。このセミナーではそんな、ややこしい数字
を、分かりやすく理解するコツをお教えします。数字を読み解くと経済ニュース
がより身近な存在に変わり、新たな発見につながります。今回のパート2では
世界の数字をテーマに解説します。

政治経済 52

518 2011/11/1 西村　文彦
にしむらセールス＆ヒューマ
ン研究所　所長

実践！ 営業の「３力」を高め
る　第３シリーズ

～「価格交渉力」を
高める～

シリーズでお届けする「実践！ 営業の「３力」を高める」第3シリーズのテーマ
は「価格交渉力」です。値引きを防ぎ、お客様の満足に応えながら、いかにＷＩ
Ｎ/ＷＩＮ交渉へとつなげていくのか。価格交渉に臨む前に、必ずおさえておき
たい基本事項を解説します。

研修・人材
育成 33

519 2011/11/1 一圓　克彦
一圓克彦事務所 代表　リ
ピーター創出専門コンサルタ
ント

ファン作りの専門家による「想
い」と「思いやり」の方程式

苦しい景気状況にある昨今、商品を販売する上で、重要なこととは一体何で
しょうか。低価格化やサービス品の付加などに走りがちな、現在の販売戦略
について、一石を投じるこのセミナー。「多くの人とターゲットにするのでなく、
特定のターゲットに対してアプローチを仕掛ける」や「物理的な魅力に頼らな
い」などの、心と心のつながりで本当のファンを作り、ちょっと遠くても、ちょっと
高くても、あなたから商品を買いたいと思ってもらうための方程式を解説しま
す。

一般経営 21

520 2011/11/1 木暮　太一 ビジネス書作家
今までで一番やさしい経済入
門

分かりやすい説明の伝導師として数々の著書を持つ講師がおくる、今までで
一番やさしい経済の話。日本の借金の現状やその影響が自分にどのように
関わってくるのか。とかく、ややこしいと思われがちな経済の話を分かりやす
さにこだわり解説します。

研修・人材
育成 100



521 2011/11/1 渡部　卓
ライフバランスマネジメント研
究所　所長

折れない心を作る「メンタルタ
フネス経営」

従業員のメンタルの良し悪しが、会社経営の根幹に関わってくるケースが増
加しているという。目に見えない心の問題であるがゆえに、健康の問題としか
捉えられていないメンタルの分野が、実は会社の生産性低下、情報漏洩、不
祥事などのリスクを高めていると指摘する講師が解説する、メンタルタフネス
経営とは。

健康・ライ
フスタイル 33

522 2011/11/1 渋井　正浩
株式会社エムエス研修企画
代表取締役

経済ニュースがスラスラ分か
る！企業の数字、業界の数
字、世界の数字　～Part１～

「経済と数字」と聞くだけで、ややこしい、分かりづらい、むずかしいと感じてし
まう人も多いのではないでしょうか。このセミナーではそんな、ややこしい数字
を、分かりやすく理解するコツをお教えします。数字を読み解くと経済ニュース
がより身近な存在に変わり、新たな発見につながります。今回のパート1では
企業の数字、業界の数字をテーマに解説します。

政治経済 52

523 2011/10/1 西村　文彦
にしむらセールス＆ヒューマ
ン研究所　所長

実践！ 営業の「３力」を高め
る　第2シリーズ

～「提案力とプレゼ
ンテーション力」を高
める～

シリーズでお届けする「実践！ 営業の「３力」を高める」第2シリーズのテーマ
は「提案力とプレゼンテーション力」です。お客様のニーズを掴むこと、これが
営業力アップに必要不可欠な要素となります。ニーズの引き出し方や、その
ニーズを自分が売りたい商品にどのように結びつけて提案すると効果的なの
かを解説します。

研修・人材
育成 62

524 2011/10/1 西村　貴好 有限会社シーズ代表取締役
ほめて人を育てる組織（チー
ム）を創る-ほめ達！が人と
組織を活性化-

あなたのまわりには
ダイヤの原石がいっ
ぱい!!!

組織は「ほめて」伸ばすべきか。「厳しく」接して伸ばすべきか。組織を作る
リーダーは常に考えているのではないでしょうか。このセミナーでは、ほめる
達人、通称ほめ達が、強い組織、チームワークに優れる組織の作り方を講
義。そもそも「ほめる」とはどういう定義なのか、どういった効果があるのかを
事例をもとに紐解きながら、「ほめる」を活用することで、部下が力を最大限発
揮し、最大の成果を出すためのチームを形成する方法を解説します。

一般経営 38

525 2011/10/1 鈴木　進介
株式会社コンパス　代表取締
役

￥０で新たな収益源を作る方
法

～誰でも明日から実
践できるカンタン技を
公開～

今ある自社の商品のなかには、新たな収益源が隠れているかもしれません。
お金をかけない新たな収益源の構築方法として、4つのパターンを紹介しま
す。「ノウハウを外販する」「.売りを絞り込む」「お客様と事業をつくる」「個別対
応する」というテーマで明日からでもできる実践的な手法を講義します。自社
の強みを活かし、新たな商品価値やサービスを創造することで生まれる新商
品の作り方とは。

一般経営 39



526 2011/10/1 木暮　太一 ビジネス書作家 分かりやすく説明する方法

分かりにくい説明と分かりやすい説明、一体何が違うのでしょうか。このセミ
ナーでは「分かりやすい説明」のルールと「分かりやすい説明」をするためのト
レーニングを解説します。分かりやすさとは何かを理解、分析することで、そ
のノウハウを駆使し、様々なシーンで活用するためのセミナーです。「分かり
やすい説明のコツ」その意外な方法論とは。

研修・人材
育成 42

527 2011/9/1 西村　文彦
にしむらセールス＆ヒューマ
ン研究所　所長

実践！ 営業の「３力」を高め
る　第１シリーズ

～「自己の価値力」
を高める～

シリーズでお届けする「実践！ 営業の「３力」を高める」第１シリーズのテーマ
は「自己の価値力」です。営業活動において重要となるポイントを整理しなが
ら、どのようにお客様とコミュケーションをとり、信頼を勝ち取るのか。また、自
己の価値力を見出すために何をするべきなのかを解説します。

研修・人材
育成 47

528 2011/9/1 髙木　厚博

株式会社高橋賃金システム
研究所　多摩労務管理事務
所主任コンサルタント　社会
保険労務士

これで納得！ 中小企業の賃
金制度見直し（２）

～すぐに使える実践
ポイントセミナー～

マイナス成長の経済情勢の中、中小企業に求められる社員のモチベーショ
ン、人の「価値と力」。それらを作り出すためには、適正な賃金制度が必要不
可欠です。このセミナーでは業績貢献を目指す社員づくりのための明確な評
価システムの導入など、具体的事案を交えながらメリハリのある、やる気をも
たせる賃金制度の確立方法を解説します。

労務 87

529 2011/9/1 村野　俊輔
立川税理士法人代表　税理
士

生き残る会社の決算書　セミ
ナー編

金融機関の融資の審査の際や税務署への申告書など決算書を見る機会は
ありますが 
実際にはどこをどのように見ればよいのかわかりづらいことがあります。この
セミナーでは決算書の見方を学びながら、健全な経営のため、決算書のどの
項目に気をつければ良いのか。また資産と負債のバランスはどのくらいが良
いのかなど、具体的なチェックポイントを解説します。

税務・財
務・経理 27

530 2011/9/1 鴨頭　嘉人
株式会社ハッピーマイレージ
カンパニー代表取締役　サー
ビスハピネスクリエーター

サービス業で世界中の人を
幸せに!!「 ハッピーマイレージ
」

ー笑顔溢れる豊かな
社会を創造するー

日本マクドナルド株式会社で25年培ったサービス業のノウハウや経験がもと
で誕生した、「ハッピーマイレージ」。素敵なサービスや頑張っているサービス
パーソンに感謝と激励の気持ちをカードで伝えるものである。実際にこのカー
ドを使い、活発に活動中の同氏にこの仕組みを確立した熱い信念と将来の展
望を聴く。

一般経営 82



531 2011/9/1 木暮　太一 ビジネス書作家
「分かりやすい説明」のルー
ル（対談編）

～どうすれば、伝わ
るのか？～

物事を説明する際、どのようにすれば、相手に分かりやすく伝えることができ
るのでしょうか。このセミナーではコミュニケーション能力向上のために必要な
ノウハウと考え方を学びます。 
プレゼンでの話し方や資料の見やすさなど、アウトプット時におけるスキル
アップとは一味違った、根本的な思考法にまでさかのぼった「コミュニケーショ
ンの分かりやすさ、伝わりやすさ」とは何かを解説します。

研修・人材
育成 100

532 2011/8/1 高橋　邦名
株式会社高橋賃金システム
研究所　代表取締役　多摩
労務管理事務所所長

これで納得！ 中小企業の賃
金制度見直し（１）

～わかりやすいから
すぐに使える納得の
視点と実践ポイント
～

マイナス成長の経済情勢の中、中小企業に求められている人の「価値と力」。
それを伸ばし、活かすことがすなわち企業価値を高める重要な財産となるの
ではないでしょうか。このセミナーでは社員が自発的に「社長やりましょう！」
と活気よく声をあげる組織づくりのための社員モチベーションアップにつなが
る賃金制度の見直しを解説します。中小企業にとっての適正な賃金を理解
し、実践することで生まれる、社員の人財力アップと強い組織のあり方とは。

労務 87

533 2011/8/1 村野　俊輔
立川税理士法人代表　税理
士

生き残る会社の決算書　対談
編

金融機関の融資の審査の際や税務署への申告書など決算書を見る機会は
ありますが 
実際にはどこをどのように見ればよいのかわかりづらいことがあります。この
セミナーでは決算書の見方を学びながら、「生き残る会社」をキーワードに、
決算書の中でも特に注目すべき箇所や良いバランスシート、悪いバランス
シートの違いなど、中小企業経営に必要な決算書のポイントを解説します。

税務・財
務・経理 22

534 2011/8/1 山田　進一
株式会社オリファイ代表取締
役社長　プレゼンマスター

プレゼン・パワーポイントテク
ニック完全解説セミナー《実
践編》

～これであなたもプ
レゼンマスター～

あらゆるビジネスシーンで必要とされるプレゼンテーション。商品の価値を伝
えるために、どんなところを注意したら良いのでしょうか。このセミナーでは実
践編として、プレゼンテーションを行ううえでのポイントと注意点、さらに実務
的な方法論を紹介。明日から使えるプレゼンテーションテクニックを学びま
す。

研修・人材
育成 58

535 2011/8/1 鴨頭　嘉人
株式会社ハッピーマイレージ
カンパニー代表取締役　サー
ビスハピネスクリエーター

大切な事はみんなマクドナル
ドで教わった

～リーダーが伝える
べき大切な事～

お客様満足度日本一、従業員満足度日本一、セールス伸び率日本一を獲得
し最優秀店長で表彰された実績を持つ同氏。自らの実経験をもとに語られる
サービス業の価値と人をうまく育てるための資質。全国に多くの店舗をチェー
ン展開するマクドナルドだからこそ導かれたリーダーとして守るべき役割と本
質とは。

一般経営 82



536 2011/8/1 土橋　篤 危機管理コンサルタント
誰でも分かる事業継続計画
（対談編）

昨今、中小企業は、災害発生後の被る影響を最小限に留め、なるべき早く業
務を復旧できるよう準備しておくことが求められ、また新しい取引先への安心
と信頼の提供という観点においても重要な要素となっています。このセミナー
では仮想事例を交えながら、具体的にどのように行動するべきか考えていき
ます。臨時オフィスの必要性やいざという時のための訓練方法等、事業継続
計画を作成するためのアドバイスを行います。

一般経営 22

537 2011/7/1 大井　澄子
有限会社オフィスオオイ代表
取締役

電話応対マナー《パート2》

仕事をする上で必須といっても過言ではない電話応対。お客様との電話応対
の良し悪しによって、ビジネスの成功が大きく左右されることもあります。この
セミナーでは、言葉づかいの注意したいポイントを中心に知っておきたいマ
ナーを学びます。電話は声のコミュニケーション。気持ちの良い応対の心掛け
が様々なビジネスシーンで役立ちます。

研修・人材
育成 25

538 2011/7/1 山田　進一
株式会社オリファイ代表取締
役社長　プレゼンマスター

プレゼン・パワーポイントテク
ニック完全解説セミナー《概
要編》

ーこれであなたもプ
レゼンマスターー

あらゆるビジネスシーンで必要とされるプレゼンテーション。商品の価値を伝
えるために、どんなところを注意したら良いのでしょうか。このセミナーでは概
要編として、プレゼンテーションの必要性や意味を解説。特に重要視したいポ
イントを学びます。

研修・人材
育成 58

539 2011/7/1 篠原　滋

リスクコントロールアドバイ
ザー・危機管理コンサルタン
ト・篠原コンサルティングオ
フィス代表

今企業に求められる危機管
理・企業防災の重要ポイント

～企業リーダーに求
められる想定外事象
も乗り越える危機管
理力の発揮を～

企業にとって必要性が高まっている危機管理・企業防災。想定外の災害に対
し、どのように取り組むべきなのかを具体的事例を参考にしながら解説しま
す。企業を継続するための準備、すなわち「継栄」としての経営を実現するた
めに、今、何をするべきかをを考えていきます。

一般経営 52

540 2011/7/1 紅本　亘
NBCコンサルタンツ株式会社
専務取締役

中小企業経営の極意「労働
分配率経営」

ー減収増益昇給経
営ノススメー

厳しい経済状況の中、景気に左右されない会社をつくり、中小企業が生き抜く
ために必要なこととはなんでしょうか。このセミナーでは「労働分配率」経営と
いう手法を使い、減収しても増益する仕組みを有する強い中小企業経営の確
立を目指します。従業員一人一人が成果と目標の数字を明確化することで生
まれる、時代に適合した経営のノウハウとは。

一般経営 49



541 2011/7/1 土橋　篤 危機管理コンサルタント
誰でも分かる事業継続計画
（セミナー編）

昨今、中小企業は、災害発生後の被る影響を最小限に留め、なるべき早く業
務を復旧できるよう準備しておくことが求められ、また新しい取引先への安心
と信頼の提供という観点においても重要な要素となっています。このセミナー
で初めて事業継続計画を作成する企業を対象に作成にあたりおさえておきた
いポイントを説明をします。コストをかけずともできるところから行っていく基礎
的な計画を中心に、すぐにでも始められる事業継続計画の解説です。

一般経営 32

542 2011/6/1 鬼頭　秀彰
ZACCESS Consulting株式会
社　代表取締役

「攻め」の営業の仕組み作り
「攻め」の営業を確立するための組み立て方と考え方を解説します。逆算発
想という言葉をもとに構築される、営業力アップのための方法論とは。

研修・人材
育成 64

543 2011/6/1 大井　澄子
有限会社オフィスオオイ代表
取締役

電話応対マナー《パート1》

仕事をする上で必須といっても過言ではない電話応対。お客様との電話応対
の良し悪しによって、ビジネスの成功が大きく左右されることもあります。この
セミナーでは、電話応対に関する知っておきたいマナーを基礎的なものから、
ついつい間違えやすいものまで解説します。電話という、相手の顔が見えな
いコミュニケーションツールとしての特徴や性質もおさえ、お客様に良い印象
を持ってもらうための電話応対を学びます。

研修・人材
育成 36

544 2011/6/1 篠原　滋

リスクコントロールアドバイ
ザー・危機管理コンサルタン
ト・篠原コンサルティングオ
フィス代表

今企業に求められる危機管
理・企業防災

～備えあれば憂い無
し～15のチェックポイ
ント

近年、重要性が指摘される、危機管理と企業防災について、15のチェックポイ
ントを使い、具体的に何をすべきか、何を見直すべきかを解説。想定外の災
害を乗り越えるために必要な備えと企業としての取り組みを考えていきます。

一般経営 44

545 2011/6/1
日本電子認
証株式会社

日本電子認証株式会社　シ
ニアマネージャー　セミナー
担当講師

電子申請入門講座

ー総務・人事・経理
の管理業務をサポー
トする電子申請のワ
ンポイントアドバイ
スー

近年導入が進んでいる電子入札に必要な手続きや概略、システムを解説し
ます。企業にとって大切な情報やデータを安心して使うための情報セキュリ
ティの入門編です。

一般経営 41



546 2011/5/1 鬼頭　秀彰
ZACCESS Consulting株式会
社　代表取締役

経営者・営業マンが即実践で
きる心理学

ー対談編ー

現代の経営者、営業マンに必要なスキルを徹底解説。心理学で用いられる交
流分析を仕事の現場に応用。クライアントととの商談を円滑に進めるための
スキルアップを図ります。現場で役立ち、即実践可能な心理学をビジネスシー
ンで活用します。

研修・人材
育成 64

547 2011/5/1 蛸島　久男
三菱UFJファクター株式会社
ファクタリング営業本部　執
行役員　企業情報部長

企業を守る与信管理と企業
防衛の具体例

不況下の中、貸し倒れ、連鎖倒産のリスク回避の重要性が高まっています。
このセミナーでは、与信管理と企業防衛の具体例と題し、必要な知識とノウハ
ウ、また取引先のチェックしたいポイントやデータの活用法などを解説します。

一般経営 51

548 2011/4/1 山口　弘和 お笑い芸人 楽しい会話力のつけ方
～コント職人が伝授
する会話のルール～

ビジネスのあらゆるシーンで必要になる会話。交渉を円滑に進めるためにも
会話をスムーズにすることが重要です。しかしながら、普段の交渉、とくに緊
張する状況においては難しいと感じるのではないでしょうか。このセミナーで
はお笑い芸人コント山口君が会話力を高めるコツ、成り立ちやルールを解説
します。様々なシーンで活用可能なノウハウをお伝えします。

研修・人材
育成 46

549 2011/4/1 岡本　達彦
有限会社アカウント・プランニ
ング　代表取締役　販売促進
コンサルタント

「Ａ４」１枚アンケートで利益を
５倍にする方法

～チラシ・DM・ホー
ムページがスゴ腕営
業マンに変わる！～

成果が出る、売れるチラシ・DM・ホームページはどのように作ればよいのか。
カギになるのは「Ａ４」１枚アンケート。お客様の必要な情報や要望を的確にア
ンケート収集することで、見えてくる本当の販売促進ツール。どんなに良い商
品、良いサービスであっても、その良さがうまく伝えられなければ、ユーザー
には届きません。その商品を必要としているお客さんがいます。この「Ａ４」１
枚アンケートで利益を５倍にする方法を実践し、商品を必要としているお客さ
んに届けましょう。

研修・人材
育成 50

550 2011/4/1 村野　俊輔
立川税理士法人代表　税理
士

税務研修会　税務調査のポ
イント解説

税務調査に備え、知っておきたい知識と税務調査官の指摘や質問に対する
ポイントを解説。見落としがちなチェック項目を確認し、具体的な対応策を考
えます。

税務・財
務・経理 42



551 2011/3/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

徳川家に学ぶつぶれない会
社５つの原則

―セミナー編―
現代の厳しい経済情勢の中、企業が生き残るためには、何が必要なのか。戦
国時代に精通した講師が、歴史的背景の中で現代の経営にも十分通用する
であろう考え方、理念について解説します。

一般経営 144

552 2011/2/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

戦国のファーストレディー「お
江」と華麗なる一族「浅井三
姉妹」

《対談編》

今注目の歴史上人物「浅井三姉妹」の「お江」。彼女はいったいどんな人物で
あったのか、またどんな生き方だったのか。激動の時代の中で、自分を見失う
ことなく歩み続けた彼女の生き方は、現代に生きる私たちに、何を教えてくれ
るのか。戦国時代に精通した経営コンサルタントである講師が解説します。

一般経営 144

553 2011/2/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

100年企業に学ぶ「持続的成
長の秘訣」（セミナー編）

～見直そう、日本的
な経営～

経営指導員として30年、1万人の経営者と交流した実績を誇る講師が語る、
100年企業、長寿の秘訣。これからの時代の変化を見据え、中小企業が持続
的成長するためには、どうあるべきなのか。経営のあり方を考えます。

一般経営 91

554 2011/1/1 谷口　雅典
谷口環境・社会保険労務士
オフィス　社会保険労務士
就業規則アドバイザー

『労働トラブル』から会社を守
る！とっておきのセミナー

～就業規則編～

長期の不況により、派遣切り、内定取り消し、名ばかり管理職、請負偽装、残
業代不払いといった多くの労働トラブルが発生している。労働トラブルを未然
に防ぐために、経営者は「就業規則」を切り口に対策を取る必要がある。就業
規則は、会社と社員の間の「働くルールブック」であり、経営者、雇用者を労使
間トラブルから回避するツールでもある。トラブルが少ない時代は就業規則が
軽視される傾向にあったが、働く側の意識や雇用の形態が大きく変わった
今、経営者は就業規則に対する考え方を改めなければいけない。

労務 70

555 2011/1/1 木﨑　海洋
行政書士きざき法務オフィス
代表　きざきFPオフィス株式
会社代表取締役

資金繰りは企業の生命線
～生き残れ！中小
企業～

中小企業のための資金繰りのポイントをお伝えします。連鎖倒産を防ぐため、
取引先の倒産の予兆を見逃さないコツや与信管理の徹底。具体的な財務診
断。金融機関との有益な付き合い方など、社長のぼやきをテーマにしたユー
モラスなイラストを使いながら、わかりやすく講義します。

税務・財
務・経理 53



556 2011/1/1 山岡　正義
パートナーコンサルタンツ代
表　経営コンサルタント　特
定社会保険労務士

100年企業に学ぶ「持続的成
長の秘訣」（対談編）

～見直そう、日本的
な経営～

経営指導員として30年、1万人の経営者と交流した実績が語る、100年続く企
業の経営理念と特徴は何か？「100年以上続いている企業は意外にも中小
企業が多い」というデータを分析し、企業がどこに意識を持てば「持続的成
長」を促すことができるのかを考え、その秘訣を探ります。

一般経営 91

557 2010/12/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ「中小企業
経営」後編

後半は、江戸の商人はどんな経営を行っていたのか、長寿企業はいかにして
荒波を乗り越えてきたのか、江戸商人はどのように後継者を選び引き継いだ
のか、など江戸商人による商売を永続させるための考え方を紹介します。

一般経営 86

558 2010/12/1 新井　信昭
株式会社グリーンアイピー代
表取締役　弁理士

あの企業 知的財産で儲けて
る！Part2

～成功のカギはここ
にあった！～

ー成功のカギはここにあった！ーと題し、経営革新への道筋、意匠登録をビ
ジネス成功に結びつける方法など、具体的な事例を紹介しながら、中小企業
が知的財産をうまく活用るためのノウハウを解説。弁理士の講師が本音で語
る、新たな経営資源に気づき、活かすためのポイントとは。

研修・人材
育成 75

559 2010/11/1 柴田　光榮

モアクリエイション代表
FBAA認定 ファミリービジネ
スアドバイザー　NPO江戸し
ぐさ伝承普及員

江戸しぐさに学ぶ「中小企業
経営」前編

江戸しぐさを理解することで見えてくる江戸商人たちの心得。その心得は現代
の経営にも活かせる重要な要素が多く含まれている。このセミナーでは、江
戸しぐさの歴史、背景をご紹介しながら江戸っ子たちの生活を考察。現代に
生きる私たちに有益な価値観を考え、粋な心意気に学ぶ中小企業経営とは。

一般経営 86

560 2010/11/1 新井　信昭
株式会社グリーンアイピー代
表取締役　弁理士

あの企業 知的財産で儲けて
る！Part1

～中小企業には中
小企業のための知
財戦略がある～

中小企業には中小企業のための知財戦略がある。弁理士、知財経営プロ
デューサーである講師が教える中小企業にとって有益な知的財産活用法と
はいかなるものなのか。特許をとるとは、どういった意味があるのか、また知
的財産マネジメントや意匠権の活用にいたるまで、知的財産活用ノウハウを
解説します。

研修・人材
育成 75



561 2010/11/1 村野　俊輔
立川税理士法人代表　税理
士

税務調査官の指摘ポイントと
その対策《10の重要事項》

ーよくわかる　図解
24の重要事例ー

税務調査に備え、知っておきたい知識と税務調査官の指摘や質問に対する
ポイントを解説。事例を交えながら、「期ズレ」などの用語や様々な経費の扱
い方など、見落としがちなチェック項目を確認し、具体的な対応策を考えま
す。

税務・財
務・経理 13

562 2010/11/1 沖倉　功能
有限会社ピージェイハーベス
ト代表取締役　社会保険労
務士・CFP

中小企業経営者へ贈る「得す
るための退職金の受け取り
方」

役員の皆様、退職金は受け取る準備はお済みですか？自分の会社であって
も退職金は勝手に受け取れるものではありません。退職金を受け取るために
は計画的にやるべき事があります。この講義では、役員退職慰労金規程の
作成とその準備を徹底解説。社会保険労務士が教える、中小企業経営者の
ための得する退職金の受取り方とトラブルにならないための注意点とは。

労務 62

563 2010/10/1 部奈　壮一
株式会社販売開発研究所
取締役副社長

クレーム対応の巧拙が企業
生命を左右する（２）

～クレームはお客さ
まからの叱咤激励！
全社全員の前向対
応が会社を変える～

ビジネスにおいて、なるべく避けたい業務。お客様からのクレーム対応。企業
としてできる限りクレームが発生しない様、心掛けてはいるものの、ゼロにす
ることは難しいのでは、ないでしょうか。このセミナーでは、クレームとは何な
のかを考えながら、クレームにどう対応し、向き合っていくべきなのかを考えま
す。クレームから逃げない社内風土をつくる為の心構えとは。

研修・人材
育成 32

564 2010/10/1 海生　裕明
海生裕明事務所　公認会計
士

会社にお金を残すための10
法則　～後半（各論）～

会社にお金を残すための10法則と題し、会社の存在意義・存在価値の明確
化、現金経営への転換、バランスシート経営の実践など、具体的な方法論と
法則を解説。「潰れない会社」づくりのために必要なノウハウや考え方をセミ
ナー形式で講義します。

税務・財
務・経理 76

565 2010/10/1 内田　勝規
株式会社オフィス内田　代表
取締役

「売れる」仕掛けはこの人に
聞け！

～売れる商品作りと
は？～

物産展で売れる商品作りとは何であるか。内田氏は先ず、売れる商品作りの
3つの視点を挙げた。1. 消費者目線、2.作り手の目線、3.販売する側の目線。
ものづくりする側から見れば、ごく一般的な視点だが、物産展の商品作りはさ
らに踏み込んだ奥深いものがある。これらを一つひとつ詳細に解説していく。
さらに、売れる商品と売れない商品の宣伝方法の違い、物産展会場の雰囲
気作りといった仕掛け人ならではの具体的な情報を伝える。

一般経営 43



566 2010/10/1 村野　俊輔
立川税理士法人代表　税理
士

中小企業の税務調査
～ここがポイント　2
日間の税務調査～

税務調査を受ける会社はどのような会社なのか。税務官が実際に会社に訪
問して調査する数は年間約15万社。全国に会社の数が270万社あるといわれ
るので割合は6％程度である。調査対象の中には、意外にも赤字会社も多い
という。当セミナーでは、どのような会社がターゲットになるのか、具体的な調
査方法は、時期は、など調査立会い100回を超える村野氏が克明に伝える。

税務・財
務・経理 54

567 2010/9/1 部奈　壮一
株式会社販売開発研究所
取締役副社長

クレーム対応の巧拙が企業
生命を左右する（１）

「クレームはいやなものでもやっかいなものでもなく、歓迎すべきお客様情報」
と氏は語る。商品を不満に思ってもクレームを訴える人はごくわずか。そのわ
ずかな情報を商品開発、改善に役立てることができれば、競合する他社製品
と差別化を図れるかもしれない。お客様の不満の声をしっかり受け止め、逃
げることなく対応すれば、クレームは宝の山となり会社の潜在能力を気づか
せてくれるものになるだろう。

研修・人材
育成 25

568 2010/9/1 海生　裕明
海生裕明事務所　公認会計
士

会社にお金を残すための10
法則　～前半（総論）～

会社にお金を残すためには、「潰れない会社」作りをする必要があります。で
はそれにはどうしたらよいのか。会社の現状を分析して、もし会社を清算した
ら何が残るか、会社の価値・存在意義を明確にして利益を上げられる仕組み
になっているかを調べます。取引先とは手形支払いをやめ、現金支払いに変
え、会社の指標をみるときは、損益計算書を重視しないで貸借対照表に注目
し、予算を組んでいきます。といった会社を健全化する法則をお伝えします。

税務・財
務・経理 32

569 2010/9/1 内田　勝規
株式会社オフィス内田　代表
取締役

北海道物産展に学ぶ地方物
産のブランディング

売れる商品づくりと
は何だ

ブランディングとは、消費者に向けて価値のあるブランドを構築するための活
動のこと。物産展の出品者は、産地のイメージを消費者がどのように持って
いるか、何を求めているかを認識しなければものづくり（商品開発）はできな
い。北海道の物産展が盛況なのは、北海道だけが消費者のニーズ、ものづく
りのスピードに対応でき、さらにはブランディングに成功しているためているた
めである。では他の地域が北海道のようになるためにはどのようにしたらよい
のか。北海道物産展の仕掛け人であり、バイヤーであった氏が地域物産展
成功の秘訣を語る。

一般経営 43

570 2010/8/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

龍馬に学ぶリーダーシップ

歴史上の人物で、高い人気を誇る坂本龍馬。なぜ彼はここまでの人気とカリ
スマ性に富み、現代に至るまで愛され続けているのか。それは彼が過ごした
時代における、類い稀なるリーダーシップに他ならない。激動の時代の中、発
揮された彼のリーダーシップは、今なお語り継がれ、現代に生きる私たちにも
十二分に通ずる精神性や信念が息づいている。 
このDVDでは、坂本龍馬のリーダーシップはいかなる概念で導きだされたの
かを徹底解説。「ミッション」「ビジョン」「コミュニケーション」「アクション」
「No.1」。これらのキーワードをひも解く事で見えてくる。今、私たちが坂本龍馬
から学ぶべきリーダーの本質とは。 
前半は坂本龍馬の生い立ちと時代背景を対談形式で解説。後半では、坂本
龍馬のリーダーシップをセミナー形式で解説します。

一般経営 134



571 2010/7/1 福永　雅文
戦国マーケティング株式会社
代表取締役　経営コンサルタ
ント

龍馬と明治維新

今なお、高い人気を誇る「坂本龍馬」。彼がいかにして日本を動かすに至った
のか。彼の生い立ちと時代背景を追いながら、坂本龍馬の人物像に迫りま
す。講師は戦国マーケティング株式会社代表　ランチェスター戦略コンサルタ
ントの福永雅文氏。歴史に精通し、その歴史的信念をビジネスに活用する事
を専門とする氏が語る「坂本龍馬」の魅力とは。

一般経営 134

572 2010/7/1
谷田貝　孝

一

有限会社ジュントオル代表取
締役　レンタルガレージＪＵＮ
ＴＯＨＲＵ本部主宰

お金をかけずに儲ける！
～あり得ない切り口
で新たな売上げを作
る方法～

広告費をかけずに、商品、サービスの魅力を宣伝し、新しい売上を作る。この
通常では考えられない広告方法で、成果をあげる方法を解説。成功事例にみ
る商売の本質とは。どんな商品、サービスの広告にしても、「切り口」を変える
事で見えてくる新しいお客さんとのつながり。その「切り口」をどのように見つ
け、発展
させるのか、実例を紹介しながら、その方法論に迫ります。

研修・人材
育成 24

573 2010/7/1 今井　康雅
税理士　１級ファイナンシャ
ル・プランニング技能士　ＣＦ
Ｐ

経営者が知っておくべき法人
税の重要ポイント１１

経営者が知っておくべき法人税の重要ポイントと題して、期間損益事項、役員
給与、交際費、貸倒損失、評価損に分類し、具体的な事例をもとに、法人税
のポイントを解説します。

税務・財
務・経理 38

574 2010/6/1 佐藤　勝人
日本販売促進研究所代表取
締役社長／サトーカメラ株式
会社代表取締役専務

実践から学ぶオンリーワン経
営

地方でも中小でも、景気が悪くても打つ手はある！… 
同氏は業界売上１２年連続北関東甲信越Ｎｏ.1のサトーカメラ株式会社の代
表取締役専務として、また日本販売促進研究所代表取締役社長という二足
のわらじを履き、現場の視点に立った実践派経営コンサルタントとして活躍。
社員0からスタートしたサトーカメラがいかにして、関東甲信越Ｎｏ.1できたの
か。対談形式で同氏の経験を織り交ぜながら伝える、中小店の強み。大手
チェーン巨大店には決して真似できない中小店が勝つための戦略とは？

実務家 45

575 2010/6/1
谷田貝　孝

一

有限会社ジュントオル代表取
締役　レンタルガレージＪＵＮ
ＴＯＨＲＵ本部主宰

０円集客で新たな売上げをつ
くる！

「0円集客研究家」という一風変わった肩書きを持つ氏が語る、「なるほど」
「びっくり」な独自の集客ノウハウ。
お金をかけずに集客し、新たな売上を作るというコンセプトを元に、自らの体
験談や中小企業のコンサルティング事例から、ひも
解かれる「0円集客術」の極意とは。同氏が開発した世界初のビジネスモデル
「レンタルガレージ」システムの紹介も交え、今すぐにでも始められる、身近な
工夫や商売のツボ、視点を解説します。

研修・人材
育成 55



576 2010/6/1
川西　由美

子
ランスタッド株式会社　ＥＡＰ
総研　所長

最新心理学から学ぶ企業の
生き残り戦略

メンタルヘルスケア
の現場から

景気低迷や社会不安を背景に急増するうつ病患者。企業も見過ごしできない
この難問を解決する「EAP的問題介入」が現代に見合う理由は一体何か。ま
た、その方法を解説する。

健康・ライ
フスタイル 91

577 2010/6/1 野村　浩志
山形鉄道株式会社　代表取
締役社長

愛（アイ）デア鉄道フラワー長
井線、野村流オンリーワンの
つくり方

～「無から有」を創り
出す逆発想のアイデ
ア術

山形鉄道株式会社　代表取締役社長　野村浩志。開業以来20年間赤字で
あったローカル鉄道フラワー長井線の経営黒字化を目指し、現在マスコミに
90日間で60回も取り上げられるまでに急成長。「ローカル線のディズニーラン
ド？」「フラワー長井線は玉こんにゃくみたいなもの？」同氏のオリジナリティあ
ふれるアイデア創出方法に、可笑しくも、垣間見える経営の本質。「この男、
絶対おもしろい」…野村浩志のアイデア発想法と経営理念をセミナー形式で
お届けします。

実務家 60

578 2010/5/1 佐藤　勝人
日本販売促進研究所代表取
締役社長／サトーカメラ株式
会社代表取締役専務

チラシ・販促の極意
～佐藤勝人流　チラ
シ集客術とは・・・

カリスマ経営コンサルタント佐藤勝人は言う。「チラシは最大のメディア」 
中小企業のあるべき販売促進方法を知る事で見えてくるチラシの効果と役
割。消費者のタイプ分類、中小店の目指すポジショニング明確化など、実践
的な佐藤流チラシ論を展開。こんな考え方があったのか！目からウロコの発
想転換で顧客に対するアプローチを解説します。

実務家 51

579 2010/5/1 山口　勉
株式会社ヤマグチ　代表取
締役

中小が大手に負けないため
にやるべきこと

――「でんかのヤマ
グチ」が実践する〈か
ゆくなる前に手の届
く、徹底したサービ
ス〉とは

デフレ経済が続き、商品やサービスの値下げ提供が避けられない状況です
が、大手スーパーや量販店などでも、値下げで売上げは伸びても利益は減
益、というような状況に陥っています。 
町田市にある「でんかのヤマグチ」は、街なかの電器屋さん。値下げ競争に
巻き込まれないために、「ヤマグチは安売りではなく、高売りでいく」と宣言。で
は、それはどう実現したか。

実務家 99

580 2010/5/1 藤永　悟志
株式会社イー・エム・プロ
デュース　代表取締役

戦国武将たちに学ぶ事業承
継成功の秘訣　ー成功と失敗
の分岐点とはー

企業を存続させるヒ
ントは歴史にあり！

経営者にとって最も重要な経営課題である『事業承継』という問題は、いつか
は必ず直面する決して避けることのできないものです。巷では、事業承継に
おける多くの失敗事例があふれています。 
そこで、現代の経営者の方々と相通じる部分をもつ戦国武将たちの事業承継
を取り上げ、成功事例や失敗事例などをご披露しながら、現代に置き換えて
事業承継を成功させるポイントをお話しています。

一般経営 97



581 2010/5/1 野村　浩志
山形鉄道株式会社　代表取
締役社長

めざせ！経営黒字化・地域再
生「公募社長」野村浩志誕生
物語

～観光まちづくりの
実現

山形鉄道株式会社　代表取締役社長　野村浩志。開業以来20年間赤字で
あったローカル鉄道フラワー長井線の経営黒字化を目指し、現在マスコミに
90日間で60回も取り上げられるまでに急成長。彼は一体、何をしたのか。「い
じめられっ子」で「駄目サラリーマン」だったと語る同氏が、自身の社長就任に
至るまでの不思議な実話をインタビュアーとの対談形式で振り返りながら、伝
える経営理念とアイデア創出のカギ。「この男、絶対におもしろい」…オンリー
ワン鉄道フラワー長井線を作った野村浩志の誕生物語。

実務家 123

582 2010/2/1
ＨＥＡＤ　映
像事業部

株式会社自己啓発協会 タバコ百害　禁煙サポート

よくタバコは百害あって一利なし、と言われます。実際、様ざまなガン、心臓
病、血管、気管、歯周病等々、数え上げれば百ぐらいの害は簡単に並べそう
です。 
タバコを吸っている人も、害があることはわかっていても、禁煙の方法を知ら
なかったり、何度かの失敗で禁煙をあきらめたりというのがほとんどだと思い
ます。 
このビデオでは、タバコの害（本人の健康に与える害、周囲の人に及ぼす害）
をあらためてしっかりと知っていただいた上で、具体的な禁煙方法をご紹介し
ます。 
自分の意志でやめる方法、ニコチン依存度が高い人には禁煙補助具を使っ
た方法など、確実に禁煙に結びつける方法です。 
また、家族や周囲の協力の重要性も訴えています。 

健康・ライ
フスタイル 26

583 2010/1/1
ＨＥＡＤ　映
像事業部

株式会社自己啓発協会 パワーハラスメント２
管理職のためのパ
ワハラを起こさない
職場づくり

被害を受けた本人だけでなく、職場全体の士気に影響し、生産性の低下も招
くパワーハラスメント。また、訴訟にまでなると企業のイメージ低下は避けられ
ません。パワハラ上司にならないための手法を、セルフチェックリストとアセー
ションを用いて、ケースで紹介します。

健康・ライ
フスタイル 26

584 2010/1/1 木﨑　海洋
行政書士きざき法務オフィス
代表　きざきFPオフィス株式
会社代表取締役

最新！貸倒れ対策セミナー
～大倒産時代を生き
抜く～

金融不安、株価暴落、不動産・自動車産業の低迷、貸し渋り… 
取引先の倒産などで売掛債権が回収不能となった場合の対策は万全でしょ
うか？ 
企業にとって資金繰りは命、今一番必要な対策のひとつです。 
「最新の倒産情報・貸倒れ対策」と貸倒れ対策の必須アイテム「取引信用保
険」を 
スペシャリストが解説します。

税務・財
務・経理 96

585 2009/12/1 蒔田　照幸
賃金人事コンサルティングオ
フィス代表

就業規則の運用実務ポイント
（採用から退職まで）

～雇用調整と労働条
件引き下げの留意点
含む～

就業規則は職場の憲法といわれており、従業員が安心して働くための労働条
件や 服務規を定めた重要な規程です。この講座では、トラブルの未然防止
のみならず、秩序を保ち社員のモラルアップという点からも、経営者としてあ
るいは人事担当責任者として知っておかなけばならない事柄について分かり
やすく解説していきます。 
　誰を採用しようと原則として自由、服務規律こそが重要、職専念義務とは何
か、なぜ残業を拒否できないのか、労働条件はほんとうに引き下げることは
できないのか、など基本的な考え方から、休日と休暇の違い、賃金、懲戒、退
職と解雇など具体的な事柄についてＱ＆Ａをふんだんに交えながら説明して
いきます。

労務 88



586 2009/12/1
ＨＥＡＤ　映
像事業部

株式会社自己啓発協会 パワーハラスメント１
しない、させないパ
ワーハラスメント

「職場のいじめ」の相談件数は年々増大しています。自分だけは大丈夫、で
は済まされないパワーハラスメント問題。では、どのような言動がパワーハラ
スメントと見なされるのか、また、上司と部下はお互いのコミュニケーションで
どのような点に気をつけなければならないか、事例を基に解説していきます。

健康・ライ
フスタイル 26

587 2009/11/1
ＨＥＡＤ　映
像事業部

株式会社自己啓発協会 新・職場のメンタルヘルス３
過重労働とメンタル
ヘルス

過重労働対策/法律の変遷/管理監督者が心がけることケーススタディ　１、
先が見えない　２、セルフケア

健康・ライ
フスタイル 19

588 2009/10/1 蒔田　照幸
賃金人事コンサルティングオ
フィス代表

給料の抜本見直し講座（１）
社員をヤル気にさせ
る給料・人事とは

職場を活性化するためには、全社員ヤル気にさせ、業績を向上させる新賃金
制度の構築こそが喫緊の課題です。「会社への貢献度」を重視しながら昇給・
賞与等を決める「責任等級制度」の確立を!!

労務 148

589 2009/10/1 蒔田　照幸
賃金人事コンサルティングオ
フィス代表

給料の抜本見直し講座（２）
「責任等級制」給料・
人事

わが国には、いまなお年齢、勤続、学歴で社員を処遇している会社がありま
す。そのような会社は、仕事ができる人から退職したり、優秀な人材が入社し
なかったりと、散々です。これからは、一人ひとりの役割責任を明確にした上
で、その成績（プロセスと成果）や能力を評価し、それに見合った処遇をしな
ければなりません。 
この講座では、「会社への貢献度」を基軸にした責任等級制度の考え方と実
務ポイントを分かりやすく解説いたします。

労務 148

590 2009/10/1
ＨＥＡＤ　映
像事業部

株式会社自己啓発協会 新・職場のメンタルヘルス２
スムーズな職場復帰
のために

職場復帰への取組の意義、職場復帰支援のプログラム、配慮すべきポイン
ト、職場の部下にどう伝えるか　他

健康・ライ
フスタイル 17



591 2009/9/1 横山　悟一
財務リスク研究所株式会社
代表取締役

危ない取引先は決算書から
簡単に見抜ける！

不渡り、貸し倒れを
出さないための実践
テクニックとは

今の時代、取引先の経営状況をしっかり把握し、 
　　　貸し倒れを出さないための与信管理強化はリスクマネジメントの最重要
課題。 
　　　プロが誰にでもわかる取引先の決算書の動きや粉飾手法の見抜き方な
ど 
       分析手法の核心を解説。

税務・財
務・経理 87

592 2009/9/1
ＨＥＡＤ　映
像事業部

株式会社自己啓発協会 新・職場のメンタルヘルス１
心の危険信号　見落
としていませんか？

自殺とうつ病・メンタルヘルスケアに対する事業者責任・気づきの重要性とそ
のポイントなど対応例を判りやすく解説　他

健康・ライ
フスタイル 20

593 2009/8/1
ＨＥＡＤ　映
像事業部

株式会社自己啓発協会
メタボ撃退！実践シェイプ
アップ２

実践編　見つけよう
あなたにあったシェイ
プアップ

運動の効果は、「太りにくい体になる」「姿勢がよくなる」「ストレス解消になる」
「若さを保つことができる」などなど。さあ、あなたに合った方法でシェイプアッ
プを実践しましょう。また、ちょっと 
した工夫でバランスよく上手に野菜を摂る方法も紹介します。

健康・ライ
フスタイル 23

594 2009/7/1 二宮　靖志
人材パワーアップコンサル
ティング株式会社代表取締
役

『二宮靖志の管理職を鍛える
戦略実行1000本ノック』

企業の実力が、あらためて見直される時がやってきました。悪化が続く経済
環境の中で、業績を伸ばす企業では、戦略実行力を高めるために余念があ
りません。業績回復を優先する人材活用と育成の組織図の作り方を各項目
ごとに検証し解説します。

研修・人材
育成 145

595 2009/7/1
ＨＥＡＤ　映
像事業部

株式会社自己啓発協会
メタボ撃退！実践シェイプ
アップ１

行動変容編　正しく
理解し変えようライフ
スタイル

メタボリックシンドロームは防ぐことが可能な病気です。ライフスタイルの改善
のポイントは「運動不足」と「過食」。今さらではなく、今からです。自分の身体
に向きあい、今一度みがきをかけてみませんか？

健康・ライ
フスタイル 20



596 2009/6/1 太田　敬治
株式会社エイチ・エーエル 取
締役

中小企業新事業活動促進法
１

オリエンテーション

中小企業を支援する法律の一つに「中小企業新事業活動促進法」という法律
があります。その法律では、中小企業が３年から５年の中期経営計画を立て
て、その計画を都道府県知事が承認すると、融資や信用保証枠の拡大など
様々な支援策を受けられる可能性が広がります。その法律の説明や、中期
経営計画作成のポイントを説明します。

一般経営 23

597 2009/4/1 二宮　靖志
人材パワーアップコンサル
ティング株式会社代表取締
役

不況に負けない組織作りの
要諦

生き残りに必要な人
事・人材育成戦略

規模の大小を問わず、事業の成功とは、会社のビジョンを語るトップの情熱
と、自分の夢を会社に託して仕事に打ち込む社員の意欲がものをいいます。
組織の活性化とミドルの活躍、次世代人材育成と技術の伝承が叫ばれる今
日、社員が本気で業績向上に取り組む人事戦略がますます重要になってき
ています。本セミナーでは、会社の業績目標達成と、人材の成長を加速する
人事戦略のポイントにつ　いて、豊富な事例を交えながら、ベテラン講師がわ
かりやすく解説します。

研修・人材
育成 89

598 2009/3/1 泉　誠司
同行コンサルタント有限会社
代表取締役

営業担当者が新規開拓の際
に、陥りやすいワナと解決策

同行コンサルタントの講師が、営業担当者のために新規開拓の方法を実例を
取り入れて解説します。アポイントの取り方、お客様とのコミュニケーションの
仕方、クロージングまでの流れの中で起こる問題点と解決策をわかりやすく
説明します。営業担当者にとって、欠かすことができないノウハウが盛りだくさ
んのコンテンツです。

研修・人材
育成 73

599 2009/2/1 下村　正
発明達人塾　アイデアクリ
ニック代表　発明事業化アド
バイザー

下村正の発明達人塾　「知っ
て得するワンポイントアイデア
成功の秘訣シリーズ」

ひらめきは立派な財産です。 
どんなにすごい特許や大発明も最初は小さなひらめきや思いつき発想です。 
大切なことはそのヒラメキを大切にしてあと一歩の努力で育てビジネスにつな
ぐことです。 
商品は作り手側の発想では売れません。 
大切なことは消費者の立場になって本当に困ったり、不便を感じた使い手側
の発想です。 
そんな素人発想の魅力とノウハウを豊富な成功事例を挙げながら数多くの素
人発明を世に送り出した発明仕掛け人が講演します。

研修・人材
育成 149

600 2009/2/1 高橋　春義
株式会社タカヨシ代表取締役
社長

まごころ印刷が業績向上の
源

タカヨシの“心に響く
経営”

株式会社タカヨシは、昭和３５年に設立され、現在、印刷業界において、日本
のトップクラスで活躍中。 
「働く人たちの幸せが最も大事」のテーマのもと、様々な事に挑戦し、２０００年
には新潟県経営品質賞の中でも最高の「新潟県知事賞」受賞や、経済産業
省主催の「IT企業百選」では、一流を育てる人財教育が評価され2004年、
2006年と２回にわたり受賞。 
そのほかにも、社会貢献活動や地球環境に対する取り組みなど、多岐にわた
り活躍。

実務家 35



601 2009/1/1 二条　彪
（株）国際後継者フォーラム
代表取締役　中小企業診断
士

必ず成功する事業承継　１２
の法則（後半）

「経営者は後継者に何を教え、どう育てるか？」事業承継は、今後の企業を
継続・発展させるための重要な課題です。事業承継のカリスマコンサルタント
二条彪が、社長の陥りがちな失敗と事業承継を成功させる具体的な方法論
を１２回に渡る連載でわかりやすく解説します。

一般経営 190

602 2009/1/1 下村　正
発明達人塾　アイデアクリ
ニック代表　発明事業化アド
バイザー

下村正の発明達人塾　「あな
たの発明、お金に変える方法
教えます」

ひらめきは立派な財産です。 
どんなにすごい特許や大発明も最初は小さなひらめきや思いつき発想です。 
大切なことはそのヒラメキを大切にしてあと一歩の努力で育てビジネスにつな
ぐことです。 
商品は作り手側の発想では売れません。 
大切なことは消費者の立場になって本当に困ったり、不便を感じた使い手側
の発想です。 
そんな素人発想の魅力とノウハウを豊富な成功事例を挙げながら数多くの素
人発明を世に送り出した発明仕掛け人が講演します。

研修・人材
育成 149

603 2008/12/1
清水　とみ

か

株式会社ローソン　コミュニ
ケーションステーション　ES推
進部長

ローソンに学ぶ、社員もお店
も幸せ！チーム力を高める
ES推進の考え方

「元気になろーソン」でおなじみ、株式会社ローソンでは、活き活きと元気な職
場を創るために「ＥＳ推進」という部署ができました。社員の方や全国各地の
クルーさん（パート・アルバイト）をはじめ、フランチャイズのオーナーの方も笑
顔で働くことができるように、想いや情報を共有するための“セッション”や、企
業理念や行動指針を浸透させるための社内広報活動を通して、組織全体の
活性化に取り組んでいる様子をお話しいただきました。

研修・人材
育成 39

604 2008/11/1
加賀屋　克

美

有限会社加賀屋感動スト
アーマネージメント代表取締
役

ディズニーストアで学んだ　感
動の販売促進術

「元気な職場で働きたい！」「もっとお客様に喜んでもらいたい！」接客業・
サービス業をはじめお客様と直接対話する職場の方は必見です！大好きな
接客の喜びの原点をもう一度見直してください！そして夢への挑戦を続ける
方々へ、世界的に有名なディズニーストアで活躍された加賀屋氏がモチベー
ションの維持から販売促進まで、あなたのために語ります！

一般経営 41

605 2008/9/1
自覚　真由

美

道株式会社　代表取締役　ア
ピールコンサルタント（R)　Ｎ
ＰＯ日本コーチ協会正会員

ビジネスシーンもマナーでア
ピール

～指示の受け方･出
し方～

６Ｗ２Ｈの確認や「ホウレンソウ」を怠ったために、業務に大きな支障をきたす
事が良くあります。相手の信頼を得るアピールの仕方を覚えることで、コミュニ
ケーションのスキルを養い業務を円滑に行えるようになります。アピールコン
サルタントの専門家が、ビジネスシーンでの指示の受け方・出し方のポイント
を紙芝居仕立てで解説します。(43分) 
漫画：雪国れん

研修・人材
育成 43



606 2008/9/1
橋本　絵里

子
アークアカデミー代表

世界最高のエアライン「シン
ガポール航空」に学ぶ最高の
サービスを提供するチーム
ワークの作りかた

世界最高の「おもてなし」のサービスを提供するシンガポール航空。他の航空
会社よりも長いトレーニング期間を経て現場に立つ客室乗務員のサービスは
多くのＶＩＰを魅了するだけでなく、全世界に多くのファンを持っています。今回
はシンガポール航空の元客室乗務員で、多くの客室乗務員を輩出する養成
学校アークアカデミーの代表 橋本氏に最高の思いやりのサービスを提供す
るためのトレーニング方法を含め余すところ無くお伺いしています。

研修・人材
育成 46

607 2008/9/1 鈴木　達雄
千代田第一工業株式会社取
締役会長

社員にとってのやりがいとは
何か

景気に左右されずに
会社を伸ばすために
必要なこと

先代が築いた会社もバブルの波に翻弄され、詐欺・借金など地獄を見た氏が
実感した事とは。他人には迷惑をかけない「現金主義」の徹底、製造業にあり
がちな「きつい、きたない、くさい」の３Kから「感激、工夫、希望」の３Kへの変
革だった。社員が誇りを持って働ける会社づくり。個人ノルマより全員参加の
協調路線経営。地域に活かし、活かされていることを実感し、積極的に地域
の人々と交わる　等々。いま必要な企業経営のあり方とは何かを考える。

実務家 85

608 2008/7/1 二条　彪
（株）国際後継者フォーラム
代表取締役　中小企業診断
士

必ず成功する事業承継　１２
の法則（前半）

「経営者は後継者に何を教え、どう育てるか？」事業承継は、今後の企業を
継続・発展させるための重要な課題です。事業承継のカリスマコンサルタント
二条彪が、社長の陥りがちな失敗と事業承継を成功させる具体的な方法論
を１２回に渡る連載でわかりやすく解説します。

一般経営 191

609 2008/7/1 大嶋　啓介
有限会社てっぺん　代表取
締役

チーム力を高める「てっぺ
ん！の朝礼術」

スタッフの夢とやる
気に火をつけろ！

今、日本の飲食業界でもっとも注目を集めている居酒屋『てっぺん』の創始
者、大嶋啓介社長に話しを聞く。『てっぺん』独自の「公開朝礼」には年間１万
人が参加する。「居酒屋」を通して 
この業界を元気にしたいとの思いはどこにあるのか？スタッフのモチベーショ
ンを高め、熱いチーム作りに大切なものは何であろうか。大嶋流人材育成術
の秘訣とは社長のヒューマンで熱い人間性の中に隠されているのだろう。

実務家 39

610 2008/7/1 岸田　良子
キャリア開発実践研究所所
長

管理者はどうすれば部下育
成をしっかりできるか

プレイングマネジャー
になりきらないため
に…部下育成の環
境づくりはこうして行
う

プレイングマネジャー化からいつまでも抜けきれない管理職、リーダー社員
は、人材育成の問題点を多く抱えている。人材が育たない要因がコミュニ
ケーション不足なら、部下のモチベーションは上がらず、利益が上がらないと
いう結果になる。この講座では、プレイングマネージャーになりきらない為の
部下育成のポイントやコーチングを解説します。

研修・人材
育成 92



611 2008/6/1 篠　晶子
Palmグループ　日本ES開発
協会　パートナーコンサルタ
ント

「社長のハラハラ」これで解
決！モメゼロ規則の作り方

もし、あなたの会社で就業規則を作っていないなら、あるいは、その内容が不
十分ならすぐにでも社内規定の整備が必要です。会社と社員の関係におい
て、｢契約｣や「ルール」は、ますます重要なものになっていきます。本講座で
は、身近な質問を専門の先生がわかりやすく解説します。人事担当者必見で
す。

労務 99

612 2008/6/1 澤田　良雄 株式会社ＨＯＰＥ代表取締役
中小が人を育てるために大
切なこと

わが社のミドル層は
どうすれば育つか

今や「企業は人なり」 いかに社員パワーを最大に活用するかが問われていま
す。その具体的な方法として、ＣＳ思想に基づく人材育成が欠かせません。ま
た、部下の育成は、上司が自ら業績を高め、模範を示すことにより、部下のパ
ワーを引出して活用することが肝心です。これにより、最強の仕事集団ができ
あがります。 
　この研修会は、管理職のあり方を確認し、部下育成法を具体的な指導実践
スキル等をきめ細かく紹介し、すぐ活用できる内容です。

研修・人材
育成 91

613 2008/5/1 大原　光秦
VISTA WORKS研究所　所長
（ネッツトヨタ南国　人材開発
室長）

ネッツトヨタ南国～顧客満足
度NO.1企業に学ぶ「人間性
尊重の経営」

日本全国のトヨタ販売店の中でお客様満足度ナンバーワンを連続達成など、
ネッツ南国は、あらゆる方面から注目されている。 
独自の採用プロセスや能力開発の考え方、人間性尊重の理念に基づく人材
活用術とはどうゆうものか？ 
個の能力を最大限引き出しチームワークの組織作りに挑戦するネッツトヨタ南
国の姿勢は学ぶところが多い。人材開発責任者として統括する大原光秦氏
に話を伺いました。

一般経営 61

614 2008/4/1 五味　栄里
グループ＜包遊＞代表　ラッ
ピングコーディネーター

ラッピング基礎のキソ
初心者マークのあな
たへ！

｢ラッピングはお客様への最後の接客｣です。ラッピングはテクニックだけでは
なくお客様の心を捉える接客の要素を含んでいるのです。本セミナーではラッ
ピングの基礎を学び初心者でも商売で通用し、さらに、心のこもったラッピン
グができるように分かりやすく解説します。

研修・人材
育成 80

615 2008/4/1 五味　栄里
グループ＜包遊＞代表　ラッ
ピングコーディネーター

ラッピング豆知識
初心者マークのあな
たへ！

｢ラッピングはお客様への最後の接客｣です。ツールの選定から包み方、リボ
ンのバリエーションまで知りたいところをワンポイントで分かりやすく解説しま
す。

研修・人材
育成 50



616 2008/3/1 小澤　邦博
一級建築士　福祉住環境
コーディネーター　ＮＰＯ法人
はちふく・ねっと理事長

高齢者にやさしい家・店づくり
のポイント

人が家を造り、家が人を創るとも言われます。 
これから超高齢化社会を迎えるにあたり建物や公共施設もバリアフリー化が
義務づけられるようになりました。家は私たちの命を守る場所であり、幸せを
つくる場所です。 
シニア世代がいつまでも元気で働ける為、そして、これから増加する高齢者
のお客様のためにも正しい改修が必要になるでしょう。

環境・高
齢化 53

617 2008/2/1 北沢　妙子 北沢妙子魅力学研究所所長 ３分間ビジネスマナー
いまさら聞けないシ
リーズ

敬語・名刺交換・電話応対・席次　などビジネスマナーの基礎のキソをワンポ
イントに絞って紹介。いまさら聞けない事ばかりの基本事項を分かりやすく解
説します。

研修・人材
育成 51

618 2008/2/1 橋本　浩史 弁護士
誰でもわかる法律の基礎知
識・契約編

日常ほとんど気にすることのない契約、しかし意識せずとも実際にはほとんど
の取引で契約が成立しているのです。 
正しい業務と健全な取引を行うことは、利益を出すためにも、会社を守るため
にも必要な事です。本セミナーでは契約の重要性について理解していただ
き、実務で最低限必要な法律知識と、その注意点を分かりやすく解説します。

法律 43

619 2008/1/21 香取　貴信
香取感動マネジメント代表取
締役

ディズニーランド奇跡の人材
活用術

｢社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の著者で、年
間に５００回以上の講演をこなす、有限会社香取感動マネジメントの香取貴信
氏との対談です。90%以上と言う脅威のリピーター率を誇るディズニーランド。
ディズニースタッフとして体験した様々なエピソードから、感動ビジネスの根底
にある、顧客満足･従業員満足の話まで、楽しくまじめに語っていただきます。

一般経営 56

620 2007/12/1
内藤　由美

子
中小企業診断士　ロンドン大
学経営学修士（MBA)

３分間ビジネス英会話
仕事に役立つ英会話をシーン別に紹介。物販・飲食・宿泊などでの応対を効
果的なコミュニケーションのポイントを例文を交えて分かりやすく解説します。

研修・人材
育成 52



621 2007/10/1 北沢　妙子 北沢妙子魅力学研究所所長 すぐに役立つクレーム応対
お客様の声は宝の
山

近年、お客様のサービスへの期待度や要求度がより高くなったことなどもあ
り、以前にもまして店や企業にクレームが多く持ち込まれるようになりました。
難しいと思えるクレーム応対も、お客様に満足して頂けるかどうかは最初の
対応にあると言っても決して過言ではありません。そこで例え接客の経験が
浅い人であってもわかりやすく、またすぐ実践でき、しかもクレーム客をファン
にまでしてしまうクレーム応対の基本を身近な事例をもとに解説します。

研修・人材
育成 41

622 2007/10/1
藤崎　ひろ

み
（株）ヒューマンウェア研究所
取締役

「聴き上手」で商売繁盛
心をつかむコミュニ
ケーション術

「職場での報告・連絡・相談」、「お客様との良好な人間関係作り」これらは全
てコミュニケーションが重要です。コミュニケーションの基本は「話す」と「聴く」
ですが、まずは相手の話を上手に聴けるようになることが先決です。 
今回は「聴く」をテーマに、より深い信頼関係を作るための「聴き上手」になる
ポイントを解説します。

一般経営 46

623 2007/10/1 古谷　誠 ジット経営研究所取締役 ５S実践活動の具体策
すぐに始める「整理・
整頓・清掃・清潔・
躾」

職場や現場では「人・機械・モノ・情報」などに多くのムダ・ムラ・ムリを抱えて
います。それを取り除くことが利益拡大には不可欠です。その有効な方策の
一つが「５Ｓ」なのです。しかし、それが実践できている現場・職場はごく僅か
です。これらが実践できているか否かは、的確な手法・ノウハウの有無と、現
場リーダーの問題意識や取組にかかっています。 
本セミナーでは、頭ではわかっていても実践が伴わない「整理」「整頓」「清
掃」をいかに現場・職場に定着させ利益増大につなげるか、現場・職場の改
革・改善に役立つ多くの具体的な手法を事例とともに紹介し、分かり易く解説
します。

研修・人材
育成 79


