２０１４年 開 催 実 績 表
経 営 ・マーケティング戦 略 特 別 セミナー
開催日
1／24（金）
14026

１／28（火）
14052
１／29（水）
14009
１／30（木）
２／27（木）
３／27（木）
14008

２／７（金）
14027

２／19（水）
14038
２／21（金）
14010

３／18（火）
14089
３／20（木）
14083

３／24（月）
４／23（水）
14078a

３／28（金）
14011

４／18（金）
5／23（金）
14100
４／22（火）
14111
４／24（木）
14114
４／25（金）
14097

テ ー マ ・ 講

師

＜好評につきリピート開催決定！＞
実務で役立つ Excel データ分析の基本スキル
～ビジネスを可視化し、課題と対策を導き出すデータ集計とグラフ作成の実践手法～
(株)ナレッジステーション 代表者 伊藤 誠一郎
９０％が賛成する新規事業テーマは、なぜ成功しないのか
～テーマ評価のメカニズムと成功に導く進め方～
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三
退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
豊富な実務資料をもとにした対策法 １日（全２部構成）マスターコース
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
はじめて契約業務に携わる方、契約知識の見直しをしたい方必見
全３回「これは押さえたい」契約実務－持 ち帰 り活 用 できる書 式 例 、レジュメ頒 布 －
【第１回】ビジネス文書・法務の基礎知識
【第２回】契約書作成・締結交渉の基礎トレーニング
【第３回】日常業務で頻出する契約の基礎トレーニングと実践 ～各契約類型におけるポイント～
丸の内総合法律事務所 弁護士 縫部 崇
【新人・管理職・派遣等を問わず職場の誰もがシンプルにできる！】
トヨタも実践！「１枚で見える化」仕事術
～整理する力・考える力・伝える力を鍛える「１枚」の仕事の「型」～
１ｓｈｅｅｔ Ｇｅｎｉｕｓ（１シート・ジーニアス） 代表 浅田 すぐる
分かりやすくて美しい！印象に残るプレゼン資料作成術
～資料の役割から効果的な構成・表現法、機能操作まで～
株式会社ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
-好評につき大阪開催決定！退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
豊富な実務資料をもとにした対策法 １日（全２部構成）マスターコース
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
技術の横展開による事業化、収益化づくり
～技術シーズから顧客視点に変換する工夫と出口戦略のポイント～
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三
ネット通販＆小売り戦略特別セミナー
これからのオムニチャネル戦略とは
株式会社ダイレクトマーケティンググループ 常務取締役 藏内 淑行
株式会社日立製作所 情報通信システム社 ビジネスイノベーション本部 上級コンサルタント 織田 稔之
＜全２回＞専門弁護士２名が基礎から応用まで教える
アジアビジネスにおける国際契約知識と交渉、紛争解決、贈賄対応の実務
【第１回】＜基礎編＞アジア・ビジネスにおける英文契約の基礎と紛争解決、贈賄規制の概要
【第２回】＜応用、交渉編＞アジア・ビジネスのための法律実務及び紛争解決対応、贈賄対策
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 本間 正人
弁護士・ニューヨーク州弁護士 吉田 武史
-好評につき札幌開催決定！退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
豊富な実務資料をもとにした対策法 １日（全２部構成）マスターコース
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
前回は３５社以上が参加！【新人から管理職まで誰もが即実践できる！】
トヨタも実践！「１枚フレームワーク」仕事術
～あなたの思考力や伝える力を「１枚」書くだけで自己カイゼンする技法～
１ｓｈｅｅｔ Ｇｅｎｉｕｓ（１シート・ジーニアス） 代表 浅田 すぐる
新規事業開発企画開発者のための「よく分かる新規事業開発の実践的基礎講座」
～タネ探しから事業企画までのプロセス・手順と考え方～
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三
福岡開催 問題社員対応の基礎法律知識と実務
～判例に基づき最低限押えておくべき法的ポイントとトラブル対応策～
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
－好評につき福岡開催決定！－
退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
豊富な実務資料をもとにした対策法 １日（全２部構成）マスターコース
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一
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開催日
４／25（金）
14105

５／16（金）
14120
５／20（火）
６／17（火）
14102
５／22（木）
６／19（木）
７／1７（木）
14132
５／26（月）
14142
５／27（火）
14145
５／28（水）
14162

６／６（金）
14168
６／18（水）
７／ ８（火）
14185
６／23（月）
14189
７／８（火）
14196
７／９（水）
14169
７／18（金）
14179

７／24（木）
８／28（木）
９／25（木）
14198

７／25（金）
14213

テ ー マ ・ 講

師

短時間でわかりやすく即実践できると大好評！！
福岡開催
悪質クレーマーへの法的対応と交渉テクニック
林勘市法律事務所 弁護士 中井 淳 氏
メンタルトラブルや離職が激減！営業も総務もみずから進化する組織になる！
どうしても会社が活性化してしまう『組織創りの方程式』
モチベーション最大化コンサルタント 三好 章樹 氏
【全２回：契約書関連業務に携わる新任者に向けて】
ゼロからの契約書作成実務 Ａ ｔｏ Ｚ
～簡潔なポイント解説、適切な事例紹介により短時間で実践可能にする～
光和総合法律事務所 パートナー 弁護士 花野 信子 氏
オンラインライブ中継による東京・大阪同時開催
新年度にゼロから学ぶ英文契約書実務（全３回演習つき講座）
－基礎知識＆ベースとなる考え方を易しく解説。テキストは後日、解説書として復習に使える完成度の高さ
－実務経験二十数年のベテラン講師ならではの明日から使える『裏技』・『小技』を惜しみなく伝授
赤坂ビジネスコンサルティング 代表 野口 幸雄 氏
会議・打合せを円滑に進める基本スキル
～「終わらない」「決まらない」に決別してゴールを明確にする会議構築術～
株式会社ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
ポジティブ・メンタルヘルス講座
話題の「レジリエンス」でストレス・重圧に強い人材を育成！
ポジティブ サイコロジー スクール 代表 久世 浩司 氏
～２０１４年版 ここでしか聞けない“マル秘”ノウハウ満載～
間違えない「採用」と間違えた時の「辞めさせ方」完全ガイド
（株）いしづかコンサルティング 代表取締役 石塚 毅 氏
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一 氏
明日からスグ使える問題解決のための具体策
粗利を稼ぐ通販事業の仕組み作り
（株）四方事務所 代表取締役 白川 博司 氏
◆セミナーを受講しながら自分の「人脈マップ」が出来る！
◆人脈を視覚化することで人間関係の作り方が分かる！
「社内人脈・社外人脈」の構築・維持・拡大入門
株式会社東京ドアーズ 人間力教育センター 代表 村山 哲治 氏
「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」第１回～第６回の総括及び今から取るべき対策
株式会社グローバルニュートリショングループ 代表取締役 武田 猛 氏
事業化プロデューサー養成講座
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三 氏
伝える力～カリスマエバンジェリストから学ぶプレゼンテーション技術～
西脇 資哲 氏
日本マイクロソフト勤務／ 日本の著名カリスマエバンジェリスト（Ｗｉｋｉｐｅｄｉａによる）
－東南アジア進出企業のための－
海外赴任・海外出張の労務と税務ポイント解説による早わかりガイド
＜事前に押さえたいノウハウ整理で海外進出を成功に導く＞
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一 氏
檜田公認会計士事務所 公認会計士・税理士 檜田 和毅 氏
はじめて契約業務に携わる方、契約知識の見直しをしたい方必見
全３回「これは押さえたい」契約実務
－持ち帰り活用できる書式例、レジュメ頒布－
【第１回】ビジネス文書・法務の基礎知識
【第２回】契約書作成・締結交渉の基礎トレーニング
【第３回】日常業務で頻出する契約の基礎トレーニングと実践 ～各契約類型におけるポイント～
丸の内総合法律事務所 弁護士 縫部 崇 氏
薬事法を適切に理解すれば売れる販促テクニックも駆使できるの！？
エーエムジェー株式会社 代表取締役 赤坂 卓哉 氏
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開催日
７／31（木）
14201

８／１（金）
14215

８／５（火）
14230

８／25（月）
14243

８／29（金）
14242

９／24（水）
14261
９／25（木）
14280
９／26（金）
10／９（木）
14275
９／29（月）
10／27（月）
11／28（金）
14253
９／30（火）
14268

10／３（金）
14263

10／７（火）
14267
10／８（水）
14270
10／16（木）
14278

10／22（水）
11／19（水）
14290

テ ー マ ・ 講

師

【今いる人、あるモノで何とかしよう】
日本一のマグロ船船長に学ぶ！マネジメントとリーダーシップの極意
～狭くて不便、過酷で逃げ場の無い職場だから培われた知恵の結集～
ネクストスタンダード マグロ船式人材コンサルタント 齊藤 正明 氏
累計７０社以上が参加！【新人から管理職まで誰もが実践できる！】
「トヨタ」で学んだ！「紙１枚」で「問題解決」術
～最短５分！日々の仕事に「問題解決アタマ」を取り入れるシンプルな方法～
「１枚」ワークス主宰 浅田 すぐる 氏
【多くの営業部再生の実績をもつ営業コンサルタントが秘訣をすべて伝授】
営業部の強化策！
～御社の営業部を常勝軍団にする鍵は、営業部運営の画期的な改革にあり～
株式会社グランド・デザインズ 代表取締役 藤本 篤志 氏
教科書発想からの脱却による新たな事業開発
「システム開発系企業の新規事業のつくり方」
～事業の差別化軸の発掘から事業企画までの考え方と進め方～
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長 シニア・コンサルタント 芦沢 誉三 氏
【新卒から管理職まで押さえておきたい実践的仕組みと思考法】
個人と組織の成長が加速する「トヨタのＰＤＣＡ」
～どんな組織においても評価される、仕事を円滑に回していく方法～
原 マサヒコ 氏
＜全１日で基礎から体系的に理解する＞
英文契約の基本理解と契約交渉の実務
ベーカー＆マッケンジー法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 本間 正人 氏
【イノベーションを生み続けるシリコンバレーの活力を取り込む】
実は日本企業に足りない目標達成のためのチーム作りとリーダーシップ
（株）インテカー 代表取締役社長 内閣府本府参与 科学技術・ＩＴ戦略担当 齋藤 ウィリアム 浩幸 氏
【全２回】 次世代ネット事業戦略
～最新のネット中心主義が事業戦略の成否と未来を決める～
ＮＢＩ（中村事業企画） 代表取締役 中村 和己 氏
＜問題社員から会社を守る７つの具体的事例と対策＞
退職して貰いたい人を上手に辞めさせる処方箋
－問題社員（勤怠不良・能力不足・メンタル不調など）への対処方法－
さとう社会保険労務士事務所 代表 特定社会保険労務士 佐藤 広一 氏
【プレイイングマネージャー／管理職に必須の人心掌握術】
芸人に学ぶ空気作りの方程式と成果を上げる職場活性化コミュニケーション術
～２時間で習得、ビジネスシーンで即使える実践的ノウハウ～
（株）アイ・エヌ・ジー伝達研究所 代表取締役
コミュニケーション・プロデューサー／空気活性プロデューサー 夏川 立也 氏
累計６００名以上が参加！忙しくて時間が限られる人ほど好評価！
「トヨタ」で学んだ！「紙１枚」で「問題解決」術
～最短３分！シゴトで「選ばれ続ける」人達の思考回路をインストールする方法～
「１枚」ワークス主宰 浅田 すぐる 氏
【次世代消費市場の主役を担う若者の実情をつかむリアルなヒント満載】
マイルドヤンキー経済と消費動向、事業機会
（株）博報堂 若者生活研究室 アナリスト 原田 曜平 氏
【消費増税・インフレ時代のセールスパーソン必須テクニック】
実践的値上げ・価格交渉ノウハウ
インサイトラーニング（株） 専任講師 松本 毅 氏
安倍内閣の成長戦略改訂版：女性登用の新法への備え
女性幹部育成に必要な５つのスキル
～グローバル企業の女性幹部育成でのメソッド～
株式会社Ｌｅｏｎｅｓｓａ 代表取締役社長 秋山 ゆかり 氏
【日経文庫・「英文契約書の読み方」「英文契約書の書き方」ベストセラー著者による】
全２回 英文契約書作成実務講座
～３０年以上にわたる現場経験、日々の戦いの中から、実践で即使える要点を基礎から習得～
山本 孝夫 氏
明治大学 法学部 元専任教授（1999-2014.3）／元三井物産（株） 法務部門（1966-1999）
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開催日
10／28（火）

テ ー マ ・ 講

師

平成２７年度導入の機能性食品（機能性表示）
14286

10／28（火）
14301
10／30（木）
14304
11／19（水）
14282
12／３（水）
14320

薬事法・景品表示法・健康増進法の法理解をベースとした、広告表現のスペシャリスト
エーエムジェー株式会社 代表 赤坂 卓哉
トクホから一般加工食品に至るまで長く臨床試験に携わっている、臨床試験のスペシャリスト
株式会社ワンネスサポート 取締役 寺島 真
大好評につき大阪会場リピート開催
悪質クレーマーへの法的対応と交渉テクニック
林勘市法律事務所 弁護士 中井 淳
新製品、新規事業開発のための情報力基礎講座
～情報力と考察力で差がつけば、差別化事業が生まれやすくなる～
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役社長／シニア・コンサルタント 芦沢 誉三
伝わるプレゼンテーションの基礎と実践法
～話の組み立てから資料作り、スピーチのコツまで～
株式会社ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
【ユーザー側／ベンダー側、９つのケーススタディーで徹底解説】
ＩＴ関連契約書作成実務と実践的トラブル対処法
～ネット・クラウド関連、システム開発、スマホアプリ、ＥＣ等広範な業務で頻出～
弁護士法人 横浜パートナー法律事務所 弁護士 藤井 総

株 式 会社 新 社 会 シ ス テ ム 総 合 研 究 所
ＴＥＬ (03)5532-8850
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