２０１５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
１／20（火）
２／17（火）

テ ー マ ・ 講

師

【中級以上の実務経験者対象】
全２回 英文ビジネス契約書プレミアム講座
～８００例文から実践で活きる最強のレファレンス、裏技・小技まで惜しみなく伝授する１２時間～
15023

１／26（月）
15012
１／27（火）
15004
1／28（水）
15009

１／29（木）
15020

２／20（金）
３／20（金）
４／24（金）
５／15（金）
15024
２／27（金）
３／27（金）
15031
３／４（水）
15077
３／25（水）
15066
３／26（木）
15080
３／30（月）
15088

４／13（月）
15128
４／15（水）
15121

４／15（水）
５／13（水）
６／10（水）
15102
４／21（火）
15107

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）
この仕組みを徹底すれば年商倍増！化粧品通販で成功する“８つのポイント”
～通販化粧品の勝ち組作戦を、現場の業務改善に生かす秘策を伝授～
株式会社フォー・レディー 代表取締役 鯉渕 登志子 氏
儲かるビジネスの仕組みをつくりあげ、必要とされる革新リーダー
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
＜３時間半で詳しく解説＞
これだけは押さえたい！Ｅｘｃｅｌデータ集計とグラフ作成の基本スキル
～ビジネスを可視化し、課題と対策を導き出すデータ分析の基礎知識～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
【２０２０年東京オリ・パラ、スポーツへ協賛するために】
企業価値を最大化するスポンサー契約の実務とトラブル対策
～スポーツビジネスって何？契約書前の法的知識、契約書ひな形とチェックポイント～
Ｆｉｅｌｄ－Ｒ法律事務所 弁護士 松本 泰介 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
全２回 ビジネス契約書の基礎知識と実践
－会社の利益を守るための契約類型に応じたケーススタディ
－どのような条項を規定すべきか理解するための知識とテクニック
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 垰 尚義
新規事業担当部門のビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル
～アイディア発想から、戦略立案、アライアンス、事業計画書作成まで徹底解説！～
株式会社ティーシーコンサルティング 代表取締役社長 冨田 賢
いよいよスタートする新・機能性表示制度
～「食品表示基準」「施行通知」「ガイドライン」を徹底攻略～（予定）
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
新規事業開発リーダーのための儲かるビジネスモデル設計講座
日本工業大学技術経営研究科（ＭＯＴ） 客員教授 原 吉伸
（元アーサー・Ｄ・リトル経営コンサルタント）
１，０００名以上が受講！【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
～書籍も大好評！あなたの「考える力・伝える力」をカイゼンするシンプルな技法～
“伝わるカイゼン”「１枚」ワークス 代表 浅田 すぐる
新規事業部門のビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル
～アイディア発想から、戦略立案、アライアンス、事業計画書作成まで徹底解説！～
株式会社ティーシーコンサルティング 代表取締役社長 冨田 賢
新規事業の成否は予測できる
新規事業を成功に導く１７の着眼点
～ ２００案件の現場経験で培った変化に対応する課題解決の思考法 ～
Ａｌｐｈａ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 代表 新井 一聡
新年度にまとめて習得、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チームでシェアできる『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
【＜新年度＞人材不足の時代、今いる人・あるモノを最大限活用しよう】
日本一マグロ船長の知られざるノウハウ！
即使えるマネジメントとリーダーシップ
～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～
（株）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
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氏

氏

氏
氏

氏

氏

氏

氏

氏

開催日
４／24（金）
15110
４／27（月）
15096

４／27（月）
５／20（水）
15140
４／28（火）
15141

５／11（月）
15149
５／12（火）
５／25（月）
６／９（火）
６／22（月）
15132
５／19（火）
15158
５／20（水）
15153
５／22（金）
15161

５／26（火）
７／７（火）
15109
５／27（水）
15120

５／28（木）
15163
５／29（金）
15167

６／17（水）
15181

６／24（水）
15144
６／26（金）
15168

テ ー マ ・ 講

師

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 氏
＜３時間半で詳しく解説＞
話を簡潔にまとめ論理的な資料で魅せるプレゼンテーション術
～報告会議、企画発表、提案営業、商談打ち合わせで成果を出す伝え方の極意～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
（日本プレゼンテーション協会会員 起業支援ドリームゲートアドバイザー）
大好評につき東京・大阪会場での開催
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
上司の頭はまる見え
９割女性のマネジメント手法
～女性を戦力化できない男性上司の必須スキル～
株）ジョヤンテ 代表取締役 川崎 貴子 氏
アライアンス（提携）が新規事業立ち上げの切り札だ！
～自前主義からの脱却で、売上を獲得するノウハウを大公開～
株式会社ティーシーコンサルティング 代表取締役社長 冨田 賢 氏
「雑談力」「質問力」「商談力」「会話式プレゼン力」
－いま注目！ビジネスパーソン必須の『会話力』を４回シリーズで習得！－

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
経営計画・事業企画担当者のための新しい視点
未来の勝ち組企業になる長期停滞時代の中期経営計画
ＮＢＩ（中村事業企画） 代表取締役 中村 和己
すべての商品企画・サービス開発担当者のための新しい視点
勝ち組商品を生み出す市場縮小時代の商品・サービス開発
ＮＢＩ（中村事業企画） 代表取締役 中村 和己
【ＩＴ関連業界同士が提携するケース】
【ＩＴ関連業界以外がＩＴ関連業界と提携するケース】
業務提携・資本提携を活用したビジネス開拓の基礎実務
～基礎知識と特に問題となる知的財産権の観点からの注意点～
潮見坂綜合法律事務所 パートナー 弁護士 後藤 高志
潮見坂綜合法律事務所 パートナー 弁護士 吉羽 真一郎
【新年度：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
～全２回で実際に必要な基礎知識から 作成ポイントまでを重点的に習得～
光和総合法律事務所 パートナー 弁護士 花野 信子
新規事業開発のための７日間事業計画作成法
－アイディア発想から事業計画まで７日間で仕上げる方法
－プロジェクトリーダーに必要なスキル・姿勢とチームへのリーダーシップ
ブレークスルーパートナーズ株式会社 マネージングディレクター 赤羽 雄二
結果にコミットする！指示がなくても、社員全員が、自分で考え動き続ける
『強力な自律型組織を創る方程式』
モチベーション最大化コンサルタント 三好 章樹
リスクを未然に防いで成果を向上させる「判断力・段取り力」を強化する
中堅社員に必須のタイミング マネジメント
～「仕事がデキる人は間のとり方が上手い」・「なぜかいつもタイミングが悪い」を解決する～
株式会社プライムタイム 代表取締役 坂本 敦子
【大好評につき追加開催決定】
新規事業部門のビジネスリーダーが身につけるべき最強スキル
～ビジネスチャンス発見から、戦略立案、アライアンス、組織的課題打破まで徹底解説！～
株式会社ティーシーコンサルティング 代表取締役社長 冨田 賢
なぜ御社の新規事業は成功しないのか？
～アイデアの評価法から新規事業進捗管理まで新規事業の成功ノウハウ公開～
株式会社総合コンサルティングオアシス 代表取締役 大江 建
＜３時間半で詳しく解説＞
これだけは押さえたい！Ｅｘｃｅｌデータ集計とグラフ作成の基本スキル
～ビジネスを可視化し、課題と対策を導き出すデータ分析の基礎知識～
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
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開催日
７／３（金）
15133
７／９（木）
15209
７／14（火）
15194
７／22（水）
15198

７／23（木）
８／27（木）
９／24（木）
15185
７／27（月）
15150

７／28（火）
15218
７／30（木）
15079
８／26（水）
９／18（金）
１０／14（水）
15194
８／28（金）
15212
９／14（月）
15259
９／15（火）
15272

９／16（水）
15245
９／18（金）
15255

９／29（火）
15288

10／２（金）
15282
10／16（金）
15276

テ ー マ ・ 講

師

東京ディズニーランドも教育に取り入れる「交流分析」を活用
人間関係の円滑化と組織の活性化のコミュニケーション術－自我分析（エゴグラム診断）付－
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
新規事業と現状打破に役立つアライアンス戦略
～外部との提携の基礎理論と具体的な実践方法を徹底解説～
株式会社ティーシーコンサルティング 代表取締役社長 冨田 賢 氏
儲かるビジネスの仕組みをつくりあげ、必要とされる革新リーダー
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
【マネージャー／プロフェッショナルのための】
新規事業／事業開発の意思決定能力トレーニング
～豊富なファクト分析・事例と演習を通じて徹底習得～
ＮＢＩ（中村事業企画） 代表取締役 中村 和己 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－
丸の内総合法律事務所 弁護士 縫部 崇 氏
１，０００名以上が受講！【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
～書籍も大好評！あなたの「考える力・伝える力」をカイゼンするシンプルな技法～
“伝わるカイゼン”「１枚」ワークス 代表 浅田 すぐる 氏
新規事業の成功確率を高める６つの条件
～豊富な事例分析で実証されたフレームワークの活用で簡単にビジネスプラン・コンセプトが創造できる～
（株）エムアウト 取締役副社長 中島 宏史 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）
＜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
～部下を一人でも持つことになったら～
世界基準の上司になるための訓練法
ブレークスルーパートナーズ株式会社 マネージングディレクター 赤羽 雄二 氏
ＩｏＴによる新規事業立ち上げ戦略
～ＩｏＴブームをいかに収益に結び付けるかを徹底解説～
株式会社ティーシーコンサルティング 代表取締役社長 冨田 賢 氏
叱り上手は嫌われません！
部下がついてくる人、離れていく人の叱り方と６つのタイプ別ほめ方の極意
株式会社ミュゼ 代表取締役 齋藤 直美 氏
株式会社ビィハイブ 代表取締役 谷口 祥子 氏
リーダーシップで決める会議ファシリテーション術
元医療コンサルタントが明かす超速会議の意識、段取り、問いかけのポイント
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
Ａｐｐｌｅが認めた、世界を変えるイノベーターが登壇
外科医が描く、革新的な勝てるプレゼンテーション
ビジネスに共感と衝動を呼ぶインセンティブプレゼンテーション
神戸大学大学院 医学研究科 消化器内科 特務准教授 杉本 真樹 氏
リーダーが現場で即実践できる！
多様性あるメンバーを動かすチーム・ビルディング必勝法
コミュニケーション／プレゼンテーション・コンサルタント
（一社）日本ＮＬＰ能力開発協会 代表理事 二階堂 忠春 氏
ＧＩＲＬＳ ＢＥ ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ！女性が知っておくべき男性のホンネ
一般社団法人彩志義塾 代表理事 古川 裕倫 氏
日本駐車場開発株式会社 社外取締役／情報技術開発株式会社 社外取締役／ビジネスアドバイザー
累計受講者数１，５００名超！毎回９８％以上が高評価！目からウロコ多数！
トヨタで学んだ！「紙１枚」で考える力・伝える力
～書籍は１２万部突破！ 「１回・３分・１枚」書くだけ！本質的かつシンプルな仕事術～
“伝わるカイゼン”「１枚」ワークス代表 浅田 すぐる 氏
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開催日
10／19（月）
15303
10／20（火）
15304

10／20（火）
15310

10／22（木）
15282
10／23（金）
11／20（金）
12／11（金）
15322
10／27（火）
15311

10／28（水）
15280

10／28（水）
11／24（火）
15329
11／16（月）
15339
11／17（火）
15298

11／26（木）
15348
11／30（月）
15321
12／2（水）
15341

12／３（木）
15334
12／４（金）
15356

テ ー マ ・ 講

師

新規事業立ち上げのためのアライアンス戦略
～外部との提携の基礎理論と実践方法を身につけよう！～
株式会社ティーシーコンサルティング 代表取締役社長 冨田 賢 氏
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」
～注目ワードと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 氏
若手・中堅社員向け
気がきく社員の仕事術
～気配り・段取り上手なワンランク上の仕事を２時間で身につける～
（株）ビジネスプラスサポート 人財育成プロデューサー 村井 絵里奈 氏
幹部が知っておくべき女性活躍推進のポイント～女性活用を業績向上につなげる～
一般社団法人彩志義塾 代表理事 古川 裕倫 氏
日本駐車場開発株式会社 社外取締役／情報技術開発株式会社 社外取締役／ビジネスアドバイザー
＜全くの初心者、独学・オンザジョブのみの中級者一歩手前から、実務で戦力になる真の中級者へ＞
【全３回】ステップアップ方式で身に付く英文契約書実務
山口国際総合法律事務所 弁護士 山口 雄 氏
数々の企業を売上ＵＰに導いたコンサルタントが伝授！
もうトップセールスに頼らない！組織で取り組む法人営業戦略
～８割のマネジャーが見誤る？現場に欠かせない２５の判断基準とは？～
日本成長戦略研究所株式会社 代表取締役 “導線経営”コンサルタント 中丸 秀昭 氏
孫正義氏が「一発ＯＫ」を連発した
実践！社内プレゼンのブラッシュアップ術
ソフトバンクアカデミア第１期生／ソフトバンク認定講師（プレゼンテーション等）
前田 鎌利 氏
大好評につき大阪・札幌会場での開催
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
新規事業立ち上げを成功させるチーム作りと人材戦略
～社内ベンチャー成功の秘訣は人のマネジメントにある～
株式会社ティーシーコンサルティング 代表取締役社長 冨田 賢 氏
【企画営業・社内報告・広報ＰＲ・人材採用で実践】
伝える力×動かす力 （ｂｙ ＮＬＰ心理学）
～効果的に相手に伝わり、動かす！戦略的話術＆プレゼンテーション～
プレゼンテーション／コミュニケーション・コンサルタント
（一社）日本ＮＬＰ能力開発協会
認定ＮＬＰトレーナー 松﨑 康学 氏
～２０１６年 いまならまだ間に合う～「新卒採用」「中途採用」成功戦略
株式会社いしづかコンサルティング 代表取締役 石塚 毅 氏
新卒採用コンサルタント 佐藤 瑞穂 氏
破壊的イノベーションによる新規事業立ち上げ戦略
～クリステンセン流のアプローチ、ＪＯＢＳメソッド®～
株式会社インディージャパン 代表取締役 山田 竜也 氏
新規事業開発のための７日間事業計画作成法
－アイディア発想から事業計画まで７日間で仕上げる方法
－プロジェクトリーダーに必要なスキル・姿勢とチームへのリーダーシップ
ブレークスルーパートナーズ株式会社 マネージングディレクター 赤羽 雄二 氏
～新規事業を軌道に乗せ、既存ビジネスにブレイクスルーを起こす最強メソッド～
プロジェクトを成功に導く「すごい会議®」
株式会社ピグマ 代表取締役 兼 「すごい会議」マネージメントコーチ 太田 智文 氏
資料作成に悩む新入社員から高度な意思決定に悩む経営トップまで役立つ
ソフトバンク流 世界のトップを１０秒で納得させる資料の法則と１００本ノック
―経営の意思決定に役立つ資料を作るための法則とトレーニング－
トライオン（株） 代表取締役社長 三木 雄信 氏
（元 ソフトバンクグループ 社長室長）
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開催日
12／９（水）
15340

12／15（火）
15374

12／18（金）
15372

テ ー マ ・ 講

師

ゆく年くる年・特別企画セミナー＆交流懇親会
２０１５年を振り返り、２０１６年の新規事業を展望する
～新規事業のネタを仕入れて新年に備えましょう！～
株式会社ティーシーコンサルティング 代表取締役社長 冨田 賢 氏
新規事業にもスピードが求められている
３ヶ月で確度の高い新規事業のテーマ探索
～既存市場変革型モデルを狙うアプローチ～
（株）リーディング・イノベーション 代表取締役
シニア・コンサルタント 芦沢 誉三 氏
異業種とのアライアンスによる新規事業立ち上げと推進
～新規事業を確立させる要諦と組織機能～
（株）ＮＴＴデータ経営研究所 情報戦略コンサルティングユニット
ビジネスソリューションコンサルティンググループ パートナー 松岡 良和 氏

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