２０１６年 開 催 実 績 表
マネジメント＆マーケティング戦 略 特 別 セミナー
開催日
１／18（月）
16024
１／19（火）
15329
１／20（水）
2／17（水）
16005
１／21（木）
16043
１／25（月）
16022
１／25（月）
16050
１／2７（水）
16032
１／29（金）
16044

テ ー マ ・ 講

師

研究開発は成長戦略エンジン
～研究開発成果を決定する７つの「Ｒ＆Ｄ活力」を高める～
株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサルタント 木村 壽男 氏
青山学院大学大学院理工学研究科 非常勤講師（研究開発特論）
大好評につき札幌会場での開催
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
【初級・中級問わず、真剣に修得を目指す全ての方々に４５年の経験を注入】
全２回 英文ビジネス契約書実務プレミアム講座
～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～
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）
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 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
新規事業開発の２つの重要な要素を分かりやすく解説
新規事業のテーマ評価とタネ探しの進め方
～時代と企業特性に合った進め方の詳細～
株式会社リーディング・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
地続き型新事業開発プログラム
～ＳＢＰ（戦略ビジネス・プラットフォーム）法による新事業開発の進め方～
フィフティー・アワーズ 代表取締役 主席研究員 水島 温夫 氏
「道具としてのビッグデータ」の著者が語る
ビッグデータ活用成功術
－ビッグデータからビジネスの成果を生むためのプロセスと要諦－
株式会社チェンジ 取締役 高橋 範光 氏
ビックデータマガジン 編集長

２／３（水）
16019

２／８（月）
16035

２／９（火）
16076
２／15（月）
16063
２／23（火）
16071

２／23（火）
３／24（木）
16083

【大好評につき追加開催決定！】
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
＜新春企画＞
ロールモデルに聞く女性の活躍と企業マネージメント
～２０１６年、女性活躍推進はどう動くか～
株式会社バンダイ 取締役 飛田 尚美 氏
（新規事業政策担当、チーフたまごっちオィサー）
一般社団法人彩志義塾 代表理事 情報技術開発株式会社 社外取締役 古川 裕倫
オープン・イノベーションで切り拓く新たな事業創造
～国内外の最新動向と大阪ガスグループが推進する価値創造型オープン・イノベーション～
大阪ガス株式会社 技術戦略部 オープン・イノベーション室長 松本 毅
ＩｏＴ時代の新規事業立ち上げ戦略
～ユーザー目線とアライアンス活用で収益に結び付けよう！～
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
■ＳＳＫ新春特別セミナー
ものづくり企業トップに聞く２０１６年の戦略
経済産業省 製造産業局 ものづくり政策審議室 課長補佐 川森 敬太
オリンパス（株） 取締役常務執行役員 技術開発部門長 小川 治男
沖電気工業（株） 研究開発センタ長 中澤 修
リンカーズ（株） 代表取締役ＣＯＯ 加福 秀亙
ＴＯＴＯ（株） 上席執行役員 総合研究所長 福田 幸弘
新規事業開発・企画開発者のための 全２回 新規事業開発の実践的基礎と応用講座
－“どのように実態をつくっていくか”の思考と行動ノウハウ－
－ビジネス構造マップの活用とビジネスレイヤー別実践事例－
（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
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氏

氏

氏

氏
氏
氏
氏
氏

氏

開催日
２／25（木）
３／24（木）
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師

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
16041

長島・大野・常松法律事務所 弁護士 垰 尚義 氏
＜問題社員から会社を守る７つの具体的事例と対策＞
職場を混乱させる困った人への上手な対処法
－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－

16004

ＨＲプラス社会保険労務士法人 代表／特定社会保険労務士 佐藤 広一
【新事業の創造は既存業務の延長線上にはない】
新規事業の成功確率を格段に上げる３つのステップと押えるべきポイント
～アイデア探し、事業計画策定・推進、 人と組織を作るリーンスタートアップ～
エムケー・アンド・アソシエイツ 代表 河瀬 誠
【大好評につき追加開催決定！】
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
新規事業を成功に導く最強メソッド「１Ｄａｙすごい会議（Ｒ）」
～ａｇｉｎｇ ｉｎin place （地域で暮らし続ける）を実現するために～
（株）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
成功する新規ビジネス着想法×プロセス×フレームワーク
～国内外豊富な事例に学ぶすぐに使える成功の秘訣～
知的生産研究家
（株）ショーケース・ティービー 共同創業者 兼 取締役副社長 永田 豊志
■ＳＳＫ特別セミナー
成功する新規事業開発とものづくり
経済産業省 経済産業政策局 新規産業室 新規事業調整官 石井 芳明
三菱重工業（株） 執行役員フェロー 交通・輸送ドメイン技師長 宮川 淳一
カシオ計算機（株） 執行役員 研究開発センター長 持永 信之
リンカーズ（株） 代表取締役ＣＯＯ 加福 秀亙
（株）日本能率協会総合研究所 ＭＤＢ事業部 第１情報サービス部 部長 菊池 健司
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）
２，５００名以上が受講！書籍は累計２０万部を突破！
トヨタで学んだ！「１枚」フレームワーク®仕事術
～「考える力・伝える力」の「型」を学び、組織に「共通言語」をインストールする方法～
“伝わるカイゼン”「１枚」ワークス代表 浅田 すぐる
成功する新規事業の分析法と計画作成法
～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
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 豊富な事例と変化に対応する課題解決の思考法～
Ａｌｐｈａ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 代表 新井 一聡
異分野で価値の差別化事業をつくる
ビジネスレイヤーを用いた新ビジネスモデルのつくり方
株式会社リーディング・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
大好評につき大阪・広島・札幌での開催
悪質クレーマーへの法的対応と交渉テクニック

２／26（金）
３／25（金）
４／11（月）
４／27（水）
５／27（金）
６／17（金）
７／29（金）
２／29（月）

16075
３／４（金）

16062
３／８（火）
16057
３／14（月）
16087

３／23（水）
16072

３／25（金）
16116
３／29（火）
16096

４／14（木）
16117
４／19（火）
16127

４／20（水）
16141
４／26（火）
５／23（月）
７／４（月）
16131
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氏

氏

氏

氏

氏
氏
氏
氏
氏
氏

氏

氏

氏

氏

林勘市法律事務所 弁護士 中井 淳 氏
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開催日
４／28（木）
16110
５／31（火）
６／14（火）
６／28（火）
16153
６／７（火）
16155

６／16（木）
16190
６／20（月）
16196
６／23（木）
16185

６／27（月）
16198

６／28（火）
16215
６／29（水）
16187
７／12（火）
16214

７／21（木）
16213
７／25（月）
16240

７／26（火）
８／25（木）
９／９（金）
９／27（火）
10／13（木）
10／26（水）
11／９（水）
11／17（木）
12／13（火）
16194
７／27（水）
16227

テ ー マ ・ 講
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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
ゼロからの英文契約書実務
～実務のプロに学ぶ！海外取引担当者必須のスキルを全３回で完全習得～
赤坂ビジネスコンサルティング 代表 野口 幸雄 氏 氏
【多数のご要望の声に応え待望の開催決定！】
孫正義氏が「一発ＯＫ」を連発した 実践！社内／社外プレゼンのブラッシュアップ術
前田 鎌利 氏
プレゼンテーションクリエイター／サイバー大学 客員講師／
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）
目的の差別化で競争優位のポジションを築く
新規事業のテーマ探しとプランづくりの基礎講座
株式会社リーディング・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
破壊的イノベーション時代のイノベーションマネジメント入門
～たった３時間で「イノベーションとは？」に答えられるようになる！～
株式会社インディージャパン 取締役 山田 竜也 氏
新規事業・事業開発にイノベーションを起こせ
～事業リスクをヘッジする「確実に勝つ」ためのメソドロジー～
ＮＢＩ（中村事業企画） 代表取締役社長 中村 和己 氏
（株）リクルートマネジメントソリューションズ エグゼクティブ・プランナー 井上 功 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～
株式会社ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
ツボを知れば、打ち手が決まる
新規事業成功への３つのアプローチ～２００案件の現場経験で培った必勝の思考法～
Ａｌｐｈａ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 代表 新井 一聡 氏
ＩｏＴ時代の新規事業立ち上げ戦略
～アライアンス活用で、新しい収益を作る！～
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
【全てのビジネスパーソンに必須のプロスキルを３時間で学ぶ】
必ず結果を出す「本当のＰＤＣＡ実践力」習得講座
～トヨタとマッキンゼーのノウハウが凝縮～
株式会社 RE-Engineering Partners 代表取締役 稲田 将人 氏
月間日本一！年間４位のビジネス書のスキルを１２０％理解・実践できる！
トヨタで学んだ「紙１枚！」にまとめる技術～「思考整理」と「伝える力」を劇的にカイゼン！一生磨けるシゴトの「型」～
“伝わるカイゼン”「１枚」ワークス代表 浅田 すぐる 氏
あのカリスマエバンジェリストから学ぶ
「相手を動かす最新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株式会社勤務
業務執行役員・エバンジェリスト
【女性活躍推進法成立】
やってみたい！と言わせる女性リーダー・管理職育成塾

有限会社カスタマーケアプラン 代表取締役 中村 友妃子
[ゲスト講師]
株式会社ビジヨンテック 講師／（一社）日本ＣＡ協会会員／元日本航空国際線客室乗務員 大浜 由紀
株式会社オフィスティー＆ティー 代表取締役／コーピングコーチ／電話対応技能検定指導者級 田村 綾子
日本一の船長直伝！マグロ船式『会議』の極意
～狭くて不便な職場だからこそ培われた劇的な成果を上げる技術～
（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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開催日
７／27（水）
16243

７／28（木）
８／18（木）
９／29（木）
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初心者向けに「伝達」と「理解」の基本を徹底解説
苦手な人のためのプレゼンテーション基礎講座
提案営業、報告会議、企画発表が変わる！論理的と分かりやすさのメカニズム
プレゼンテーション講師／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
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－

16218
７／29（金）

師

丸の内総合法律事務所 弁護士 縫部 崇 氏
どんな相手でも納得させるレポート作成術

16203
８／24（水）
16250
８／25（木）
16272

８／30（火）
16276

９／７（水）
16274
９／8（木）
16300
９／14（水）
16270
９／15（木）
16317
９／20（火）
10／18（火）
16256

９／28（水）
16277

９／30（金）
16278
10／６（木）
16299
10／７（火）
16247

10／13（木）
11／22（火）
16292

株式会社第一生命経済研究所 首席エコノミスト 永濱 利廣 氏
日本一で一番売れているＥｘｃｅｌ本「たった１日で即戦力になるＥｘｃｅｌの教科書」著者が直伝
本当に会社の役にたつ人材になるためのＥｘｃｅｌスキルの学び方
株式会社すごい改善 代表取締役 吉田 拳 氏
【不便・不満・不安・不足・不利・不合理・不具合の解消がビジネスの種】
リクルート流・新規事業創発の作法
～「不」の探索と深耕で唯一無二の顧客価値を掘り起こせ～
北陸先端科学技術大学院 大学情報科学研究科 教授／高信頼組込みシステム 教育研究センター長
（株）リクルートマネジメントソリューションズ ビジネスフロンティア部
ソリューショングループ エグゼクティブプランナー 井上 功氏
ここさえ押さえれば失敗しない
新規事業成功へのパスポート
～２００案件の現場経験で培った必勝の思考法～
Ａｌｐｈａ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 代表 新井 一聡 氏
コピーライターがこっそり教える「言葉を最強の武器にする」方法
「ビジネス・ライティング力」養成講座
コピーライター 川上 徹也 氏
失敗しないための新規事業立ち上げノウハウ
～成功事例より、失敗しないためのコツが役立つ！～
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
新規事業創出のための３ステップ
～日本企業にマッチした「リーンスタートアップ」と成功への近道～
エムケー・アンド・アソシエイツ 代表 河瀬 誠 氏
新規事業開発等の新しいコトを考え出すための必須スキル
「実践！構造化思考力養成講座」～ビジネス構造マップを作りながらテクニックを学ぶ～
株式会社リーディング・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
【日経文庫ベストセラー「英文契約書の読み方」英文契約書の書き方」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徹底習得～
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）
成功する新規事業プロジェクトローンチ
～立ち上げから成長を加速させる「すごい会議」のメソッド～
株式会社ピグマ 代表取締役
兼 「すごい会議」黒帯マネージメントコーチ 太田 智文 氏
緊急開催！厳しさを増す長時間労働規制への具体的対処方法
長時間労働を適正に改善するための処方箋
ＨＲプラス社会保険労務士法人 代表／特定社会保険労務士 佐藤 広一 氏
事業開発の意思決定能力トレーニング
～ファクト分析から学ぶ事業プロフェッショナルの思考技術～
ＮＢＩ（中村事業企画） 代表取締役社長 中村 和己 氏
【待望の新カリキュラム始動！】
孫正義氏が「一発ＯＫ」を連発した 実践！＜社外＞プレゼンのブラッシュアップ術
社内プレゼンの資料作成術（ダイヤモンド社）／社外プレゼンの資料作成術（ダイヤモンド社）著者
サイバー大学 客員講師、プレゼンテーションクリエイター前田 鎌利 氏
大好評につき大阪・福岡での開催
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
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開催日
10／14（金）
11／２２(火)
12／１６(金)
16282
10／17（月）
16342

10／19（水）
16322

10／26（水）
16330

10／28（金）
16337
11／16（水）
16365

11／17（木）
16381
11／22（火）
１２／７（水）
１２／１４（水）
16404
11／25（金）
16370

12／７（水）
16398

12／８（木）
16371
12／15（木）
16372
12／20（火）
16410

テ ー マ ・ 講

師

＜具体的事例とアプローチ方法＞
職場を混乱させる困った人への上手な対処法
－問題行動をとる社員（勤怠不良・能力不足・メンタル不調など）への対処方法－
ＨＲプラス社会保険労務士法人 代表／特定社会保険労務士 佐藤 広一
採用ご担当者様に朗報！！
採用の常識にダマされるな！
ナビを使わずにどんどん人材を採用する方法
パーソネルエイド株式会社 代表取締役 人事補佐官 石塚 毅
【契約書の表現一つで税額が変わることをご存知ですか？】
知識ゼロでも良くわかる 営業・マーケティング、企画、法務・総務担当者のための
税務上有益な契約書作成実務ポイント
光和総合法律事務所 パートナー 弁護士 永井 徳人
（元・総務省 専門職）
鳥越税務・会計事務所 代表 公認会計士・税理士 鳥越 貞成
【会社を丸ごとイノベーティブに！】
新規事業を産み育てる個人力と組織力
～＜具体例から考える＞変化を創り続け、社内の抵抗やしがらみを突破するコツ～
（株）リクルートマネジメントソリューションズ ビジネスフロンティア部 ソリューショングループ
エグゼクティブプランナー 井上 功
新規事業を成功させる５つのステップ
～仮説、検証の実験経営学アプローチで新規事業を成功させるノウハウを公開～
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
【３，５００名超の動員実績を踏まえ今回から大幅リニューアル！】
「１枚」思考整理術・資料作成術・会議ファシリテーション術
実践！トヨタで学んだ「伝わる組織コミュニケーション」のシンプルな「型」
浅田 すぐる
「１枚」ワークス株式会社 代表取締役
世界５ヶ国翻訳、月間ランク１位、２０万部超書籍 『トヨタで学んだ「紙１枚!」にまとめる技術』 著者
＜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
株式会社リーディング・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
【無料セミナー】採用にお困りの企業さま必見！！
採用の常識にダマされてませんか？９０分１本勝負！事例で学ぶ採用㊙ノウハウ
パーソネルエイド株式会社 代表取締役 人事補佐官 石塚 毅
【通販化粧品】生き残りの鍵！
「アクティブ・シニア」完全攻略！５つの鉄則と１０の戦術ポイント
～シニアをリピート顧客にさせるコミュニケーションの秘訣を伝授します～
株式会社フォー・レディー 代表取締役 鯉渕 登志子
【革新的な技術、サービス、ビジネスモデルが既存ビジネスを破壊する】
デジタル変革と新規事業推進の要諦～業界構造によって異なる４つのパターン～
株式会社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
「なるほど」を引き出す双方向プレゼンテーション講座
～ストーリーと資料作りの基礎から、話し方の応用まで「論理的」で「分かりやすい」メカニズム～
プレゼンテーション講師／株式会社ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎
緊急開催！厳しさを増す長時間労働規制への具体的対処方法
長時間労働を適正に改善するための処方箋
ＨＲプラス社会保険労務士法人 代表／特定社会保険労務士 佐藤 広一
目的の差別化で競争優位のポジションを築く
新規事業のテーマ探しとプランづくりの基礎講座
株式会社リーディング・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

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