２０１７年 開 催 実 績 表
開催日
１／17（火）

マネジメント＆マーケティング戦 略 特 別 セミナー
テ ー マ ・ 講 師
【企画・事業部門の責任者対象】
技術トレンド・未来予測と新事業戦略策定ノウハウ

17010
１／25（水）
２／22（水）

17006
1／27（金）
17005
１／27（金）
17041
２／１（水）
17022

２／10（金）
３／28（火）
５／19（金）
６／26（月）
７／14（金）
８／18（金）
17045
２／13（月）
17038

２／14（火）
17046

２／１５（水）
17067
２／15（水）
17052

２／17（金）
17024

２／17（金）
17060
２／20（月）
17070

エムケー・アンド・アソシエイツ 代表 河瀬 誠 氏
【初級・中級問わず、真剣に修得を目指す方々に４５年の実務経験の全てを注入】
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濃密な２日間～
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）＞
事業部の売上を１．５倍にする
Ａ４「１枚」評価制度の構築法
株式会社ＭｉｌｌＲｅｅｆ 代表取締役 榎本 あつし 氏
新規事業立ち上げ事例続出の実践型セミナー
成功する新規事業プランの描き方
～２００案件の現場経験で培った成功確率８０％の思考法～
Ａｌｐｈａ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 代表 新井 一聡 氏
【老若男女あらゆるシーンに対応する元ＮＨＫアナウンサーによる】
全てのビジネスパーソンのための
「相手の心に届き行動を促す」伝え方・話し方
株式会社マツモトメソッド 代表取締役 松本 和也 氏
＜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 氏
Ｎｏ．１営業マンの売れる秘訣を社内標準化
Sales Best Practice セミナー
ジャパンコンサルティングファーム株式会社
チーフコンサルタント 井上 保 氏
チーフコンサルタント 上口 まみ 氏
【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
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）
～そろそろ『結果の出る新卒採用』を始めませんか？～
２０１８年新卒採用をご検討の企業様は必見！ 結果が出る新卒採用戦略セミナー
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 氏
【結果を出す人は実践している、最短でほしい成果を得るための】
マッキンゼー流「１枚」思考整理術×段取り術
～仕事の質とスピードを高める、ロジカルに考え、まとめて、伝える技術～
大嶋 祥誉 氏
センジュヒューマンデザインワークス（有） 代表取締役／エグゼクティブコーチ
世界３カ国翻訳、３０万部超マッキンゼー教科書シリーズの著者
【Ｂｅｆｏｒｅ・Ａｆｔｅｒで効率よく作るための秘訣を学ぶ】
実際の資料を例にして考えるパワーポイント資料作成スキル
～「文字だらけ」「枚数多い」「カッコ悪い」を解消する図解とデザインの基本～
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
経営者・リーダーのための
人を動かす「言葉力」講座
コピーライター 川上 徹也 氏
本気で考えている経営者＆後継者限定！
お金ではなく人の事から考える事業承継セミナー
～１００社あれば１００通りの事業承継が存在する～
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 氏
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開催日
２／24（金）
３／24（金）
17044
３／２（木）
17078

３／３（金）
17081

３／１3（月）
17091

３／27（月）
17105

４／７（金）
17128

４／17（月）
17120
４／18（火）
17145

４／21（金）
17080
４／25（火）
17115
４／26（水）
17131

５／16（火）
６／13（火）
17139

５／19（金）
17161

５／22（月）
17155
５／23（水）
17165

テ ー マ ・ 講

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
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 垰 尚義 氏
【現役弁護士が実践する即効性のあるテクニックを伝授】
人に考えさせ、動かすための質問術
～質問の４つの力と部下育成やビジネスで活用できる「いい質問」～
みらい総合法律事務所 代表 パートナー 弁護士 谷原 誠 氏
出版記念前夜セミナー（２０１７年３月下旬・白桃書房から出版！）
『ＩｏＴ時代のアライアンス戦略～人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案～』
株式会社ティーシーコンサルティング
代表取締役社長 博士(政策・メディア) 冨田 賢 氏
【書籍つき！４，５００名超の動員実績を反映したリニューアルｖｅｒ.】
「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」
「１枚」ワークス(株) 代表取締役 浅田 すぐる 氏
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
他社と差別化をする
新規事業のテーマ探索とプランニング講座
～事例を交えながら具体的に解説～
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
Ｖ－ＣＯＭＯＮ株式会社・企画協力セミナー
【大手企業で１０００以上のビジネスプラン指導の経験に基づく】
新規事業開発・ビジネスプラン作成法
～企業内起業家人材育成と実践ポイント～
ティエヌオーコンサルティング 代表取締役 武野 昭 氏
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 氏
新規事業立ち上げ事例続出の実践型セミナー
新規事業成功の絶対条件
～２００案件の現場経験で培った成功確率８０％の思考法を２時間で身につける～
Alpha Marketing Corporation 代表 新井 一聡 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
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
１５万部突破のＥｘｃｅｌ本
「たった一日で即戦力になるＥｘｃｅｌの教科書」著者による
会社を救うＥｘｃｅｌスキルと数字スキルの学び方
株式会社すごい改善 代表取締役 吉田 拳 氏
【初級・中級問わず－２０のエピソードからストーリーで身につけるＯＪＴ】
全２回 王道の英文契約ゼミナール講座
～２７９例文から厳選の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濃密な１０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）＞
【最短で思考を整理し、さくさく伝え、成果を上げるための】
マッキンゼー流 資料作成＆伝わるプレゼン技法～聞き手との信頼関係を作る勘所～
センジュヒューマンデザインワークス（有） 代表取締役 大嶋 祥誉 氏
エグゼクティブコーチ＆ビジネス書作家＆人材コンサルタント
世界３カ国翻訳、３０万部超マッキンゼー教科書シリーズの著者
「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 氏
【未来予測２０２５】
サバイバルに向けたデザインシンキングと新規事業開発
（株）ＩＣＴソリューション・コンサルティング 代表取締役社長 インテリジェントデザイナー 冨永 孝 氏
バランスト・グロース・コンサルティング（株） フェロー 小島 美佳 氏
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開催日
５／24（水）
17187
５／25（木）
17210

６／８（木）
17182

６／10（土）
17164

６／12（月）
17191
６／15（木）
17163

６／19（月）
17189
６／22（木）
17204

７／11（火）
17190

７／19（水）
８／24（木）
９／21（木）
17219
７／25（火）
17238
７／31（月）
17186
８／21（月）
17277

８／21（月）
17278

テ ー マ ・ 講

師

儲かるビジネスの仕組みと変化をつくる革新リーダー
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
平成２９年度東京労働局の行政運営方針
厚生労働省 東京労働局 雇用環境・均等部 指導課長 岩出 順一
労働基準部 監督課長 樋口 雄一
職業安定部 職業安定課長 伊藤 宏之
需給調整事業部 需給調整事業第二課長補佐 磯 浩之
【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
株式会社 固 代表取締役／一般社団法人 継未 代表理事
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）
整理・整頓はあなたの職場を劇的に変える！
～仕事力がアップする“かたづけ”講座～
日本初の「かたづけ士」『かたづけを通じて人生を変えるコンサルティング』
スッキリ・ラボ 代表 小松 易
あらゆる業界で生き残るために必須の手法
通信販売現場で活用されているダイレクトマーケティングのノウハウを応用する
株式会社エムズソリューション 代表取締役 大石 真
【その資料で目的は達成できますか？】
最速で結果を出すための マッキンゼー流 資料作成ノウハウ
～ムダを減らし、劇的に効率を上げる近道～
（有）インフォナビ代表
ビジネス・ブレークスルー大学 非常勤講師 上野 佳恵
【企画・戦略策定部門の責任者対象】
技術トレンド・未来予測２０２０と新事業・成長戦略
エムケー・アンド・アソシエイツ 代表 河瀬 誠
【電気は消えても仕事は消えない・・・残業できない時代の】
４倍速仕事術
～長時間労働の原因を見つけ出し、最速で生産性を上げる～
＆ ｃｒｅａｔｅ 代表
Ｏｒｇａｎｉｚｅ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（株） 代表取締役社長 清水 久三子
【正しい失敗の繰り返しが近道】
新規事業成功への３ステップ
～日本企業に適した「リーンスタートアップ」の極意～
エムケー・アンド・アソシエイツ 代表 河瀬 誠
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
食品の機能性マーケティング －ヒットを生み出す次の一手は何か－
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
株式会社インテグレート 代表取締役ＣＥＯ 藤田 康人
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」
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 西脇 資哲
＜第一部＞【人手不足の時代：活き活きした職場を創る】
日本一のマグロ船長に学ぶ！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～
株式会社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
＜第二部＞【人手不足の時代：今いるメンバーが益々成長する】
マグロ船式人材育成術
～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～
株式会社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
９／13（水）
10／11（水）
17275

９／14（木）
17308
９／21（木）
17320

９／22（金）
10／30（月）
11／17（金）
12／11（月）
17314
９／26（火）
17298

９／27（水）
17306
10／３（火）
17319

１０／18（水）
17322
１０／19（木）
17368

１０／20（金）
17353

10／25（水）
17362
10／25（水）
17372

10／31（火）
17351

11／９（木）
17360

テ ー マ ・ 講

師

【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 新・英文契約書基礎講座２０１７
～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）＞
緊急開催！もう待てない２０１８年問題
「無期転換ルール」と「同一労働同一賃金」に具体的にどう対応したら良いのか？
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
【インパクトのある表現には鉄則がある】
見せる・伝わる「最強の図解術」
～文字、表、グラフ、図、カラー、イラストでメッセージをとがらせる～
＆ ｃｒｅａｔｅ 代表 Ｏｒｇａｎｉｚｅ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（株） 代表取締役社長 清水 久三子 氏
＜人事労務が抱える２大テーマへのアプローチ方法＞
問題行動をとる困った社員の取扱いと労働時間の上限規制への対応
－指示命令違反・勤怠不良・能力不足などの困った社員と長時間労働対策－
ＨＲプラス社会保険労務士法人 代表社員／特定社会保険労務士 佐藤 広一 氏
【フレームワークで考える】
次のビジネスに繋げるためのマッキンゼー流 資料作成ノウハウ
～説得力と信頼感を高める３つのポイントを抑え、最速で結果を出す～
インフォナビ代表 ビジネス・ブレークスルー大学 非常勤講師 上野 佳恵 氏
参入余地の大きい分野でチャンスを発掘する
差別力、競争力、現実力ある新規事業テーマの見つけ方、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 新規事業開発上級職人 芦沢 誉三 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
前田 鎌利 氏
株式会社 固 代表取締役
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
【全てを単純、明確に】
花王流 仕事をシンプルにする力 ～結果を出し続けるリーダーになるための秘訣～
株式会社ビズソルネッツ 代表取締役 阿比留 眞二 氏
【最短で思考を整理し、周囲を巻き込み、成果を上げるための】
世界最強コンサルのラポール・プレゼン技法
～マッキンゼーで学んだ、聞き手との信頼関係を築く勘所～
センジュヒューマンデザインワークス（有） 代表取締役 大嶋 祥誉 氏
【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
光和総合法律事務所 パートナー 弁護士 永井 徳人 氏
（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 氏
【５，０００人の働き方、組織を変革させた７つの改善ポイント】
劇的生産性改善術 ～最短最速でゴールに辿りつく秘訣とは～
＆ ｃｒｅａｔｅ 代表 Ｏｒｇａｎｉｚｅ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ（株） 代表取締役社長 清水 久三子 氏
１８万部突破のＥｘｃｅｌ本
「たった一日で即戦力になるＥｘｃｅｌの教科書」著者による
会社を守るＥｘｃｅｌと経営数字の使い方
株式会社すごい改善 代表取締役 吉田 拳 氏
【元ＮＨＫ紅白総合司会者による実践スキル】
心に届く伝え方／６５のルール
～ビジネス現場で即使える言葉の戦略的デリバリーノウハウ～
株式会社マツモトメソッド 代表取締役 松本 和也 氏
多様化する職場での協調的問題解決
コンフリクト・マネジメント
～意見の違いを乗り越え他者を巻き込む力～
早稲田大学紛争交渉研究所 招聘研究員／ＮＰＯ法人日本交渉協会 特別顧問 鈴木 有香 氏
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開催日
11／13（月）

テ ー マ ・ 講

師

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
17344

11／14（火）
17348

11／16（木）
17386

11／22（水）
17394

11／28（火）
17343
11／29（水）
17395
12／7（木）
17400
12／13（水）
17385

12／19（火）
17422

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）
【著者累計２８万部超、総受講者数６，０００名超の超人気講座】
「いまの説明、わかりやすいね！」と言われるコツ
「１枚」書くだけ！たった「３分」で伝わるコミュニケーションを量産する時短術
「１枚」ワークス(株) 代表取締役 浅田 すぐる 氏
真似されにくい新規事業をつくるための
「テーマ探索とビジネスモデルの設計技術」基礎講座
～オリジナリティあるテーマを探し、ビジネスモデルで障壁を作る～
株式会社リーディング・イノベーション 代表取締役
新規事業開発上級職人 芦沢 誉三 氏
【ビジネス未来予測２０２５】
不確実な未来を勝ち抜くための超デザイン思考
～Ａｍａｚｏｎ、Ｇｏｏｇｌｅら勝者の思考法、１つのルール、３つの定石、１０の手法～
（株）ＩＣＴソリューション・コンサルティング 代表取締役社長 インテリジェントデザイナー 冨永 孝 氏
４時間でわかる英文契約書実務
赤坂ビジネスコンサルティング 代表 野口 幸雄 氏
新規事業計画・実行の７ステップ
～効率的かつ効果的なフレームワークの習得と実践演習～
カッティング・エッジ株式会社 代表取締役社長 木下 雄介 氏
「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 氏
新規事業をゼロから立ち上げるメソッド！
実務者向け新規事業開発講座
－リクルート流ビジネスチャンスの探し方
－「考え方・動き方・通し方」実践ノウハウ
株式会社インキュベータ 代表取締役 石川 明 氏
【フレームワークで効率よく資料を作る】
マッキンゼー流 資料作成ノウハウ 実践編
～資料作成に必須の考え方、情報の扱い方、まとめ方を習得し、最短で結果に繋げる～
インフォナビ代表／ビジネス・ブレークスルー大学 非常勤講師 上野 佳恵 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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