２０１８年 開 催 実 績 表
開催日
１／16（火）
18004
１／18（木）
18001
１／19（金）
18002
１／24（水）
２／14（水）
２／28（水）
18015
１／29（月）
２／23（金）
３／23（金）

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
【あらゆる業界の常識を覆す第四次産業革命】
新規事業戦略へのＡＩ・ＩｏＴ活用
～ＯｐｅｎＡＩやブロックチェーン等、最新技術動向と２０２０年に向けた具体策～
メディアスケッチ株式会社 代表取締役 サイバー大学 客員講師 伊本 貴士
【新春講演・第一部】
次世代成長戦略に資する技術トレンド・未来予測２０３０
～自社へのインパクトを予想し大胆に戦略転換する～
エムケー・アンド・アソシエイツ 代表 河瀬 誠
【新春講演・第二部】
新規事業成功への３ステップ２０１８
～日本企業に適した「リーンスタートアップ」、豊富な事例と要点～
エムケー・アンド・アソシエイツ 代表 河瀬 誠
【新たなプログラム構成でリニューアル：明日から使えるＡｔｏＺ】
＜全３回＞新・英文契約書作成実務プレミアム講座２０１８
～８００例文から実践で活きる最強のレファレンス集、裏技・小技まで惜しみなく伝授する濃密な３日間～
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） 山本 孝夫
＜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－

氏

氏

氏

氏

18006
２／21（水）
18041
２／22（木）
３／30（金）
18012
２／26（月）
18016
３／７（水）
18069
３／13（火）

17385
３／29（木）

18104
４／10（火）

18096

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
【環境変化が激しい時代に必須の先読みする力を身に付ける】
未来シナリオの作り方と事業戦略の構築
～未来事業創造のための「ＦＵＳＩＯＮ」フレームワーク～
株式会社グリーンフィールドコンサルティング 代表取締役 西村
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
自社に合った対策を講じ規定に落とし込む
働き方改革への実務対応と就業規則の定めかた
－働き方改革実行計画から紐解く企業が取るべき実務対応－
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

行功 氏

尚義 氏

広一 氏

【１０万人以上のキャストを育てた元ディズニーのカリスマ人材トレーナー】
３日で変わるディズニー流人財育成術
Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ Ｃａｒｅｅｒ Ｌａｂ．代表 ハピネスコンサルタント 櫻井 恵里子 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
ＡＩ、ＥＶ、ＩｏＴなど注目のキーワードをきっかけとした
個性ある新規事業開発の考え方、進め方
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
【新プログラム始動：孫正義氏が「一発ＯＫ」を連発】
決裁者にＹｅｓ！と言わせる社内プレゼン
「資料作成＆話し方」ブラッシュアップ術
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） 前田 鎌利 氏
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開催日
４／11（水）
18113

４／13（金）
18082

４／18（水）
18127
４／18（水）
18110

４／20（金）
18136

４／24（火）
18149
５／10（木）
18148
５／15（火）
18120

５／16（水）
６／ ６（水）
６／27（水）
18151
５／1７（木）

18152
５／23（水）
18114
５／24（木）
18137
５／28（月）
18162

テ ー マ ・ 講

師

【企画・戦略策定部門の責任者対象】
緻密な情報収集と分析法により
実務で使える戦略入門
～精度とスピードを両立させる外資系戦略コンサルのアプローチ～
株式会社メウビート 代表取締役 深田 智史 氏
【盛田会長を始めソニー歴代トップのスピーチライターが教える】
人を動かすスピーチの法則
～聴き手が思わずついていきたくなるスピーチとは～
株式会社ロジックアンドエモーション 代表取締役 ＣＥＯスピーチコンサルタント 佐々木 繁範 氏
採用、異動、退職奨励、懲戒処分、解雇などでのトラブルから会社と社長を守る
モンスター社員トラブルの防止策と対処法
杜若経営法律事務所 パートナー弁護士 向井 蘭 氏
堀江車輌電装協賛セミナー
２０１８年４月障害者法定雇用率の引き上げによって何が変わる？
－民間企業は職場環境づくりにどう取り組んでいったらいいのか－
横浜市立大学 国際総合科学部 教授・ＣＳＲセンター長 影山 摩子弥 氏
堀江車輌電装株式会社 障がい者支援事業部 部長・ ビルメンテナンス事業部 部長 林 一茂 氏
株式会社スガテック 関東支店 業務部長 吉住 圭司 氏
厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 障害者雇用対策課長（予定）
【著書累計２９万部超、受講者数７,０００人超の人気講師が放つ新講座、初公開＆初開催】
松下幸之助の働き方を「紙１枚」書くだけで実践する技術
仕事の達人の名言を実践し、「こんな仕事ぶりでいいのだろうか」という不安を解消する４時間
「１枚」ワークス(株) 代表取締役 浅田 すぐる 氏
事業展開シナリオと技術ロードマップの策定
～技術を核とした新たな成長戦略を構想する～
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
【よく分かるからすぐ行動できる、成功事例続出の実践型セミナー】
新規事業成功へのステップアップ実践法
～２５０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
プレゼン個別指導塾代表が徹底解説
プレゼンテーション「天国」と「地獄」
資料はソコソコ、しゃべりはボロボロのプレゼンを止めるための処方箋
（株）ナレッジステーション 代表取締役 伊藤 誠一郎 氏
（Ｅｘｃｅｌ表計算処理技能１級、 ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔプレゼンテーション技能１級、
Ａｃｃｅｓｓビジネスデータベース技能１級、 Ｗｏｒｄ文書処理技能１級）
【これだけ押さえれば大丈夫！ 入門・基礎編－２０の契約交渉場面と豊富な実用参考例】
＜全３回＞新・英文契約ゼミナール基礎講座２０１８
～２７９例文から厳選・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１５時間～
山本 孝夫 氏 明治大学法学部 元専任教授（1999-2014）／元三井物産法務部門（1966-1999）
研究開発部門における
「働き方改革」の考え方と推進ポイント
～「Ｒ＆Ｄ生産性」と「Ｒ＆Ｄ活力」の同時革新アプローチ～
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
【大手企業の新規事業担当者、組織・人事担当者】
新規事業を成功に導く未来課題の解決策
～プランニングは道半ば、実行段階で表出し混乱させる最大の難所を回避する～
株式会社メウビート 代表取締役 深田 智史 氏
【全３回 『アマゾンが描く２０２２年の世界』 で学ぶビジネス実践講座】
＜第１回＞ アマゾン×ロジカルシンキング
立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授
株式会社マージングポイント 代表取締役社長 田中 道昭 氏
異業種 合同開催 実務者向け新規事業開発ワークショップ リクルート流の新規事業開発メソッド
－自社の特性を再認識し、新たなビジネスチャンスを見つける－
株式会社インキュベータ 代表取締役 石川 明 氏
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開催日
５／31（木）
18155

６／13（水）
18179

６／28（木）
18156
７／３（火）
18219

７／12（木）
18230
７／17（火）
18248
７／19（木）
８／23（木）
９／20（木）
18208
７／19（木）

テ ー マ ・ 講

師

【「型」を使い簡単に仕事の質とスピードを高める】
マッキンゼー流「１枚」思考整理術×段取り術
～３０秒で伝える技術と３０分以内で成果の出る段取り～
センジュヒューマンデザインワークス 代表取締役 大嶋 祥誉 氏
【実践で使える、将来予測手法を身に付ける】
未来事業創造のためのシナリオと戦略策定
～「ＦＵＳＩＯＮ」フレームワークでビジネスチャンスを描き出す～
株式会社グリーンフィールドコンサルティング 代表取締役 西村 行功 氏
【全３回 『アマゾンが描く２０２２年の世界』 で学ぶビジネス実践講座】
＜第２回＞ アマゾン×新規事業の創り方
立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授
株式会社マージングポイント 代表取締役社長 田中 道昭 氏
【前田鎌利講師：最新プログラム】
ソフトバンクで実証された
「最高品質の会議術」
～精度の高い意思決定を最速で行う実践技術～
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）
前田 鎌利 氏
研究開発部門のマーケティング力強化
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
有効な情報が引き出せるオープンクエスチョン、クローズドクエスチョン完全マスター
相手の信頼が増す「質問力」習得法
株式会社 東京ドアーズ・人間力教育センター代表
富士通ラーニングメディア専任講師 村山 哲治 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

18242

【全３回 『アマゾンが描く２０２２年の世界』 で学ぶビジネス実践講座】
＜第３回＞ アマゾン×経営戦略
立教大学ビジネススクール 大学院ビジネスデザイン研究科 教授
株式会社マージングポイント 代表取締役社長 田中 道昭
＜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
【ジェフ・ベゾス直伝のメソッド】
Ａｍａｚｏｎの飛躍的成長から学ぶ成功の条件
～続々と新規ビジネスが生まれるすごい仕組み～
企業成長支援アドバイザー
元アマゾン ジャパン ディレクター
「アマゾンのすごいルール」著者
佐藤 将之
次世代成長戦略に資する
技術トレンド・未来予測２０３０
～自社へのインパクトを予想し大胆に戦略転換するために～
エムケー・アンド・アソシエイツ 代表 河瀬 誠
新規事業を自社シーズと潜在ニーズを組み合わせて作り出す方法
～シーズ起点でニーズ指向の事業をつくる進め方と手順～
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
【著書累計３１万部超！受講者７,０００名超の人気講師から学ぶ仕事の「型」】
松下幸之助に学ぶ「紙１枚」働き方改革
「何が正しい働き方なのか」を松下幸之助から学び、「紙１枚」書くだけで誰もが即実践できる技術
「１枚」ワークス(株) 代表取締役 浅田 すぐる
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 業務執行役員・エバンジェリスト 西脇 資哲

18274

新製品・新事業テーマの組織的創造
～技術価値と顧客価値の融合～

18157
７／24（火）
18228

７／24（火）
18224

７／26（木）
18237

７／３０（月）
18243
８／3（金）
18198

８／６（月）
８／20（月）

株式会社日本能率協会コンサルティング
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氏

氏

氏

氏

氏

氏
氏

シニア・コンサルタント 木村 壽男 氏

開催日

テ ー マ ・ 講

師

18270

自社の「お客様像」をぼんやり定めていませんか？様々な分野で効果をあげるペルソナ活用法
シートを活用したペルソナの策定の実践
株式会社 東京ドアーズ・人間力教育センター代表 富士通ラーニングメディア専任講師 村山 哲治 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

18238

Ｒ＆Ｄ（研究開発）戦略の再構築と実践展開
株式会社日本能率協会コンサルティング

８／22（水）
18249
８／27（月）
９／４（火）
９／５（水）
18238
９／５（水）
18312

９／6（木）
18285

９／12（水）
18288

９／19（水）
18266
９／26（水）
18314

９／27（木）
18275
１０／4（木）
18357

1０／10（水）
１１／14（水）
18358

1０／1１（木）
18324
1０／1６（火）
18320

１１／１２（月）
18345

シニア・コンサルタント 木村 壽男 氏

【１０万人以上のキャストを育てた元ディズニー・カリスマ人材トレーナーが贈る】
３日で劇的に変わる人財育成術
Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ Ｃａｒｅｅｒ Ｌａｂ．代表 ハピネスコンサルタント 櫻井 恵里子 氏
【２０１９年４月１日の施行までに講じておきたい具体的対策
働き方改革関連法への実務対応
－時間外労働の罰則付き上限規制、同一労働同一賃金にどう向き合うべきか－
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
【よく分かるからすぐ行動できる、成功事例続出の実践型セミナー】
企業成長の武器としての新規事業の進め方
～小さく始めて大きく育てる、リスク管理型新規事業のすすめ～
Ａｌｐｈａ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 代表 新井 一聡 氏
メディア側の立場から見た戦略的プレスリリース
～顧客目線で考え、マスコミ目線でつくる～
中小企業診断士／ＩＴコーディネータ／公認システム監査人 小畑 満芳 氏
ＨＲテックよる業務改善と新たな価値創出
人工知能（ＡＩ）が人事労務に与える影響と対策
－人事パーソンは来るべきＡＩ時代にどう向き合うべきか－
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
研究所の活性化
～「戦略」・「活力」・「テーマ」革新を通じて ～
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
【好評の新プログラム：孫正義氏が「一発ＯＫ」を連発】
決裁者にＹｅｓ！と言わせる社内プレゼン術
「資料作成＆話し方」ブラッシュアップ編
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） 前田 鎌利 氏
【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２０１８
～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）／元三井物産（株） 法務部門（1966-1999）
競合他社に打ち勝つ！提案プレゼンテーション力強化セミナー
受注率を上げるための差別化と効果的な伝え方
株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
１０年後の会社の姿は今の活動が決定する
将来の売上のタネをつくるＲ＆Ｄテーマ探索と魅力あるモデルづくりの進め方
～未来を予測するに加え、未来を変えるという考え方でテーマを発案する手順～
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

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

4

ＦＡＸ (03)5532-8851

