
営業時間 ： 9～17時（土・日・祝祭日を除く）

●講座一覧 　※昼食のご用意はございません　※会場へは公共交通機関をご利用の上お越しください

2021年度 社員研修年間スケジュールをホームページにて公開中!
名古屋商工会議所

中小企業部　人材支援担当 カテゴリー「社員研修」に
してください。TEL （052）223-5638 ・ 5745　 FAX （052）231-6760

＼＼ 詳細 ・ 申込は名商 HP から ／／

URL https://www.nagoya-cci.or.jp/

名古屋商工会議所　社員研修�����������

受講料半額
会員企業様は

受講料半額
会員企業様は

社員研修のご案内
2021年
11・12月開催分
社員研修のご案内
2021年
11・12月開催分

各講座の詳しい内容・申込は
HPからもご覧いただけます。
各講座の詳しい内容・申込は
HPからもご覧いただけます。

名古屋商工会議所では参加しやすい料金設定で
階層別・職種別の研修をタイムリーに実施しています。
貴社の人材教育の一環としてぜひご利用ください。

名古屋商工会議所では参加しやすい料金設定で
階層別・職種別の研修をタイムリーに実施しています。
貴社の人材教育の一環としてぜひご利用ください。

名古屋商工会議所 中小企業部 人材支援担当　TEL：052-223-5638・5745　FAX：052-231-6760お問合せ

1.　お申し込み

ページ下部の申込書に必要事項を記載の上
ＦＡＸにてお申し込みください。
ＦＡＸ：052-231-6760
※FAXでお申込みの場合、下記「お申込み受付
　メール」はお送りしません

※請求書は原則発行しておりません。ご希望の場合は申込時にお申し出ください。
※受講料は、最初の受講日の2週間前までに銀行振り込みでお願いします。　※「申込」と「受講料の振込」の両方が完了しなければ受講ができません。
※受講料のご入金がないことをもってキャンセルとはなりませんので、申込後のキャンセルや受講日までに入金ができない場合は必ずご連絡ください。

 受講票等は送付しませんので、当日は直接会場にお越し下さい。
※キャンセル・当日欠席の場合でも、受講料は返金できませんので予めご了承ください(中止の場合を除く）。
※受講者が10名に満たない場合や、自然災害の影響などで開講を中止させていただくことがあります。
その場合、お申込担当者にはご入力いただいた連絡先にお知らせいたします。

三菱UFJ銀行わかたけ支店　普通預金　No.1431046
名古屋商工会議所　一般会計

3.　受講料のお振込み

4.　受講日当日

お申込み受付後、名古屋商工会議所より申込み完了をお知らせするメールをお送りします。お申込み内容と相違がないかご確認下さい。
※相違がある場合や3営業日内に返信がない場合はお電話下さい。

2.　お申込み受付メールを送信

※振込手数料はご負担ください。

FAX 052-231-67602021年 社員研修FAX申込用紙
［2021年11・12月開催分］

※入金後の受講料は中止の場合を除き、返金できませんのでご了承ください。
※ご記入いただいた個人情報は、本講座の実施・運営のため、また講師の参考資料として利用するほか、本商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用させて頂きます。

振 込 口 座
11・12月研修専用

FAXからのお申し込み
名古屋商工会議所ホームページ(https://nagoya-cci.or.jp)
ページ上部「イベント・セミナー情報」より、カテゴリー「社員研修」にすると
講座の一覧がご覧いただけます。
▶申込サイトはこちら（右の二次元バーコードからもアクセス可）
https://answer.cci.nagoya/shien/?code=89c69679

WEBサイトからのお申し込み

総務人事・人材教育ご担当者様にご回覧ください。お申込から講座受講までの流れ

・参加当日の参加者各位での体温測定
　※発熱や咳など風邪の症状がある方は参加をお控えください
・マスクの持参、会場内での常時着用
・入室時の手指消毒の実施
・教室内での食事の禁止
　※近隣の公園や飲食店をご利用ください
・休憩時間等における集団、大声での会話の自粛

・参加当日の参加者各位での体温測定
　※発熱や咳など風邪の症状がある方は参加をお控えください
・マスクの持参、会場内での常時着用
・入室時の手指消毒の実施
・教室内での食事の禁止
　※近隣の公園や飲食店をご利用ください
・休憩時間等における集団、大声での会話の自粛

本セミナーは「新しい生活様式」に準拠して
開催いたしますので、以下の感染症対策につ
いてご理解・ご協力のうえご参加ください。

本セミナーは「新しい生活様式」に準拠して
開催いたしますので、以下の感染症対策につ
いてご理解・ご協力のうえご参加ください。

本セミナーは「新しい生活様式」に準拠して
開催いたしますので、以下の感染症対策につ
いてご理解・ご協力のうえご参加ください。

本セミナーは「新しい生活様式」に準拠して
開催いたしますので、以下の感染症対策につ
いてご理解・ご協力のうえご参加ください。

本セミナーは「新しい生活様式」に準拠して
開催いたしますので、以下の感染症対策につ
いてご理解・ご協力のうえご参加ください。

会 社 名

所 在 地

申込担当者の
所属と氏名

E-mail
※案内を送信させて    
    頂くことがあります。

会員（No.　　　　　    　） ・  非会員
〔宛名ラベルの左7桁の番号〕

TEL

FAX

業 種

〒　　　─

★追加申込の場合をしてください。　□ 追加申込 申込日：　　 　 年 　 月　  日

振込予定日 ： 　　  年　     月　     日 振込金額合計　　　　　　　　　　　円 お申込み
のべ講座数

□ 請求書希望

受

講

者

役職又は所属 氏　　　　名 年齢 受講希望講座（講座番号を○で囲んで下さい） 一人あたりの受講料
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2

3

4

5

円

円

円

円

円

※請求書は原則発行いたしておりませんが、ご希望の方はをお付け下さい。
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中堅営業社員のパワーアップ講座
今後の営業部内の担い手として、スキルの棚卸で再成長！ 営 業

講座
番号

11/9火 10：00～16：30日 時

受講料 会員１4，67０ 円  非会員29，34０ 円

職場改革とリーダーシップ強化講座
状況変化に動じず変わり続け、職場の活性化を推進する！ リーダー管理者

講座
番号

11/10水 10：00～16：30日 時

受講料 会員１7，82０ 円  非会員35，640 円

業務改善のための論理的思考力を鍛える講座
無駄をなくし、成果を劇的に向上させる思考法！ 全 般

講座
番号

11/11木 10：00～16：30日 時

受講料 会員１4，67０ 円  非会員29，34０ 円

やさしい年末調整の実務講座
初任者も経験者も今から学んで年末に間に合う！ 総 務

講座
番号

11/16火 10：00～16：30日 時

受講料 会員１4，67０ 円  非会員29，34０ 円

若手・新入社員の再点検講座
自ら動ける社員を目指して、入社後半年の今こそ見直したい！ 若 手新 人

講座
番号

11/17水  10：00～16：30日 時

受講料 会員１4，67０ 円  非会員29，34０ 円

社会保険実務「実践」講座
書類作成などの実務にフォーカスし、すぐに役立つ！ 総 務

講座
番号

11/18木  10：00～16：30日 時

受講料 会員１4，67０ 円  非会員29，34０ 円

通る企画書・提案書の作り方講座
上司や顧客の心に刺さる企画提案書の作成法が身につく！ 全 般

人 事

講座
番号

11/24水 10：00～16：30日 時

受講料 会員１4，67０ 円  非会員29，34０ 円

中堅社員のための「後輩指導力」養成講座
後輩を指導する際の具体的な働きかけのイメージをつかむ！ 全 般

講座
番号

12/7火 10：00～16：30日 時

受講料 会員１4，67０ 円  非会員29，34０ 円

集客力アップのためのSNSの活用方法習得講座
SNSの攻めの活用と守りの知識を学んで効果的に利用する！ 全 般

講座
番号

12/9木 10：00～16：30日 時

受講料 会員１4，67０ 円  非会員29，34０ 円

セルフモチベーション向上講座
前向きに仕事に取り組み続けるためのマインドを創る！

講座
番号

12/14火 10：00～16：30日 時

受講料 会員１4，67０ 円  非会員29，34０ 円

部下とのコミュニケーションの取り方講座
視点の違いとアプローチ法を知って相互理解を図る！ リーダー

講座
番号

12/15水 10：00～16：30日 時

受講料 会員１7，82０ 円  非会員35，640 円

全 般

経 理

若 手

中 堅

中 堅

若 手

SNS

管理者



中堅営業社員のパワーアップ講座
今後の営業部内の担い手として、スキルの棚卸で再成長！

受講料

2021年 11月9日（火） 10：00～16：30日　程

営業社員及び営業リーダーの方対　象

30名定　員 筆記用具持ち物

カスヤ・マネジメント研究室（有限会社サポート・ユー 代表取締役）  コンサルタント 春谷 昇 氏講　師
名古屋商工会議所 3階 第1会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. 環境変化と基本対応
2. 現状の問題点とその対応ポイント
3. 顧客心理の理解と共感行動
4. 営業活動の再認識と新たな行動
5. 今後のあり方

日々の活動の振り返り・問題点の把握や営業活動の能力（態度・
知識・スキル・行動）のブラシュアップを行い、期待に応えられる中
堅営業社員をめざします。

会　員
（1名につき）14,670円（税込）非会員（1名につき）29,340円（税込）

営 業
講座番号

職場改革とリーダーシップ強化講座
状況変化に動じず変わり続け、職場の活性化を推進する！

受講料

2021年 11月10日（水） 10：00～16：30日　程

職場をまとめる管理者・リーダーの方対　象

30名定　員 筆記用具持ち物

有限会社プロフィット  代表取締役 染谷 次男 氏講　師
名古屋商工会議所 3階 第1会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. 管理者に求められるものは何か
2. 「職場改革」の推進は管理者である
3. 強いリーダーシップが求められている
4. 成果をあげる周囲への働きかけとコミュニケーション

働き方改革の推進など、企業を取り巻く環境が激変する中で職場
リーダーに求められる、仕事の仕組みの改革手法や部下の能力を
引き出すためのポイントを学びます。

会　員
（1名につき）17,820円（税込）非会員（1名につき）35,640円（税込）

リーダー管理者
講座番号

業務改善のための論理的思考力を鍛える講座
無駄をなくし、成果を劇的に向上させる思考法！

受講料

2021年 11月11日（木） 10：00～16：30日　程

入社3～5年目社員および効率的な仕事をするための思考力を鍛えたい方対　象

30名定　員 筆記用具（鉛筆など消せる筆記用具が望ましい）持ち物

ThreeX Design株式会社  代表取締役 櫻井 俊輔 氏講　師
名古屋商工会議所 3階 第1会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. 仕事の速い人と遅い人の決定的な違い
2. 「状況把握力」を鍛えて、仕事に活かす
3. 「逆算力」を鍛えて、成果を出す
4. コロナ時代は業務の生産性を劇的に上げろ！
5. 明日から実践できる業務改善

煩雑な課題を整理・簡略化・効率化する「論理的（プログラミング的）
思考力」を身につけ、状況把握力と逆算力を習得することで、個人・
チームの生産性を向上させるノウハウを学びます。

会　員
（1名につき）14,670円（税込）非会員（1名につき）29,340円（税込）

全 般
講座番号

やさしい年末調整の実務講座
初任者も経験者も今から学んで年末に間に合う！

受講料

2021年 11月16日（火） 10：00～16：30日　程

年末調整事務に携わる担当者の方対　象

30名定　員 筆記用具、電卓持ち物

株式会社坂本＆パートナー　取締役 山尾 秀則 氏講　師
名古屋商工会議所 ３階 第１会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. 年末調整とは
2. 令和3年度分改正点について
3. 年末調整のしかた
4. 令和4年の給与の源泉徴収事務について

年末調整の仕組みから各種控除、税額計算、還付（徴収）手続
き、令和3年度の改正点について税理士がわかりやすく解説し、
実務ですぐに役立つ内容となります。

会　員
（1名につき）14,670円（税込）非会員（1名につき）29,340円（税込）

総 務
講座番号

若手・新入社員の再点検講座
自ら動ける社員を目指して、入社後半年の今こそ見直したい！

受講料

2021年 11月17日（水） 10：00～16：30日　程

2021年度新入社員の方および若手社員の方対　象

30名定　員

株式会社セールス・プロモーション・ビューロー　研修インストラクター 朝倉 奈津江 氏講　師
名古屋商工会議所 ３階 第１会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. これまでの仕事ぶりを振り返る
2. 仕事の進め方を見直す
3. ビジネスマナーの再確認
4. 今後の目標設定

成長したところ、できていないところの原因を追及し、これからの
目標設定につなげ、基本的な仕事の進め方の定着と会社を担う
若手社員としての意識向上を図ります。

会　員
（1名につき）14,670円（税込）非会員（1名につき）29,340円（税込）

若 手新 人

経 理

若 手

中 堅

講座番号

社会保険実務「実践」講座
書類作成などの実務にフォーカスし、すぐに役立つ！

受講料

2021年 11月18日（木） 10：00～16：30日　程

総務・人事・労務担当者および社会保険の実務を体系的に学習したい方対　象

30名定　員 筆記用具、電卓持ち物

経営労務サポートオフィス ぶどうの樹　特定社会保険労務士 森 千晴 氏講　師
名古屋商工会議所 3階 第1会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. 社会保険・労働保険の基礎知識
2. 社会保険・労働保険の定例年間事務手続き
3. 社員が入社して定年退職するまでに起こりうる手続き
4. その他会社がおこなう手続き

社会保険の手続きを行っているもののなんとなく自信がもてな
い、前任者から引継ぎをして手続きしているが本当にこれでいい
のか不安をお持ちの方にお勧めの講座です。

会　員
（1名につき）14,670円（税込）非会員（1名につき）29,340円（税込）

総 務
講座番号

集客力アップのためのSNSの活用方法習得講座
SNSの攻めの活用と守りの知識を学んで効果的に利用する！

受講料

2021年 12月9日（木） 10：00～16：30日　程

部署や店舗で情報発信用のSNSの運用をご担当の方および今後の集客力向上策を検討中の方対　象

30名定　員 筆記用具持ち物

宿澤経営情報事務所　代表 宿澤 直正 氏講　師
名古屋商工会議所 3階 第1会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. ネット戦略にSNSをどう活用する？
2. SNSを戦略的に使う3つの視点
3. 各SNSの活用のポイント
4. SNSの法的リスクと炎上対策

企業の情報発信や集客力向上に不可欠なSNSを安全かつ効果
的に使いこなすため、各SNSの基礎知識と特徴、プロならではの
活用戦略や炎上対策などを学びます。

会　員
（1名につき）14,670円（税込）非会員（1名につき）29,340円（税込）

全般
講座番号

セルフモチベーション向上講座
前向きに仕事に取り組み続けるためのマインドを創る！

受講料

2021年 12月14日（火） 10：00～16：30日　程

若手社員およびモチベーションを維持し続けたい方対　象

30名定　員 筆記用具持ち物

株式会社セールス・プロモーション・ビューロー　代表取締役 古橋 由紀 氏講　師
名古屋商工会議所 3階 第1会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. ビジネスパーソンが目指すこと
2. 仕事のプロセスとゴール
3. 「折れない心」を創るために必要なこと
4. 「折れない心」トレーニング
5. 行動目標の設定（自己宣言）

自分自身でモチベーションをコントロールし、安定した成果を出す
ための「逆境から素早く立ち直り、成長する能力」を、トレーニング
を通じて身につけます。

会　員
（1名につき）14,670円（税込）非会員（1名につき）29,340円（税込）

講座番号

通る企画書・提案書の作り方講座
上司や顧客の心に刺さる企画提案書の作成法が身につく！

受講料

2021年 11月24日（水） 10：00～16：30日　程

顧客や上司、社内プレゼン等に向けて企画提案書を作成する方対　象

30名定　員 筆記用具持ち物

藤榮経営事務所　代表 藤榮 幸人 氏講　師
名古屋商工会議所 3階 第1会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. 企画提案書に求められるものとは
2. 企画提案書作成のステップ
3. 企画提案プロセスで必要となる論理的思考法
4. 資料作成のステップ
5. 資料作成の重要ポイント

企画提案の実践で最重要となる顧客ニーズ発掘の方法や、企画
提案書の作成ステップと重要ポイントについて、演習を交えなが
ら体験的に学びます。

会　員
（1名につき）14,670円（税込）非会員（1名につき）29,340円（税込）

全 般
講座番号

中堅社員のための「後輩指導力」養成講座
後輩を指導する際の具体的な働きかけのイメージをつかむ！

受講料

2021年 12月7日（火） 10：00～16：30日　程

非管理職の立場で後輩を指導する先輩・中堅社員の方対　象

30名定　員 筆記用具、ご自身の業務に関するマニュアル・手順書等（どれか１種類で結構です）持ち物

シーズ・オブ・モチベーション　山田 真司 氏講　師
名古屋商工会議所 3階 第1会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

１． 指導上の悩みを明確化する
2. 部下のモチベーションを高める
3. ティーチング・コーチングを実践する
4. 後輩指導のイメージをつかむ
5. 実践に向けて

指導上の悩みを解決する具体的ヒントとなる「後輩指導シート」を
作成し、後輩社員の成長を後押しするために先輩社員として必要
な指導力の発揮・実践につなげます。

会　員
（1名につき）14,670円（税込）非会員（1名につき）29,340円（税込）

全 般
講座番号

部下とのコミュニケーションの取り方講座
視点の違いとアプローチ法を知って相互理解を図る！

受講料

2021年 12月15日（水） 10：00～16：30日　程

部下への接し方・関係性でお困りの方および部下の成長を促したい方対　象

30名定　員 筆記用具持ち物

株式会社Beスタッフィング　平野 睦 氏講　師
名古屋商工会議所 3階 第1会議室会　場

内容

本講座の
ねらい

1. 部下育成の悩み
2. コミュニケーション再考
3. 職場で起こりがちな問題
4. 価値観を受け入れる
5. 人を動かす

部下との常識・価値観の違いやその考えを知り、また自身の考え
を理解してもらうためのコミュニケーション法を理解し、信頼関係
を深めていくための実践につなげます。

会　員
（1名につき）17,820円（税込）非会員（1名につき）35,640円（税込）

リーダー
講座番号

筆記用具、名刺・名刺入れ（可能であれば）持ち物

全 般

❷講師派遣サービスの開始
「1つの講座をまとまった人数で受講したい」、「申し込みたい講座が既に終了
してしまった」などのご要望にお応えして、新サービスを開始します。今まで自社
で社員研修を企画・実施されていた企業にもおすすめです！

 ◎メリット1：ご指定の講座をいつでも・どこでも！
→貴社の会議室などへ講師が伺いますので、会議所まで足をお運びいただくこ
となく、ご希望の日時にお選びいただいた講座を受講することができます。

 ◎メリット2：簡単お申し込みで業務効率化！
→受講したい講座と日時を指定するだけですので、企画や講師手配にかかる
労力を削減するとともに、商工会議所ならではのご利用いただきやすい価
格で研修プログラムを設定いただけます。

※一部の講座をのぞく❶団体受講割引の導入
名商社員研修講座では、団体受講割引を導入しています。
期間内（11・12月開催分）の講座について、1社につきのべ11講座以上のお

申し込みで、1講座分の受講料を無料とさせていただきます。
お一人で複数の講座を受講されたり、他の部署や階層・職種の方とご一緒に受講

されたりする場合は、受講料がお得になります。
一人ひとりの能力開発が、残業時間削減や人材の育成・定着などにもつながり

ます。社内でお誘いあわせのうえ、ぜひご受講ください。

1社で合計10講座
お申込み

11講座目が
無 料

例）

・　・

人 事

中 堅

若 手

SNS

管理者


