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講座名・日程・受講料 ※昼食のご用意はしておりません
※会場へは公共交通機関をご利用の上お越しください

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。

本研修実施にあたっては、政府の指針等に則して、
感染症予防に努めております。詳細はHPをご覧下さい。

！

変革期における職場リーダーの新たな考え・行動実践！

職場リーダーパワーアップ講座
講座
番号

1 9/2水 10：00～16：30 35，64０円非会員

１7，82０円会　員受講料日 時

リーダー 部下が自ら成長するサポ―ト手法

“やり抜く”部下を育てる
伝え方と教え方の意識改革講座

講座
番号

6 10/6火 10：00～16：30 35，64０円非会員

１7，82０円会　員受講料日 時

リーダー

法制度改正で待ったなし！

休職復職者・再雇用者
対応講座

講座
番号

2 9/15火 10：00～16：30 29，34０円非会員

１4，67０円会　員受講料日 時

管理者 法人税、消費税、源泉所得税の実務ポイントを解説！

会社の税金を
半日でマスター講座

講座
番号

7 10/13火 13：00～17：00 18，88０円非会員

9，44０円会　員受講料日 時

経 理

「仕事の成果は雑談で決まる」という人も・・・誰も教えてくれない雑談のコツ

誰とでも打ち解ける！
今から使える雑談力向上講座

講座
番号

3 9/16水 10：00～16：30 29，34０円非会員

１4，67０円会　員受講料日 時

全 般

管理者

オーナーシップ発揮で尊敬される先輩社員へ

中堅社員
モチベーション向上講座

講座
番号

8 10/14水 10：00～16：30 29，34０円非会員

１4，67０円会　員受講料日 時

リーダー

正しい考え方・正しい行動ができる!

若手のうちに知りたい!
できるビジネスマンの仕事意識と考え方講座

講座
番号

4 9/23水 10：00～16：30 29，34０円非会員

１4，67０円会　員受講料日 時

新 人 お客様のニーズを広く、深く引き出し、それに応える！

顧客視点の
提案型営業力習得講座

講座
番号

9 10/21水 10：00～16：30 29，34０円非会員

１4，67０円会　員受講料日 時

若 手

管理者と中堅社員の違いを理解し、職場管理の着眼点を学ぶ

管理職になるまでに身につけたい
必須能力向上講座

講座
番号

5 9/24木 10：00～16：30 35，64０円非会員

１7，82０円会　員受講料日 時

効率的に業務を進め、良好な職場の人間関係を構築！

報連相のスキルアップ講座
講座
番号

10 10/28水 10：00～16：30 29，34０円非会員

１4，67０円会　員受講料日 時

全 般

カテゴリー「社員研修」に
してください。

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

管理者 管理者

中 堅

営 業若 手

中 堅

総 務

お申込から講座受講までの流れ



マネジメント力の強化とリーダーシップを学び、自身の強み・改善点を把握した
うえで、どのようなリーダーになりたいのかを明確にします。

（1）強い職場リーダーめざして
（2）マネジメント力の強化
（3）リーダーシップの発揮

名商ホームページ上部「イベント・セミナー情報」よりお申込いただけます。
また、カリキュラム・講師略歴など詳細はホームページから確認いただけます。

2020 9/2（水）　10：00～16：30
管理者およびリーダーの方
30名
会員（1名）17,820円（税込） /非会員（1名） 35,640円（税込）
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
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

日　時
対　象
定　員
受講料
講　師

会　場

日　時
対　象

定　員
受講料
講　師

会　場

日　時
対　象
定　員
受講料
講　師

会　場

日　時
対　象
定　員
受講料
講　師

会　場

本講座の
ねらい

主なカリキュラム

カテゴリー「社員研修」に
してください。

講座
番号1 変革期における職場リーダーの新たな考え・行動実践！

職場リーダーパワーアップ講座

管理者

2020 9/15（火）　10：00～16：30
人事・労務担当者および経営幹部・管理者の方
30名
会員（1名）14,670円（税込） /非会員（1名） 29,340円（税込）
株式会社アクティブセル
代表取締役 組織人事コンサルタント　宮野 壽明 氏
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

講座
番号2 法制度改正で待ったなし！

休職復職者・再雇用者対応講座

総 務

2020 9/16（水）　10：00～16：30
お客様と会話を円滑に進めたい方、
社内外問わず人間関係をさらに良くしたい方
30名
会員（1名）14,670円（税込） /非会員（1名） 29,340円（税込）
株式会社ネクストステージビジネスコンサルティング
代表取締役　鈴木 昂司 氏
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

講座
番号3 「仕事の成果は雑談で決まる」という人も・・・誰も教えてくれない雑談のコツ

誰とでも打ち解ける！今から使える雑談力向上講座

全 般

2020 9/23（水）　10：00～16：30
正しいビジネスモラルの基礎を学びたい若手社員
30名
会員（1名）14,670円（税込） /非会員（1名） 29,340円（税込）
株式会社ポールスターコミュニケーションズ
代表取締役　北 宏志 氏
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

日　時
対　象
定　員
受講料
講　師
会　場

日　時
対　象
定　員
受講料
講　師

会　場

2020 9/24（木）　10：00～16：30
管理者を目指す方および新任管理者の方
30名
会員（1名）17,820円（税込） /非会員（1名） 35,640円（税込）
株式会社プロカレント　代表取締役　下田 浩貴 氏
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

2020 10/6（火）　10：00～16：30
やり抜く部下を育てたいリーダーの方
30名
会員（1名）17,820円（税込） /非会員（1名） 35,640円（税込）
EBIマネジメントオフィス
代表 中小企業診断士　蛯原 健治 氏
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

講座
番号4 正しい考え方・正しい行動ができる!

若手のうちに知りたい!できるビジネスマンの仕事意識と考え方講座

若 手 10

講座
番号5 管理者と中堅社員の違いを理解し、職場管理の着眼点を学ぶ

管理職になるまでに身につけたい必須能力向上講座

中 堅 講座
番号6 部下が自ら成長するサポ―ト手法

“やり抜く”部下を育てる伝え方と教え方の意識改革講座

管理者

（4）職場の活力づくり
（5）チームワークの向上

雑談を「意図や目的を持って相手との関係性を築いていくための手段」として捉
えて、良好な関係性を築くための方法を、演習を通して学習します。

本講座の
ねらい

（1）雑談が「盛り上がる・盛り上がらない」は
　　話す前に決まる!?
（2）ビジネスで使う雑談の必須要件を知ろう

主なカリキュラム
（3）雑談を盛り上げるコツを知ろう
（4）雑談力を高めるためにすべきこと

休職復職者対応や高年齢者の継続雇用にかかり、適正な受け入れのための環
境整備や実務について、ポイントを整理して分かりやすく解説していきます。

（1）再雇用・休職復職に関する法律知識と 
　　その背景
（2）休職・復職対応の環境整備

本講座の
ねらい

主なカリキュラム

管理者の役割を体系的に理解し、職場を目的目標に向けて動かしていくための
心構え、必要なスキルや着眼点を学びます。

（1）管理の意味と管理者の役割を理解する
（2）業務目標を達成する業務遂行力

本講座の
ねらい

主なカリキュラム
（3）部下を育て目標達成に向けた
　　チーム形成力
（4）職場の問題を解決し課題を設定する力

（3）休職・復職対応の実務
（4）高年齢者再雇用への対応
（5）女性活躍推進行動計画の策定と対応

「やり抜く力」を部下に身につけさせるため、必要とされる考え方や「伝え方と
教え方」について、具体的ですぐに実践できるスキルを体験・学習します。

（1）どんな部下に成長してほしいか
（2）やり抜く部下育成に必要な考え方
（3）言葉をどう伝えるか

本講座の
ねらい

主なカリキュラム
（4）教え方の3つのポイント
（5）明日から取り組むやり抜く部下育成

学生気分が抜けきらず、目標を設定することができない状態から脱却し、社会人
としての自覚と意識を身につけ、自ら取るべき具体的な行動について学びます。

本講座の
ねらい

（1）自ら行動できる「自立型社員」になるためには?
（2）これだけは知っておこう!
　　最低限のビジネスモラルとコンプライアンス

主なカリキュラム
（3）「仕事」「自社」について明確にし、目標を設定する
（4）あなたが周りから評価されるには?
（5）周囲から評価される成長人財になろう

リーダー 管理者

新 人

リーダー管理者

スマートフォン
（実践場面のご自身撮影用）
をご持参下さい。



2020 10/13（火）　13：00～17：00
経理実務担当者、管理者、経営幹部および経営者の方
30名
会員（1名）9,440円（税込） /非会員（1名） 18,880円（税込）
アタックスグループ パートナー
アタックス税理士法人 代表社員COO 税理士　愛知 吉隆 氏
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

日　時
対　象
定　員
受講料
講　師

会　場

日　時
対　象
定　員
受講料
講　師
会　場

2020 10/14（水）　10：00～16：30
5年目以降の中堅社員および次世代のリーダー候補の方
30名
会員（1名）14,670円（税込） /非会員（1名） 29,340円（税込）
株式会社Beスタッフィング　平野 睦 氏
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

2020 10/21（水）　10：00～16：30
若手営業担当者および若手営業を育成する立場の方
30名
会員（1名）14,670円（税込） /非会員（1名） 29,340円（税込）
株式会社ナレッジ・プラクティス・コンサルティング
代表取締役　宇井 克己 氏
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

日　時
対　象
定　員
受講料
講　師

会　場

日　時
対　象

定　員
受講料
講　師

会　場

2020 10/28（水）　10：00～16：30
報連相が苦手・タイミングや方法が分からない方、
業務を効率的に進めたい方
30名
会員（1名）14,670円（税込） /非会員（1名） 29,340円（税込）
株式会社セールス・プロモーション・ビューロー
チーフコンサルタント　近藤 千恵子 氏
名古屋商工会議所 3階 第1会議室

講座
番号7 法人税、消費税、源泉所得税の実務ポイントを解説!

会社の税金を半日でマスター講座

経 理 講座
番号8 オーナーシップ発揮で尊敬される先輩社員へ

中堅社員モチベーション向上講座

中 堅

講座
番号9 お客様のニーズを広く、深く引き出し、それに応える！

顧客視点の提案型営業力習得講座

営 業 講座
番号10 効率的に業務を進め、良好な職場の人間関係を構築！

報連相のスキルアップ講座

全 般

経理実務上、最低限知っておくべき法人税、消費税、
源泉所得税の基本と必ずおさえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

（1）主な税金の種類
（2）法人税の仕組み、計算と申告について

本講座の
ねらい

主なカリキュラム

中堅社員の立ち位置と役割を認識し、セルフマネジメントの手法を学んで、尊敬
される先輩社員としての目指すべき姿を言語化し、行動に結び付けます。

（1）中堅社員の役割
（2）コミュニケーション力強化

本講座の
ねらい

主なカリキュラム
（3）ワンランク上の仕事術
（4）セルフマネジメント

顧客のニーズを適切に把握するコミュニケーション力、
ベストな解決策の構築力、お客様との人間関係構築力を習得します。

（1）営業担当者とは何をする人か?
（2）お客様の要望をいかに的確につかむか
（3）お客さまとのよりよい人間関係を構築する

本講座の
ねらい

主なカリキュラム
（4）どうしたらお客様に伝えたいことが伝わるのか
（5）営業活動を効率化させるために
　　営業担当者がやるべきこと

業務上のトラブルや大事な点について報告や相談してくれないといった、報連
相に関する課題を解消するノウハウをお伝えします。

（1）報連相の必要性
（2）効果的な報連相の実施のために
（3）報連相「力」のステップアップ

本講座の
ねらい

主なカリキュラム
（4）円滑な職場環境構築のために
（5）望まれる報告書の作成方法

（3）消費税等（消費税及び地方消費税とは）の
　　仕組み
（4）源泉所得税の仕組み

若 手

詳細を知りたい方やご利用をご検討の方は　ＴＥＬ：052-223-5745　までお電話下さい。

今後の社員研修についてのお知らせ

❶団体受講割引の導入
このご案内に掲載した社員研修講座から、団体受講割引を
導入します。
期間内（9・10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。

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。

1社で合計10講座
お申込み

11講座目が
無 料

例）

※一部の講座を
　のぞく

・　・

リーダー

名刺、自社パンフレット
製品・商品パンフレット
をご持参下さい。

電卓を
ご持参下さい。



団体割引
はじめました

社員研修のご案内

10
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

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ＱＲコードからもアクセス可）
https://answer.cci.nagoya/shien/?code=2ec8e567

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銀行鶴舞支店　普通預金　No.1102017
名古屋商工会議所　講習会F

1

受講料のお振込み3

受講日当日4

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。

お申込み受付メールを送信2

※振込手数料はご負担ください。

FAX 052-231-6760
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

〒　　　─

社員研修FAX申込用紙
［2020年9・10月開催分］

★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

1

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。

1　2　3　4　5　6　7　8　9   10

1　2　3　4　5　6　7　8　9   10

1　2　3　4　5　6　7　8　9   10

1　2　3　4　5　6　7　8　9   10

1　2　3　4　5　6　7　8　9   10

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

※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。

※オンラインでの振込みは「ナゴヤショウコウカイギショ」のみ

振 込 口 座
9・10月研修専用

お申込から講座受講までの流れお申込から講座受講までの流れ

WEBサイトからのお申し込み FAXからのお申し込み

講
座・ ・
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