
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わかる！できる！かわる！ 大阪商工会議所セミナー 

2018年度 
（平成 30年度） 

講座・研修 年間プログラム 
 

 
 

＜受講満足度※98.1％の実績で企業の人材育成をサポートします＞ 

 

 

 

 

大阪商工会議所では会社・団体の人材育成を応援するため、複数の講座を組み合わせた「講座コース」

を特別に設けました。採用 5年以内で35歳未満の正社員の方がこの講座コースを受講される場合、厚生

労働省「人材開発支援助成金」（若年人材訓練／特定訓練コース）が適用される可能性があります。適用の場合、訓練

経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。 

        講座コースの詳細・お申込みは専用 WEBでご確認下さい。 
 

検 索 大商 講座コース 

大商では分野別に多数の講座を開催し、毎年３,０００人を超える皆様が受講されています。実力派揃いの講師陣と充

実したカリキュラムで大変ご好評を頂いております。貴社の人材を人財に育成する大商講座をぜひご活用下さい。 

 

            

わかる！ ビジネス知識の習得 

できる！ マナーやコミュニケーション・スキルの体得 

かわる！ 行動と意識改革を促進 

※平成29年10月末までの実績、対象講座でのアンケート結果 

 

            

１２０講座をご紹介          Go！ 

2017年12月18日現在 



2018年度　大商　講座・研修
青字＝新規またはリニューアル講座

経営幹部・管理職 新入社員～中堅社員

新入社員基礎 労働・社会保険実務の基礎　①超入門編
新入社員ビジネスマナー１日【集中】 基本的な組み立てを学ぶ「賃金・評価制度」の見直し・構築

新入社員ビジネスマナー２日間【徹底】
新入社員合宿訓練
新入社員ビジネスマナー１日【集中】
製造業新入社員のための仕事の基本
上司に信頼される！報・連・相 入門（新人若手向け）

新入・若手社員のためのビジネス文書＆メールの書き方

お客様の心をつかむ電話応対
電話応対マナー徹底トレーニング
新入・若手社員のコミュニケーション入門
新入社員ビジネスマナー１日【集中】
土曜日コミュニケーション１日集中
若手社員のためのビジネス言葉遣いと話し方

パワハラにならない叱り方 簡潔で要点をまとめた伝え方 労働・社会保険実務の基礎　②実践編・春　〈全２回〉

新任管理者の果たすべき役割と実務 中堅・若手社員の集中力強化 半日でわかる！総務担当者の基礎実務
部下・後輩とのコミュニケーション力強化 新人～3年目 自立型社員になるための人間力･仕事力UP 問題社員トラブル対応と法律実務
人を育てるための実践心理学入門 新入・若手社員のためのロジカルシンキング　コミュニケーション編

係長・主任の役割と自己革新
女性若手社員（社会人２～５年目）スキルアップ

新人・若手を辞めさせないための定着率UP 数字で相手を説得する技術 人事評価者訓練(春期）
自発的に動く組織をつくるコーチング入門 中堅・若手社員のための交渉力強化 人事・労務管理の基礎　〈全２回〉

入社３ヶ月フォローアップ パートタイマー・有期契約者の雇用実務　８つのポイント

女性管理職・リーダー育成塾　〈全３回〉 職場を牽引する主任・係長養成 「定年退職・再雇用」対応実務
経営者・経営幹部のための目標必達会議の進め方 若手(正規･非正規)コンプライアンス･社会常識徹底啓発

様々なタイプの部下に寄り添う上司の“受容力”向上 土曜日コミュニケーション１日集中

強い組織をつくる　リーダー力強化

新入・若手社員のためのロジカルシンキング　問題解決編

若手・中堅社員のための仕事の段取りと時間管理術

報・連・相レベルアップ８つの鉄則（一般社員向け） 「時間外労働・未払い残業」対策
新入社員フォローアップ＜ビジネススキル編＞ 秘書実務能力アップ
ビジネスｅメール作成
中堅８～１３年社員　実践力強化
次期管理者のためのマネジメント力養成
入社半年フォローアップ 人事担当者が備えるべき６つの法律トラブル速習

土曜日コミュニケーション１日集中
プレイングマネージャーとしての課長の役割と仕事

「関係力」を磨くためのコーチング 管理職になるために習得すべき心構えと3つの能力強化 労働・社会保険実務の基礎　③実践編・秋　〈全２回〉

女性社員のためのワンランクアップ仕事術
人事評価者訓練(冬期）

女性リーダーの行動革新 入社３～８年若手社員　仕事力向上

入社２～３年若手社員向け　仕事の進め方

中堅社員プレイングサポーター

土曜日コミュニケーション１日集中
新入・若手社員のスタートダッシュ

通年 ISOおよびプライバシーマーク認証取得支援コンサルティング、後継者力　考究・実践塾（仮称）、

１　　　※上表の講座名は一部省略しております。各講座の概要は３ページ以降をご覧下さい。

月
階層別・コミュニケーション

総務・人事労務

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月



年間スケジュール表
下表にない講座を実施する場合もありますので、大商HPで最新情報をご確認下さい。

営業社員入門①　お客様から信頼される！営業マナー ISO9001、14001新規取得・改訂更新
営業社員入門②お客様との距離を近づけるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝUP

初心者でもできる商談の進め方

営業を楽にする実践マーケティング

土曜日プレゼン１日集中 ISO9001、14001新規取得・改訂更新
Excelで今日からできる「ビジネスデータ分析」入門

営業基礎力アップ 元シャープのベテラン広報担当者によるプレスリリースの書き方 3回で身につける！はじめての経理実務基礎

営業力強化のための展示会活用 社内講師をする人のための教え方 ISO9001、14001新規取得・改訂更新
技術者のためのプレゼン力上達術
仕事の質とスピードを高める【４つの力】向上

ビッグデータ活用に役立つビジネス統計学入門 モノ・書類・データの片づけ・整理で業務効率UP やさしい決算書の読み方
契約のしくみと法律実務基礎
調達･購買で利益を増やす情報収集と価格交渉術強化 はじめての税務実務基礎　法人税編　<全２回>

ビジネスマナー復習＆ブラッシュアップ ISO9001、14001新規取得・改訂更新
管理部門取締役のためのコンプライアンス(夏期)

営業の動きを変える商談ツールのつくり方 アイデア創出実践 キャッシュフロー計算書の作り方　<全２回>

成功する新規事業の進め方 クレーム電話応対
営業部門取締役のためのコンプライアンス(夏期)

士業のためのセミナー講師養成
わかりやすい文書表現の技術とトレーニング

わかりやすい説明の技術とトレーニング
誰でも簡単に最強営業マンに変わるセールストーク 心を動かすキャッチコピーのつくり方
お役立ち提案営業 土曜日プレゼン１日集中

成功事例でわかる効果的な販促ツール実践 電話応対スキルアップ　基本マナー ISO9001内部監査員養成
危ない企業を見抜く与信管理実務 ミスゼロの仕事術

後悔しない「怒り方」体得半日
「勝てる市場」が具体的に見つかる営業戦略講座 論理的な話し方・指示・報告の仕方

土曜日プレゼン１日集中
社内講師をする人のための教え方

【伝わる】ビジネス文書＆メールの書き方 自社の決算書で学ぶ！やさしい経営分析

土曜日プレゼン１日集中
士業のためのセミナー講師養成
管理部門取締役のためのコンプライアンス（冬期）

営業部門取締役のためのコンプライアンス（冬期）

業務引継マニュアル作成

事務局・お問合せ：大阪商工会議所　人材開発部研修担当　TEL.06-6944-6421　kensyu2@osaka.cci.or.jp　　２

３月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

営業・マーケティング 経営・実務 財務・ＩＳＯ・その他

２月

月

４月

５月

６月

講師派遣型(オーダーメイド)研修、　　パソコン講座・教室

７月



わかる！できる！かわる！大商セミナー2018 青字＝新規・リニューアル講座

●階層別・コミュニケーション（経営幹部・管理職）
番号 講座／講師 内容

５／８(火) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：松尾　久美子 氏 特商･一般:２４，６９０円

５／１５(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：葉田　勉 氏 特商･一般:３７，０３０円

５／１７(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：松田　浩一 氏 特商･一般:２４，６９０円

５／２９(火) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：安達　美由紀 氏 特商･一般:２４，６９０円

６／２１(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：水野　秀則 氏 特商･一般:２４，６９０円

６／２６(火) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：高橋　京子 氏 特商･一般:２４，６９０円
7/3(火)、9/4(火)、10/30(火)

各13:30～18:00

講師：北村　信貴子 氏 特商･一般:８０，０００円

７／１９(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：小笠原　士郎 氏 特商･一般:３７，０３０円

７／２４(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：山田　容子 氏 特商･一般:３７，０３０円

８／２１(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：柳瀬　智雄 氏 特商･一般:３７，０３０円

１０／３(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：大軽　俊史 氏 特商･一般:３７，０３０円

１１／２８(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：石見　幸三 氏 特商･一般:２４，６９０円

１／２２(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：石橋　敦子 氏 特商･一般:３７，０３０円

●階層別・コミュニケーション（新入社員～中堅社員）
番号 講座／講師 内容

新入社員基礎講座
講師：小林　哲也 氏 ４／３(火) 10:00～16:50

吉山　勇樹 氏 会員:１６，４６０円
野口　好美 氏 特商･一般:２４，６９０円
村瀬　 　健 氏

Ｂ２①４／４(水) 10:00～17:00
Ｂ２②４／６(金) 10:00～17:00
Ｂ２③４／１９(木) 10:00～17:00

 講師：Ｂ２①②鶴田　理絵 氏 会員:２４，６９０円
  Ｂ２③藤井　由香里 氏 特商･一般:３７，０３０円

4/4（水）・5（木）10:00～17:00

会員:４１，１４０円

講師：㈱ザ・アール　専属講師 特商･一般:６１，７１０円

４/５(木) ～７(土)

会員:８３，０００円

講師：山口　真一 氏　ほか

B1
社会人としての心構えや組織における役割・行動を学ぶとともに、入
社してすぐに役立つビジネスマナー、仕事の進め方、コミュニケーショ
ン力養成などのポイントを1日で習得します。

　　2018年度　大商　講座・研修　年間プログラム（2018年4月～2019年3月）

開催日時／受講料（税込）

B4

B3
新入社員ビジネスマナー２日間
【徹底】講座

新入社員にとって必要な社会人としての自覚、顧客応対の基本・礼儀
作法などのビジネスマナーの基本と「報告・連絡・相談」をはじめ、社
会人としての行動規範を２日間で体得します。

特商･一般:１０６，０００円

２泊３日の徹底訓練で新入社員のやる気に火をつけます。社会人とし
ての心構えやビジネスマナー、報・連・相やミーティングの心得当を学
び、組織力向上に資するグループワーク等を通じて自己を磨きます。
※１社４人目からの参加者は各２，０００円割引

A13
女性リーダーの行動革新講座 自らの立場と役割を再認識するとともに、演習を通じて「部下指導力」

「上司補佐力」「キャリアアップの自己設計力」を磨き上げ、企業の成
長を牽引する優秀な女性リーダーとなるよう養成します。

A11
プレイングマネージャーとしての課
長の役割と仕事講座

プレイヤーとして自ら業績を上げながら、マネージャーとしてチームを
率いる課長を対象に、組織を牽引するための戦略思考力、時間管理
力、多様な部下を育成する指導力のツボ等を伝授します。

A12
「関係力」を磨くためのコーチング
研修

古くて新しいコーチング。奥が深い一方で、基礎だけでも学び、職場
や家庭で実践してみる価値は大。「上下」ではない関係性、「伝える」
だけではないコミュニケーション。そんな世界にご招待。

新入社員合宿訓練 ＜３日間＞

開催日時／受講料（税込）

A1
パワハラにならない叱り方 管理職・リーダーのために正しい叱り方の基本を指導します。多様な

演習を通じて、叱り方の重要性に気付くとともに、自分の怒りのクセを
知り、部下との信頼関係を壊さないための技術を学びます。

A2
新任管理者の果たすべき役割と
実務講座

新任管理職や管理職経験の浅い方のために、事例紹介と豊富な演
習を通じ、管理職として求められる心構えと３つの基礎力（マネジメン
ト、リーダーシップ、コミュニケーション力）を指南します。

A5
新人・若手を辞めさせないための
定着率UP研修

苦労して採用・教育した若手の早期退職は経営資源のロス。残存社
員の負担・ストレス増にも直結。上級管理職を対象に、人事評価・研
修の改善、働き方改革との関連などをトータルに学びます。

A6
自発的に動く組織をつくるコーチ
ング入門講座

メンバーが自発的に動かないと悩んでいる管理職・リーダーのため
に、相手の能力を引き出し、主体的な行動を促し、目標達成をサポー
トするための５つのコーチングスキルを指南します。

A3
部下・後輩とのコミュニケーション
力強化講座

B2
ビジネスマナーは、職場や顧客との信頼関係を築くための基盤となり
ます。そこで、電話応対や来客、訪問時の対応に重点を置き、職場で
即実践できるよう豊富な演習を取り入れ指導します。
＊３日程とも同内容

新入社員ビジネスマナー１日
【集中】講座

部下・後輩の指導・育成に携わる上司・先輩の方へ。若手のやる気を
刺激し、組織に「相互支援」と「協働」の風土を作り出すコミュニケー
ションスキルを様々な“体感演習”を通じて“体得”します。

A4

A10
強い組織をつくる　リーダー力強
化研修

今求められているのは、メンバー全員の成長を促すことで、チーム全
体の力を高められるリーダーです。チーム力を強化するためにリー
ダーが習得すべき手法を、多様な演習を通じて伝授します。

A8
経営者・経営幹部のための目標
必達会議の進め方

業績を向上させたい経営者・経営幹部のために、目標を必ず達成す
るための会議の設計や資料の作成方法、会議に臨むリーダーの態
度、具体的な進め方や進行術を、演習を交えながら指導します。

人を育てるための実践心理学入
門講座

自ら考え、自ら動く、自立した社員を育て、組織を活性化させたいリー
ダー・管理職・経営者のために、人が育つために鍵となる「７つの心理
プロセス」と「５つの行動」を伝授します。

A9
様々なタイプの部下に寄り添う上
司の“受容力”向上講座

発達に軽度の障害が考えられる若手部下、メンタル不全の兆候がみ
られる若手部下を　ダイバーシティの観点からインクルード(受容)し戦
力化する為の中間管理職の意識と行動の在り方を学びます。

女性管理職・リーダー育成塾
　〈全３回〉

女性管理職としてスキルアップに必要な能力（①判断力・問題解決力
②コミュニケーション力③数的感覚・経営センス）を身につける。事前
課題を設け、フィードバックを行うPDCA方式を採用。
＊左記受講料には交流会、講師フィードバック費用が含まれております。

会員:５５，０００円A7

 ３ 受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（１日講座のみ）、税込み



わかる！できる！かわる！大商セミナー2018 青字＝新規・リニューアル講座

●階層別・コミュニケーション（新入社員～中堅社員）
番号 講座／講師 内容

４／１０(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：島田　宏樹 氏 特商･一般:３７，０３０円

４／１２(木) 10:00～17:00

会員:２５，７１０円

講師：山口　真一 氏 特商･一般:３８，５７０円

４／１３(金) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：千葉　裕子 氏 特商･一般:３７，０３０円

４／１３(金) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：藤井　由香里 氏 特商･一般:３７，０３０円

４／１７(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：肥田木　恭子 氏 特商･一般:３７，０３０円

４／１８(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：松尾　久美子 氏 特商･一般:３７，０３０円

４／２１(土) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

４／２５(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：阿部  紀子 氏 特商･一般:２４，６９０円

５／９(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：加藤　あや 氏 特商･一般:２４，６９０円

５／１０(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：森　健次朗 氏 特商･一般:２４，６９０円

５／１５(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：松尾　久美子 氏 特商･一般:３７，０３０円

５／１６(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：橋本　尚久 氏 特商･一般:３７，０３０円
９／４(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円
特商･一般:３７，０３０円

割引価格　会員２０，６９０円
講師：橋本　尚久 氏 特商･一般:３３，０３０円

５／２２(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：鋳方　貞了 氏 特商･一般:３７，０３０円

５／２４(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：千葉　裕子 氏 特商･一般:３７，０３０円

６／５(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：深沢  真太郎 氏 特商･一般:３７，０３０円

６／１９(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：新名　史典 氏 特商･一般:３７，０３０円
６／２０(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円
特商･一般:３７，０３０円

割引価格　会員２０，６９０円
講師：池田　稔子 氏 特商･一般:３３，０３０円

７／５(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：瓜生　稔 氏 特商･一般:３７，０３０円
B23

職場を牽引する主任・係長養成講
座

主任・係長クラスの意識改革を促し、果たすべき役割と任務を再確認
します。自らの業務遂行だけではなく、上司を積極的に補佐し、率先
垂範して部下・後輩を育成できるよう自己変革を図ります。

B19
女性若手社員（社会人２～５年目）
スキルアップ講座

社会人となって数年経過したこの時期に、成長の礎となるビジネスの
考え方やコミュニケーション力等のスキルをしっかり身につけ、自ら考
え主体的に仕事に取り組む姿勢へとステップアップします。

B22
入社３ヶ月フォローアップ講座

人との接し方に戸惑いがちな新入社員を対象に、良好な人間関係構
築に不可欠なビジネスマナーを徹底体得させるとともに、効果的な仕
事の進め方を学びます。
※特典-大阪商工会議所新入社員講座受講者本人に限り割引価格
あり！

B20
数字で相手を説得する技術講座 上司への報告、顧客への提案やプレゼンテーションなどにおいて、グ

ラフの見せ方を工夫するなどして数字を効果的に使い、説得力のある
伝え方ができるよう、わかりやすく指導します。

B21
中堅・若手社員のための交渉力
強化研修

交渉や折衝を成立させるため、相手の立場と利害を理解し、一致させ
るためのプロセスを学びます。交渉を成功させ、効率的・効果的に合
意に至るための考え方を、演習を通じて体得します。

B17
新入・若手社員のためのロジカル
シンキング　問題解決編

職場での様々な問題解決に活かせるロジカルシンキングのポイントを
学習。問題発見～解決策策定の流れの中で、思考のヌケモレや思い
付きを防ぎ、重要な箇所にたどり着くための考え方を習得。
※特典-B16受講者本人に限り割引価格あり！

B18
係長・主任の役割と自己革新講座 係長・主任が身につけておくべき「役割と仕事術」を事例をふまえなが

ら解説。自己分析やグループワークなどの豊富な演習を通じて、係
長・主任が果たすべき役割と仕事を認識し、自己革新を促します。

B15
新人～3年目 自立型社員になる
ための人間力･仕事力UP研修

報・連・相は大前提としつつも、能動的に考え、行動し、結果を残せる
人財となるための意識喚起と基礎力養成を図ります。受講者のパー
ソナルカラー診断を行い、後日、各上司に診断結果を郵送！

B16
新入･若手社員のためのロジカル
シンキング ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ編

職場での様々なコミュニケーションに役立つロジカルシンキングのポ
イントを学習。結論や根拠の納得感を高める情報整理と伝え方や、そ
の過程で思考を可視化する図解ツールを演習を通じて習得。

B13
簡潔で要点をまとめた伝え方講座 元アナウンサーが、短時間でしっかりと伝わる話し方を伝授します。ダ

ラダラと話しがちな人を対象に、話したいことを絵で記憶し、それを声
に出すことで、物事を視覚的に捉える訓練を行います。

B14
中堅・若手社員の集中力強化研
修

業務効率を高めたい方のために、集中力の高め方を伝授します。や
るべきことにすぐ取組め仕事のミスが減少する集中トレーニングや、
疲労リフレッシュ法、モチベーションアップの方法を教えます。

B11
土曜日コミュニケーション１日集中
講座

コミュニケーションについてきちんと学ぶ機会がなかった方のために、
「相手の話を聴く」「わかりやすく話す」「考えや想いを伝える」の３つの
基本ポイントを、4人までの少人数制で指導します。＜会場はシェア淀
屋橋会議室＞

B12
若手社員のためのビジネス言葉
遣いと話し方

社会人としての基本であるビジネス言葉遣いと会話力を身につけるた
め、豊富な演習で間違いやすい尊敬語・謙譲語などを学ぶほか、場
面ごとの適切な話し方ができるよう指導します。

B9
電話応対マナー徹底トレーニング 「録音機能のある電話機」を用いた練習を通して、電話応対の心構

え・第一声の出し方などの基本を指導します。難しい内容の電話やク
レーム対応などを、録音・再生し、繰り返し演習します。

B10
新入・若手社員のコミュニケーショ
ン入門

ビジネスマナーの基本である挨拶・敬語と、話し方、使え方、聴き方な
どのコミュニケーションとともに、職場には欠かせないホウレンソウ（報
告・連絡・相談）の基本を１日で学びます。

B7
新入・若手社員のためのビジネス
文書＆メールの書き方

ビジネス文書の書き方を、基礎知識をふまえて実践的に学びます。重
要なコミュニケーションツールでありながら、ミスが起こりやすいメール
の書き方やマナーも、しっかり身に付けます。

B8
お客様の心をつかむ電話応対講
座

電話応対の基本を学び、あわせて「あなたに電話応対してもらえて良
かった」とお客様に喜んでもらえる好感度の高い電話応対をロールプ
レイング・ケーススタディを中心に学びます。

開催日時／受講料（税込）

B5
製造業新入社員のための仕事の
基本講座

これから製造業で働く新入社員を対象に、製造業に従事する者として
の「やりがい」や「仕事の基本」、「心構え」を学び、翌日から業務に活
かせる知識の習得とモチベーションの向上を図ります。

B6
上司に信頼される！報・連・相 入
門講座（新人若手向け）

スマホ世代は報連相が苦手。業務停滞、部門間トラブル、人間関係
悪化、本人のメンタル不全を未然に防止し、働き甲斐とやる気を向上
させる報連相の基本を、この分野の第一人者から学びます。

受講申込書は本プログラムの１０ページをご覧下さい。  ４



わかる！できる！かわる！大商セミナー2018 青字＝新規・リニューアル講座

●階層別・コミュニケーション（新入社員～中堅社員）
番号 講座／講師 内容

７／１１(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：上谷　佳宏 氏 特商･一般:２４，６９０円

７／２１(土) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

９／４(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：水口　和彦 氏 特商･一般:３７，０３０円

９／５(水) 10:00～17:00

会員:２５，７１０円

講師：山口　真一 氏 特商･一般:３８，５７０円
９／６(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円
特商･一般:３７，０３０円

割引価格　会員２０，６９０円
講師：柳瀬　智雄 氏 特商･一般:３３，０３０円

９／１３(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：森田　圭美 氏 特商･一般:２４，６９０円

９／２６(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：名倉　康裕 氏 特商･一般:３７，０３０円

９／２７(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：葉田　勉 氏 特商･一般:３７，０３０円
１０／２(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円
特商･一般:３７，０３０円

割引価格　会員２０，６９０円
講師：㈱ザ・アール　専属講師 特商･一般:３３，０３０円

１０／２０(土) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

１１／８(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：福井　充雄 氏 特商･一般:３７，０３０円

１１／１３(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：井上　幸葉 氏 特商･一般:３７，０３０円

１／２４(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：新名　史典 氏 特商･一般:３７，０３０円

２／１３(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：福井　充雄 氏 特商･一般:３７，０３０円

２／１４(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：葉田　勉 氏 特商･一般:３７，０３０円

３／１６(土) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

●総務・人事労務
番号 講座／講師 内容

Ｃ１①４／１２(木) 13:00～17:00
会員:１６，４６０円

特商･一般:２４，６９０円
Ｃ１②５／１０(木) ・１７(木) 

各13:00～17:00
会員:２８，８００円

特商･一般:４３，２００円
 講師：升谷　浩樹 氏 ①②通し受講（同一受講者のみ）

会員４３，２００円
特商･一般:６４，８００円

開催日時／受講料（税込）

C1

①<超入門編>　様々な基本用語や社会保険の「仕組み」に関する知
識から基礎実務の概要など、「基礎の基礎」を分かりやすく解説。実
務に入るための最低限の土台を作ります。

<実践編>　採用から退職までの手続き、異動や変更時の対応、各保
険料の徴収事務、重要な給付の申請など､年間を通じて行う業務を具
体例を交え解説。申請用紙等を用いた演習で実務を習得。
＊②実践編は１１月のＣ12と基本的に同内容

B36
入社３～８年若手社員　仕事力向
上講座

自己の客観視と分析、異なるタイプの人とのコミュニケーション、他者
を「認める」ことの大切さ、チームへの貢献、仕事の効率化、「部下力」
の磨き方、などを講義と演習を通じて学びます。

B37
入社２～３年若手社員向け　仕事
の進め方講座

初めて後輩を持ち、仕事に慣れてきた入社２～３年目の社員対象。将
来の会社の中核人材に必要な基本スキルを集中的に学びます。他社
社員との交流もあり、毎年熱気があふれる定番講座。

労働・社会保険実務の基礎講座
　①超入門編
　②実践編・春　〈全２回〉

B38
中堅社員プレイングサポーター講
座

後輩サポートと自己の業績実現の両方を役割を担う中堅社員を対象
に、ゲームや事例研究を通じて、自己の時間管理、昨今の若手社員
育成の要諦を学びます。明日から使える実践行動計画書を作成。

コミュニケーションについてきちんと学ぶ機会がなかった方のために、
「相手の話を聴く」「わかりやすく話す」「考えや想いを伝える」の３つの
基本ポイントを、4人までの少人数制で指導します。

土曜日コミュニケーション１日集中
講座B39

B34
管理職になるために習得すべき
心構えと3つの能力強化講座

管理職としての心構え・意識付けと、体得すべき３つの力「部下との関
係・コミュニケーション力」「人を動かすための話す力・伝える力」「職場
改善・問題解決力」を習得します。

B35
女性社員のためのワンランクアッ
プ仕事術講座

いつもの仕事に一工夫することで自身も周囲も快適に働くコツを伝
授。身につけておきたい“簡単にできる仕事術”を学び、仕事に自信
がもてるようスキルとマインドのワンランクＵＰを目指します。

B32
入社半年フォローアップ研修

入社後約半年を迎える新入社員を対象に、今一度社会人としての認
識を徹底させ、これまでの自分を振り返り、時間管理、印象管理、報・
連・相の仕方など仕事の進め方や行動指針などを体得します。
※特典-大阪商工会議所新入社員講座受講者本人に限り割引価格
あり！

B33
土曜日コミュニケーション１日集中
講座

コミュニケーションについてきちんと学ぶ機会がなかった方のために、
「相手の話を聴く」「わかりやすく話す」「考えや想いを伝える」の３つの
基本ポイントを、4人までの少人数制で指導します。

B30
中堅８～１３年社員　実践力強化
講座

ベテラン熱血講師による定番講座。後輩育成、上司補佐、他部門調
整、自己客観視の心構えと具体的実践手法を学びます。失敗事例か
ら原因探究と改善対策を図るグループワークも好評。

B31
次期管理者のためのマネジメント
力養成研修

これから管理者になる方を対象に、価値観や考え方の違う多様な部
下の育成、業績を徹底的に追及する行動管理・業務管理など、管理
者に必要な心構えやスキルを講義と演習を通じて指導します。

B28

新入社員を対象に、入社以来の自分を振り返るとともに、モチベー
ションを高め、成長を実感し、プロとしての仕事の進め方を身につける
ための方法を、グループワークを通じて指南します。
※特典-大阪商工会議所新入社員講座受講者本人に限り割引価格
あり！

新入社員フォローアップ研修
＜ビジネススキル編＞

B29
ビジネスｅメール作成講座 ビジネスeメールの基本を学び、パソコンなどのITに関連するマナーを

踏まえ、相手に伝わり、時間をかけないメール作成のスキルを演習や
グループワークを交えて実践的に習得します。

開催日時／受講料（税込）

B24
若手(正規･非正規)ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･社
会常識徹底啓発研修

若手（正規・非正規・アルバイト）対象。法令のみならず社会の常識・
規範もカバー。ベテラン弁護士がリアリティ溢れる具体事例をもとに
「何がＮＧか」「なぜダメか」「どうなるか」解説。

B25
土曜日コミュニケーション１日集中
講座

コミュニケーションについてきちんと学ぶ機会がなかった方のために、
「相手の話を聴く」「わかりやすく話す」「考えや想いを伝える」の３つの
基本ポイントを、4人までの少人数制で指導します。

B26
若手・中堅社員のための仕事の
段取りと時間管理術講座

生産性向上・残業削減は待ったなし！時間管理専門コンサルタントが
「目標の設定方法」とその達成のための「仕事の分解」「必要時間の
見積り」「自己計画の立て方」「日々の行動」を解説。

B27
報・連・相レベルアップ８つの鉄則
講座（一般社員向け）

あらゆる業種・業態・職種で、どんな時代でも必須の報・連・相。ミスが
減り、仕事が早くなり、チームワークが良くなる正しい報・連・相のコツ
を、ビジネスシーンごとに具体的事例を交え解説。

 ５ 受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（１日講座のみ）、税込み



わかる！できる！かわる！大商セミナー2018 青字＝新規・リニューアル講座

●総務・人事労務
番号 講座／講師 内容

４／１８(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：升谷　浩樹 氏 特商･一般:２４，６９０円

５／２３(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：阿部　紀子 氏 特商･一般:２４，６９０円

５／２４(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：野口　大 氏 特商･一般:２４，６９０円

６／６(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：岡野　隆宏 氏 特商･一般:２４，６９０円

６／７(木)・１４(木)

各13:00～17:00

特商･一般:４３，２００円

６／１９(火) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：升谷　浩樹 氏 特商･一般:２４，６９０円

７／２６(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：升谷　浩樹 氏 特商･一般:２４，６９０円

９／１１(火) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：升谷　浩樹 氏 特商･一般:２４，６９０円

９／１３(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：阿部　紀子 氏 特商･一般:２４，６９０円

１０／１０(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：鈴木　蔵人 氏 特商･一般:２４，６９０円

１１／７(水) ・１４(水)

各13:00～17:00

特商･一般:４３，２００円

１２／６(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：岡野　隆宏 氏 特商･一般:２４，６９０円

●営業・マーケティング
番号 講座／講師 内容

４／１１(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：渡邊　優子 氏 特商･一般:３７，０３０円

４／２４(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：新名　史典 氏 特商･一般:３７，０３０円

４／１７(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：渡瀬　謙 氏 特商･一般:３７，０３０円

５／２２(火) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：岡本　充智 氏 特商･一般:２４，６９０円

６／７(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：野口　明美 氏 特商･一般:３７，０３０円

６／２７(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：新名　史典 氏 特商･一般:３７，０３０円

開催日時／受講料（税込）

C3
半日でわかる！総務担当者の基
礎実務講座

総務担当の幅広い業務を広い視野で把握し、効率の良い業務の進
め方を、演習や事例を取り入れ、分かり易く解説。総務担当者の意識
を高め、会社を支える実務に役立つ実践力を強化します。

C4
問題社員トラブル対応と法律実務 業績が悪い、反社会的など「問題社員」にどう対処すればよいか。企

業法務・人事労務に強い弁護士が具体的な事例を挙げながら、トラブ
ル回避のテクニックを分かりやすく解説します。

C2
基本的な組み立てを学ぶ「賃金・
評価制度」の見直し・構築講座

能力・役割基準の基本給、複線型の検討、賃金カーブや評価の見直
しなど、基本的な施策の事例を紹介。人件費を抑えつつも社員が納
得して働くために鍵となる設計・運用のポイントを徹底解説。

C8
「定年退職・再雇用」対応実務
講座

年金の知識や各種保険の手続き、経営者・役員特有の問題や６５歳
再雇用と賃金等に関する実務を学びます。雇用側や退職者本人が知
らないと損をしてしまう事柄、その手続きを分かりやすく解説。

C5
人事評価者訓練講座(春期） 新任管理職が直面する課題である「人事評価」のポイントを網羅的に

学び、「目標設定スキル」、「評価スキル」、「面談スキル」という３つの
スキルを、演習を通して身につけます。

C7
パートタイマー・有期契約者の
雇用実務 ８つのポイント講座

相次ぐ法改正に伴い、トラブルが増えています。パートタイマー・有期
契約者の雇用実務に関わる重要なポイントごとに、トラブルになりそう
なところをしっかり押さえ、対応法を解説します。

C6
採用（労働契約）実務、勤怠管理、労働時間管理、賃金実務など､労
務実務の基礎の基礎を演習を交えて指導。労使トラブルの防止に向
け、問題になった事例、時間外労働、労基署調査の動向も紹介。会員:２８，８００円

人事・労務管理の基礎講座
　〈全２回〉

講師：升谷　浩樹 氏

C9
「時間外労働・未払い残業」対策
講座

数千万円から数億円のリスクにもなりうる残業代訴訟を中心に、労働
時間管理、労基署調査対応等、時間外労働と未払い残業にまつわる
問題への対策を、事例や法改正の動向を交え分かりやすく解説。

C10
秘書実務能力アップセミナー 秘書のサポート次第で上司の仕事ぶりが左右されるほど、秘書は高

い実務能力を要します。秘書としての心構えや知識、接遇力、上司の
的確なサポート術などを、事例や演習を通して習得します。

C11
人事担当者が備えるべき６つの法
律トラブル速習講座

採用、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルス、懲戒、解雇・退職の５分野
を中心に、起こってからの対応では遅い労働問題に関連する法的知
識と判断軸を、よくある紛争の事例や判例を通じて習得。

労働・社会保険実務の基礎講座
　実践編・秋　〈全２回〉C12

採用から退職までの手続き、異動や変更時の対応、各保険料の徴収
事務、重要な給付の申請など､年間を通じて行う業務を具体例を交え
解説。申請用紙等を用いた演習で実務を習得。
　※Ｃ１②の実践編・春と基本的に同内容

会員:２８，８００円
講師：升谷　浩樹 氏

C13
人事評価者訓練講座(冬期） 新任管理職が直面する課題である「人事評価」のポイントを網羅的に

学び、「目標設定スキル」、「評価スキル」、「面談スキル」という３つの
スキルを、演習を通して身につけます。

開催日時／受講料（税込）

Ｄ１とＤ２のダブル受講の場合、会員：４４，２３０円、特商・一般６８，９１０円に割引

D1
営業社員入門①　お客様から信
頼される！営業マナー講座

営業職に求められる予算達成のためには、お客様と素早く信頼関係
を築くことが必要です。豊富な実践演習を交え、働く目的や行動規
範、相手をイラッとさせないマナーを体得します。

D2
営業社員入門②お客様との距離
を近づけるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝUP講座

営業の基本はお客様との関係構築。コミュニケーション、クレーム対
応、顧客視点、自社が提供する価値などを統合的に学ぶ。豊富なグ
ループワークで他社の営業社員との交流も！

D3
初心者でもできる商談の進め方 営業初心者を対象に、営業で最も重要な顧客との商談のやり取りを

解説。営業の必修マナーを体得した上で、基本的な商談の流れに
沿って、顧客に信頼され、売れる営業のテクニックやコツを習得。

D6
営業力強化のための展示会活用
講座

展示会を有効な営業イベントにするための出展準備（事前営業含む）
からブースプラン策定、ブースでの営業方法、展示会後のフォローま
でのノウハウ全般を一貫して説明します。

D4
営業を楽にする実践マーケティン
グ講座

新しい顧客を獲得するためには、時代の変化にあわせたマーケティン
グを実践することが必要です。営業担当者を対象にマーケティングの
基本を、多様な演習と事例をふまえて解説します。

D5
営業基礎力アップ講座 新人・若手・経験の浅い営業担当者を対象に、顧客との関係構築、

ニーズ把握、質問の仕方、クロージング等の営業の基礎を伝授。商
談ロールプレイをビデオ撮影し、自己を客観視！

「優良商工従業員表彰」の詳細は「大商　従業員表彰」で検索のうえ、専用WEBでご確認下さい。  ６



わかる！できる！かわる！大商セミナー2018 青字＝新規・リニューアル講座

●営業・マーケティング
番号 講座／講師 内容

７／３(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：瀬下　大輔 氏 特商･一般:３７，０３０円

８／８(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：辻出　俊輔 氏 特商･一般:３７，０３０円

８／２２(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：岡本  充智 氏 特商･一般:３７，０３０円

９／６(木) 13:00～17:00
会員:１６，４６０円

特商･一般:２４，６９０円
１０／１１(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円
特商･一般:２４，６９０円

１１／８(木) 13:00～17:00
会員:１６，４６０円

特商･一般:２４，６９０円
９／２０(木) 10:00～17:00

会員:２５，７１０円

講師：山口　真一 氏 特商･一般:３８，５７０円

１０／２５(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：牧野  和彦 氏 特商･一般:３７，０３０円

●経営・実務
番号 講座／講師 内容

５／１９(土) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

５／２３(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：住中　光夫 氏 特商･一般:３７，０３０円

６／６(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：関　喜文 氏 特商･一般:２４，６９０円

６／７(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

６／１３(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：渡邉　秀美 氏 特商･一般:３７，０３０円

６／２１(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：藤井　美保代 氏 特商･一般:３７，０３０円

７／１２(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：長野　ゆか 氏 特商･一般:３７，０３０円

７／１８(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：鳥山　半六 氏 特商･一般:２４，６９０円

７／２３(月) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：小林　敬 氏 特商･一般:３７，０３０円

７／２５(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：山田　容子 氏 特商･一般:３７，０３０円

７／２６(木) 15:30～18:30

会員:１６，４６０円

講師：鳥山　半六 氏 特商･一般:２４，６９０円

D10
①

誰でも簡単に最強営業マンに変
わるセールストーク講座

業績アップには顧客ニーズを的確につかむことが不可欠。成功者を
多数輩出している“本当にほしいものを引き出す「魔法のセールストー
ク４つのステップ」”を穴埋め式で実践的に習得します。

D9
成功する新規事業の進め方講座 新規事業を成功させたい方のために、テーマの設定や事業の骨格作

り、シナリオ作り、事業計画作成の要点、新規事業を成功させるポイ
ントまで、多様な演習を通じながらわかりやすく説明します。

〈誰でもできる売上アップ！営業・マーケティング実践講座〉　　講師：佐藤　昌弘 氏
　※Ｄ10①～③の３講座のうち２講座以上受講で２、３講座目は受講料を会員：１４，４００円、特商・一般：２２，６３０円に割引

開催日時／受講料（税込）

D7
ビッグデータ活用に役立つビジネ
ス統計学入門講座

難しい数学は使わず、最低限の数式だけで、統計学的な考え方・もの
の見方をつかむ入門講座。ビッグデータなどの統計や数字の誤解・誤
用を見抜く力とそれを活用するうえでの基礎を学びます。

D8
営業の動きを変える商談ツールの
つくり方

現場で使える「商談ツール」の完成と同時に効果的な「営業フロー」の
理解が得られます。多忙な営業マンにも取り組めるように、記入式テ
ンプレートや“スライド５枚”でつくる方法を伝えます。

D10
②

成功事例でわかる効果的な販促
ツール実践講座

自社にぴったりの広告媒体の選び方・ベストな活用タイミング・すぐに
できる作り方・便利な使い方など、効果的な活用法を解説。広告宣伝
活動のコストパフォーマンスを最大化する実践講座。

D10
③

「勝てる市場」が具体的に見つか
る営業戦略講座

自社の強みを発揮し業績アップを図るためには、思い切った客層を絞
り込みが必要。狙うべきターゲット層の明確化・売れる仕組み作りな
ど､「勝てる市場」を作り出すノウハウを解説する。

D11
お役立ち提案営業講座 トップ営業マンとして活躍した“営業のカリスマ”“短期業績ＵＰの請負

人”からお客様への「究極の事前準備」の具体的手法、キーマンから
信頼と受注を勝ち取る実践法を学びます。講師著書進呈

D12
危ない企業を見抜く与信管理実務
講座

最近の倒産動向をふまえ、与信管理の基本的な考え方、取引先の信
用情報収集のポイント、危険な兆候の見分け方、緊急時の対応と債
権保全策を、初心者にもわかりやすく解説します。

開催日時／受講料（税込）

E1
土曜日プレゼン１日集中講座

プレゼンが苦手な方や、経験の少ない方のために、プレゼンの目的
から話し方、聴き手を惹きつけるテクニックまでを、講義と演習を繰り
返しながら、4人までの少人数でじっくり指導します。＜会場はシェア
淀屋橋会議室＞

E2
Excelで今日からできる「ビジネス
データ分析」入門講座

営業や総務・経理等のビジネスデータを、Excelのピボットテーブル機
能等を活用し、素早く効果的に分析・活用し、実務に役立てる手法を
学びます。※講義中のパソコン操作は講師のみ。

E3
元ｼｬｰﾌﾟのﾍﾞﾃﾗﾝ広報担当者によ
るﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽの書き方講座

シャープ㈱で約25年間広報部門に在籍し、3,000件以上のプレスリ
リースの作成や発信に携わった講師が、メディアが求めるリリース原
稿の書き方やメディアへのアプローチ方法を解説します。

E4
社内講師をする人のための教え
方講座

社内研修や勉強会の講師をする人のために、自分が「知っているこ
と」「できること」を人に教えるための秘訣を、15年以上にわたり教育
研修に携わってきたベテラン講師が伝授します。＜会場は本町セン
タービル会議室＞

E11
管理部門取締役のためのコンプラ
イアンス講座(夏期)

総務、人事、財務ご担当の取締役の方を対象に、管理部門での企業
活動において、注意しなければならないことや、最近の事件・裁判例
から読み取れる動向などを、的を絞って解説します。

E5
技術者のためのプレゼン力上達
術講座

印象マネジメント・分かりやすさ・情報収集力・説得力を強化すれば、
プレゼン力は格段にアップします。豊富な演習を通じて、説明ベタから
脱却し、勝てるプレゼンができるよう養成します。

E6
仕事の質とスピードを高める
【４つの力】向上セミナー

周りを巻き込みながら仕事の生産性を高めるために必要となる「先読
み力､段取り力､さばき力、巻き込み力」を徹底習得。即実践できるよう
豊富な演習と分かりやすい事例を用いた参加型セミナー。

E9
調達･購買で利益を増やす情報収
集と価格交渉術強化講座

「今、何が、どこで、いくらで買えるか」といった相場情報や企業情報
のリサーチ手法、単なる値切り依頼でないプロの価格交渉の手法を
学びます。講師は調達・購買部門と営業部門の両方の経験者。

「今さら聞けない」30～40才台の中堅社員、「管理職になり改めて自
身のためと部下指導のために学び直したい」管理職、「日本のビジネ
スマナーをまだまだ習得できていない」外国人社員向け。

ビジネスマナー復習＆ブラッシュ
アップ講座E10

E7
モノ・書類・データの片づけ・整理
で業務効率UP研修

「ファイル名や保管基準がまちまち」「どこにあるか分からない」など
で、本人はイライラ、管理職はハラハラ、後任者はパニック。生産性向
上、リスク管理の視点でモノ・情報の片づけを学びます。

E8
契約のしくみと法律実務基礎講座 営業や法務・経理担当社員のために、企業法務の経験豊かな弁護士

が、契約書や契約関係文書の実例をもとに、その問題点について、
具体的なトラブル事例を紹介しながら、わかりやすく解説します。

 ７ 受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（１日講座のみ）、税込み



わかる！できる！かわる！大商セミナー2018 青字＝新規・リニューアル講座

●経営・実務
番号 講座／講師 内容

８／１(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：日野　富夫 氏 特商･一般:２４，６９０円

８／２(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：本田　和恵 氏 特商･一般:２４，６９０円

８／７(火) 15:30～18:30

会員:１６，４６０円

講師：鳥山　半六 氏 特商･一般:２４，６９０円

８／２１(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

８／２８(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：藤沢　晃治 氏 特商･一般:３７，０３０円

８／２９(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：藤沢　晃治 氏 特商･一般:３７，０３０円

９／１１(火) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：堀　美和子 氏 特商･一般:２４，６９０円

９／２２(土) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

１０／１０(水) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：阿部　紀子 氏 特商･一般:２４，６９０円

１０／１７(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：岡　亜希菜 氏 特商･一般:３７，０３０円

１０／１８(木) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：中越　味子 氏 特商･一般:２４，６９０円

１１／１３(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西田　真也 氏 特商･一般:３７，０３０円

１１／１７(土) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

１２／４(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

１／１７(木) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：菓子田　圭子 氏 特商･一般:３７，０３０円

１／１９(土) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

２／１２(火) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：西原　猛 氏 特商･一般:３７，０３０円

２／２０(水) 15:30～18:30

会員:１６，４６０円

講師：鳥山　半六 氏 特商･一般:２４，６９０円

２／２１(木) 15:30～18:30

会員:１６，４６０円

講師：鳥山　半六 氏 特商･一般:２４，６９０円

３／１２(火) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：森田　圭美 氏 特商･一般:２４，６９０円

開催日時／受講料（税込）

E13
クレーム電話応対研修 シンプルに構成された３ステップで、顧客心理に合わせた対応の流れ

とステップ毎のスキルをロープレで習得。声だけのコミュニケーショ
ン、相手が見えない状況下での対応のポイントを学びます。

E14
営業部門取締役のためのコンプラ
イアンス講座(夏期)

営業、販売ご担当の取締役の方を対象に、企業の販売促進活動にお
いて、注意しなければならないことや、最近の事件・裁判例から読み
取れる動向などを、的を絞って解説します。

E12
アイデア創出実践講座 アイデアが思いつかなくて困っている方のために、独自開発のツール

やシートを使った演習により、 「本当にやりたいこと」をアイデアとして
見える化し、実現するための手法を伝授します。

E15
士業のためのセミナー講師養成
講座

セミナーを成功させるには、講師としての話し方や伝え方、聞き手を
飽きさせない技術を身に付けることが必要です。セミナーを成功させ、
顧客獲得につなげるためのノウハウを教えます。＜会場は本町セン
タービル会議室＞

E16
わかりやすい文書表現の技術とト
レーニング講座

誤解なく確実に伝わる簡潔な文章の書き方を速習。分かりにくい文章
の原因を認知心理学も交えて解説し、グループ実習で実践力を磨き
ます。講師は、この分野の我が国における第一人者。

E16とE17のダブル受講の場合、会員：４４，２３０円、特商・一般６８，９１０円に割引

E17
わかりやすい説明の技術とトレー
ニング講座

話し手と聞き手の違い、文章説明と口頭説明の違いなどを理解したう
えで、情報や意図が正確に伝わる説明法を習得。「外国人に銭湯の
利用法をどう説明するか？」など興味深い演習も。

E18
心を動かすキャッチコピーのつくり
方講座

「集客を５倍にしたチラシ」など実例を紹介しながら、キャッチコピーを
つくるための法則を伝授します。演習では自社商品・サービスのチラ
シやＤＭを、グループワークを通じて磨き上げます。

E19
土曜日プレゼン１日集中講座

プレゼンが苦手な方や、経験の少ない方のために、プレゼンの目的
から話し方、聴き手を惹きつけるテクニックまでを、講義と演習を繰り
返しながら、4人までの少人数でじっくり指導します。＜会場はシェア
淀屋橋会議室＞

E20
電話応対スキルアップ講座　基本
マナー

電話での第一印象が会社のイメージを決め、売り上げをも左右しま
す。電話応対のポイントを豊富な演習や具体的な事例も交え、より自
信をもって電話応対ができるよう基本から徹底的に指導します。

E21
ミスゼロの仕事術セミナー 個人が気をつける「うっかりミス」だけではなく、「人間の習性・道具不

備・環境不備」に着目し、個人・チーム両面からみたミスゼロ仕組みづ
くりの方法を豊富な演習とケーススタディで学びます。

E22
後悔しない「怒り方」体得半日研
修

イラ・ムカはメンタル不全、生産性低下、人間関係悪化、パワハラを誘
発しがち。「自分の怒り」タイプ診断、「怒る・怒らない」基準化、「魔の
６秒」の過ごし方、「怒りのコトバ化」を学びます。

E23
論理的な話し方・指示・報告の仕
方講座

説明、指示、報告を明解な思考で簡潔かつ的確に行えるようになる
『フレーム』を伝授。豊富な演習で１対１、１対複数人に対しての論理
的で分かりやすいコミュニケーションを徹底指導します。

E24
土曜日プレゼン１日集中講座

プレゼンが苦手な方や、経験の少ない方のために、プレゼンの目的
から話し方、聴き手を惹きつけるテクニックまでを、講義と演習を繰り
返しながら、4人までの少人数でじっくり指導します。＜会場はシェア
淀屋橋会議室＞

E25
社内講師をする人のための教え
方講座

社内研修や勉強会の講師をする人のために、自分が「知っているこ
と」「できること」を人に教えるための秘訣を、15年以上にわたり教育
研修に携わってきたベテラン講師が伝授します。＜会場は本町セン
タービル会議室＞

E26
【伝わる】ビジネス文書＆メールの
書き方講座

「誰が読んでも正確に伝わる、分かりやすい文章を書く力」を習得し、
仕事力向上を目指します。今さら聞けないビジネス文書＆メールの基
本からひとつ上の応用術までを演習を通して実践的に学習。

E27
土曜日プレゼン１日集中講座

プレゼンが苦手な方や、経験の少ない方のために、プレゼンの目的
から話し方、聴き手を惹きつけるテクニックまでを、講義と演習を繰り
返しながら、4人までの少人数でじっくり指導します。＜会場はシェア
淀屋橋会議室＞

E28
士業のためのセミナー講師養成
講座

セミナーを成功させるには、講師としての話し方や伝え方、聞き手を
飽きさせない技術を身に付けることが必要です。セミナーを成功させ、
顧客獲得につなげるためのノウハウを教えます。＜会場は本町セン
タービル会議室＞

E31
業務引継マニュアル作成講座 職員の職人化、業務のブラックボックス化は、後任者のメンタル不全、

残業増大、離職、情報・物品流出等の発生源。業務引継マニュアル
の作成・運用で身近な内部リスクを未然防止しましょう。

E29
管理部門取締役のためのコンプラ
イアンス講座（冬期）

総務、人事、財務ご担当の取締役の方を対象に、管理部門での企業
活動において、注意しなければならないことや、最近の事件・裁判例
から読み取れる動向などを、的を絞って解説します。

E30
営業部門取締役のためのコンプラ
イアンス講座（冬期）

営業、販売ご担当の取締役の方を対象に、企業の販売促進活動にお
いて、注意しなければならないことや、最近の事件・裁判例から読み
取れる動向などを、的を絞って解説します。

「大阪サクヤヒメ表彰」の詳細は「大商　サクヤヒメ」で検索のうえ、専用WEBでご確認下さい。  ８



わかる！できる！かわる！大商セミナー2018 青字＝新規・リニューアル講座

●財務
番号 講座／講師 内容

6/12(火)･19（火）･26(火)

会員:４３，２００円

講師：徳野　貴子 氏 特商･一般:６４，８００円

７／４(水) 10:00～17:00

会員:２４，６９０円

講師：長尾　康行 氏 特商･一般:３７，０３０円

７／１１(水)・１８（水)

各13:00～17:00

会員:２８，８００円

講師：中谷　美穂 氏 特商･一般:４３，２００円

会員:２８，８００円

講師：中谷　美穂 氏 特商･一般:４３，２００円

１／２２(火) 13:00～17:00

会員:１６，４６０円

講師：高見　啓一 氏 特商･一般:２４，６９０円

●次代の経営者のためのコミュニティ型勉強会
内容

●ISO・プライバシーマーク関連＜ISO・Pマーク認証取得ほかコンサルティング事業＞
番号 講座／講師 内容

１０/４（木）　10:00～17:00

会員：２４,６９０円

講師：橋本　佳和 氏 特商・一般：３７,０３０円

4/25(水)､5/29(火)、6/26(火)､

7/18(水)　各9:30～11:30

会員：１，０００円

講師：中谷　正一 氏　他 特商・一般：３，０００円

●パソコン講座　＜詳細は大商ホームページ・もしくは事務局までお問合せ下さい＞

開催日時／受講料（税込）

F1
３回で身につける！はじめての経
理実務基礎講座

経理初心者を対象に、経理担当者としての日常の事務の流れや手続
き、財務諸表の意味・簡単な作り方や読み方、決算までの流れを演習
シートで実例を通じて全3回で解説。<会場はTACなんば校>

各13:00～17:00

F2
やさしい決算書の読み方講座 決算書の読み方がわからない方、なんとなくは理解している方が対

象。簡単な事例や実際の決算書を活用しながら数字の読み方や意味
を理解し、実務に活かせるよう解説します。

F3
はじめての税務実務基礎講座
法人税編　<全２回>

度重なる制度改正で複雑化している税法は経理担当者の悩みのタ
ネ。特に分かりにくい法人税を取り上げ、概要と計算方法の理解等、
実務上で必要不可欠な知識を習得。<会場はTACなんば校>

開催日時／受講料（税込） 他

F4
キャッシュフロー計算書の作り方
講座　<全２回>

8/1(水) ・8（水）各13:00～17:00 経理担当者でも「難しい」というキャッシュ・フロー計算書。その原理・
構造をサンプルを用いた作成演習を通じてやさしく解説。簿記（仕訳）
の簡単な知識のある方対象。<会場はTACなんば校>

F5
自社の決算書で学ぶ！やさしい
経営分析講座

自社の決算書で基本知識を身につけ、分析指標の業界分析比較な
どで自社の財務状態や業績、さらにそこに隠された問題点や、向上・
改善すべき点を把握できるよう指導。<会場はTACなんば校>

講座／講師 開催期間

後継者力　考究・実践塾（仮称）
９～３月（月１回程度）
これ以外に合宿あり
有料制（受講料未定）

クローズド制、少人数制、メンター制のもと、ナマ事例を題材に対話
型・深掘り型のチームコンサルと後継者ネットワーク構築を行います。
後継「者」力、経営「者」力を強化します。

G1
ＩＳＯ９００１内部監査員研修 ISO9001:2015の内部監査員として必要な知識・スキルを１日で学びま

す。社内での活用・展開、要求事項の内容や監査方法等を解説。最
後に行う理解度テスト合格者には修了証書を発行。

G2
IＳＯ９００１、１４００１セミナー

ISO9001と14001に関する規格の要求事項について説明します。
４月～７月の同セミナーは新規取得および改訂更新の両方が対象
８月以降の同セミナーは新規取得のみ対象となります。なお、８月以
降のセミナー開催要領は大商HPでご確認いただくか、事務局までお
問合せ下さい。

概要

じっくり２日間で学ぶビジネス必須のスキル（エクセル・ワード・パワーポイント）や、知りたいところ
だけ学べるエクセル３時間即効講座。同会社３人以上の受講で、開催日や期間、受講時間が選べ
るセミオーダー講座もおすすめ。

新入・若手社員の方を対象に、ビジネスで必要なWordとExcelの基礎を一日で学ぶ講座を新規開
講。複数の候補日から受講者の希望を伺い、事務局で調整のうえ、開講日を決定します。約３ヵ月
ごとに実施予定。

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

ＩＳＯ９００１、１４００１、１３４８５、
２２０００、２７０００、Pマーク
認証取得支援

約６～１０か月間
（７～１５回程　貴社を訪問）

事業規模等により別途、見積

品質マネジメントシステムのISO9001、環境マネジメントシステムの
ISO14001、医療関連企業のためのISO13485、食品関連業界向けの
ISO22000、情報セキュリティのISO27000やプライバシーマークなどの
各認証取得や複数同時取得を支援します。

ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１
規格改訂支援

約３～６ヵ月間
　（５～７回程　貴社を訪問）

事業規模等により別途、見積

認証取得企業を対象に2015年版のISO9001とISO14001への改訂に
対応したシステム構築を支援。文書改訂や運用、内部監査、審査対
応等について指導します。

講座

パソコンの電源の入れ方から始める超初心者から資格取得を目指す上級者まで幅広いニーズに
対応。自分のペースで学べる自学・自習方式。説明会（無料）を随時開催。
お問合せ→06-4305-1200（教室直通電話番号）

◆開催会場は、大阪商工会議所もしくは大阪商工会議所北支部会議室です。それ以外の場合は開催講座欄でご案内しております。
◆この他、会員受講無料の大商夕学（せきがく）講座をはじめ、タイムリーな講演会・セミナーを随時開催しております｡
◆各講座の詳細は研修担当にお問合せ下さい。大商ホームページのイベントカレンダーでもご覧頂けます。
◆本所事業・講座につきましては、都合により講座名・講師・日程・内容・受講料等を変更することがあります。また、政府勧告発令（不要不急
の外出禁止、集会自粛等）やその他やむを得ない事態により本所事業・講座を中止する場合がございます。あらかじめご了承下さい。

○受講にあたっての注意事項 次に該当する場合、受講をお断りする場合がございます。①講師業、士業、コンサルタント業など講師と同業の
方　②講座進行の妨げや、他の受講者への迷惑行為があった場合　③過去に②が認められる場合　・反社会的団体及びその構成員と認め
られる場合は受講をお断りします。

大商パソコンカレッジ・セミオーダー講座
　　会場：なんば

大商パソコンカレッジ
新入・若手向けWord・Excel基礎1日講座
　　会場：なんば

大商パソコン教室
　　会場：天王寺

 ９ 受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（１日講座のみ）、税込み
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１．下記申込書に必要事項をご記入のうえ、次の要領でお申込下さい。原則、申込の締切日は開講２営業日前です。 
・ＦＡＸ   本申込書を FAX 06-6944-5188 にお送り下さい。 
・E メール 本申込書をスキャナーで読み取りのうえ、添付ファイルにて kensyu2@osaka.cci.or.jp にお送り下さい。 
（ＷＥＢの場合、大商 HP「セミナー・イベントカレンダー」の各講座 WEB からお申込み下さい。開催日の約３か月前に掲載いたします） 

２．申込書を受領後、３営業日以内に「受付確認メール」をお送りします。（届かない場合は事務局までご連絡下さい。 
３．受講料は下記銀行口座に開講２営業日前までにお振り込み下さい。請求書をご希望の場合は申込書に 
その旨必ずお書き添え下さい。（受講料の振込手数料は貴社にてご負担をお願いします） 

４．開講約１週間前に受講票をメールでお送りします。受講票の記載事項をご確認のうえ、講座当日、ご持参下さい。 
（開講３営業日前になっても受講票が届かない場合は、事務局までご連絡下さい。） 

５．開講前２営業日を過ぎてのキャンセルは受講料の返金をいたしかねます。 
不都合の場合は代理の方のご参加をお願いします。 

振

込

先 

振込先銀行 すべて当座 口座名義：大阪商工会議所（オオサカショウコウカイギショ） 

〇りそな・大阪営業部    ０８０８７２６ 

〇三菱東京ＵＦＪ・瓦町支店 ０１０５２５１ 

〇三井住友・船場支店    ０２１０７６４ 

◇各講座の詳細は、大阪商工会議所ホームページや機関誌「大商ニュース」に同梱する「研修・講座のご案内」、メールマガジン

等でお知らせします。ご質問・ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。 

【事務局】大阪商工会議所研修担当 ℡06-6944-6421／FAX06-6944-5188／メール kensyu2@osaka.cci.or.jp 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
大阪商工会議所 研修担当 行  FAX（06）６９４４－５１８８ ※FAX 番号間違いにご注意下さい 

 
 
 

※ご記入頂いた情報は、本会議所からのご連絡・情報提供のために利用し、講師には申込者名簿として提供いたします。 
ふりがな  従業員数 

会社名     人 

所在地 〒 

業 種  

TEL  FAX  会員番号 K  －０  － 

◆受講申込書の欄が足りない場合は、お手数ですがコピーして頂きますようお願い致します◆ 
ふりがな 

受講者氏名 年 齢 所属部署・役職 性別 
講座番号 講  座  名 
(例)A2 (例) 係長・主任の役割と自己革新 

 
     

 

 受付確認・受講票用Ｅメールアドレス 

 
     

 

 受付確認・受講票用Ｅメールアドレス 

 
     

 

 受付確認・受講票用Ｅメールアドレス 

 
     

 

 受付確認・受講票用Ｅメールアドレス 

 
     

 

 受付確認・受講票用Ｅメールアドレス 

連絡担当者氏名/ふりがな  所属部署役職  

連絡担当者 
Ｅメールアドレス 

＠ 

受付確認と受講票のメール送信先(希望に○) １．受講者宛 ２．連絡担当者宛(受講票は受講者に転送ください) ※○印のない場合は２に送付 

受講料    人分 計         円を    月    日に            銀行へ振り込みます 
 
◆政府勧告発令(不要不急の外出禁止、集会自粛等）やその他やむを得ない事態により本所事業・講座を中止する場合がございます。 

◆各種助成金制度をご利用の場合、大商では受講証明書を発行しております。ご入用の場合はお気軽にお申し付け下さい。 

 助成金の詳細は 大阪労働局助成金センター 電話 06-7669-8900 に直接お問合せ下さい。 
 

左記３行と埼玉りそな銀行の各本支店のＡＴＭからは振込手数料不要｡

ご依頼人番号 10 ケタ｢9080100000｣と貴社名をご入力下さい。 

備考欄（事務局への連絡事項）            お問い合わせ☎06-6944-6421  E-mail：kensyu2@osaka.cci.or.jp 

２０１８年度 講座・研修 受講申込書        年間 P 

１０ 



http://www.osaka.cci.or.jp/b/dsomdk/     TEL: 06-6944-6421 
                                                                         【大阪商工会議所 研修担当】 

 

 貴社にぴったりの研修を行います！  ご相談･お見積無料  

 

企業・団体の人材育成に関するお悩みやご要望をお伺いし、最適なプログラム・講師を提案します。 
お問合せやプログラム・講師のご提案、お見積りは全て無料です。【大阪商工会議所 会員企業限定】 
 
◆幅広いテーマに対応 
年１３０回以上の多彩な講座開催実績をもとに、貴社に最適な研修を企画します。 

◆高品質な研修 

公開講座で好評を得ている講師を中心に、貴社に最適な講師を提案します。 

◆ミスマッチの最小化 
研修実施前に打ち合わせを行い、貴社の課題に沿った研修プログラムを実施します。 
 

メリット 

○自社の従業員だけで研修を実施できるので、研修効果が把握しやすい。 

○日時・会場を選べるので、研修スケジュールが立てやすい。 

○講師・テーマを選べるので、自社の課題に沿った研修が実施できる。 
 

お客様の声 

・当社のニーズに柔軟に対応してもらえる。複数の研修を実施したが、どの研修も好評。社員が同じ

研修を受講することで、社内で共通認識をもつことができた。 

・当社の視点にたって、研修内容を一緒に考えてもらえるのがありがたい。受講者による評価も高く、

継続して利用している。 

・講師と社長が事前に面談し、社長の想いを反映させた研修を実施することができた。講師が一方的

に話すのではなく、受講者に質問を投げかけ、考えさせる内容だったのが良かった。 
 

大商 講師派遣型 (オーダーメイド）研修 実施フロー 
 

① 申込み・お問い合わせ 

お電話（０６－６９４４－６４２１）にて「講師派遣型（オーダーメイド）研修」とお問合せいただければ、 

担当者がご希望の内容をヒアリングいたします。 

② プログラム提案 

貴社に最適な研修プランを企画し、①研修プログラム、②講師略歴、③見積書を提示いたします。 

③ 決定・ご発注 

研修実施をご決定頂ければ、講師日程を調整し、正式にご発注いただきます。 

④ 事前打ち合わせ 

貴社のご要望を講師にお伝えいただき、研修プログラムを最終調整します。 

⑤ 実施 

講師を会場に派遣し、研修を実施します。 

 

http://www.osaka.cci.or.jp/b/dsomdk/
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