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開催日

対象者
定　員
受講料

ねらい

申込締切日 開催初日の約2週間前
受講料納入期限 受講決定通知書でご案内

デジタル時代を勝ち抜くDX推進講座 経営者、経営幹部

9月6日火・7日水［2日間］
各日9：30～16：30

15名
22,000円（税込）

今日、企業には、成長や競争力強化のために新たなデジタル技術を活用してビジネス・モデルを再検討し、デジタル
トランスフォーメーション（DX：Digital Transformation）を遂げることが求められています。しかしながら、資源が
限られる中小企業が円滑にDXを推進していくためには、まずはIT活用による業務の効率化に取り組むことで時間・
人材を捻出すること、そしてIT体験を通じ社員の意識変化を促し、DXの土台をつくることが重要となってきます。

本研修では、DXが中小企業に与える影響と重要性を認識した上で、そのステップを学び、まずはIT活用に取り
組むため、自社に合わせたITツールの選び方・導入のプロセスを学びます。そして、IT活用からさらに一歩踏み
込んでDXを成し遂げるために、先進的な企業の事例講演を交え、最終日には自社でDXを円滑かつ迅速に進める
方策についての演習に取り組みます。

コースNo.

講師 坂田 淳一 氏
［桜美林大学 教授］

●プロフィール
早稲田大学理工学術院大学院

情報通信研究博士科課程卒業、博
士（情報通信学）、中小企業総合事
業団（現：中小機構）、アーサー・アン
ダーセン（株）、東京工業大学准教
授を経て現職。専門は、情報通信
工学、情報科学、データマイニング、
デジタルビジネス。著作：CIO学概
論（東京大学出版・共著）、イノベー
ションを加速するオープンソフトウ
エア（静岡大学学術出版・共著）他。

現在、医工連携による大学発ベン
チャー企業の経営で医療機器の製
造販売にも携わっている。

❶デジタル技術活用の現状とDXの推進
❷DXに取り組む前に～業務効率化ITについて～
❸DXによる自社のビジネス展開と競争優位　
❹DX展開の現状考察及び課題解決に向けた指針の追求
❺先進企業事例講演（予定）
❻自社のDX展開によるビジネス活用の検討（演習）
❼デジタル技術活用とDXのこれから

原則 集合研修

さ か た じゅん い ち

※オンライン希望は要事前相談

講
座
内
容

開催日

対象者
定　員
受講料

ねらい

申込締切日 開催初日の約2週間前
受講料納入期限 受講決定通知書でご案内

職場イキイキ！ワークエンゲージメント講座 経営者、経営幹部

9月8日木・9日金［2日間］
各日9：30～16：30

15名
22,000円（税込）

「何故か、部下が辞めてしまう」、「部門一丸となって働けていない」などの悩みを抱える中小企業において、
「働きやすく、働き甲斐のある職場」と「心理的柔軟性を持ち、強くしなやかなメンタルを持つ社員の育成」の
二つの観点でマネジメントすることが重要です。

本研修では、ワークエンゲージメントの意義を理解した上で、社員が成果達成に向けて活き活きと働くため
の方法を実践的に身につけます。その上で、自社・自部門のワークエンゲージメントプランを作成します。

コースNo.

講師 溝井 伸彰 氏
［溝井＆パートナー経営コンサルティング事務所 代表］

●プロフィール
広告会社などを経て(株)ティー

ビーシーでコンサルティング事業
部長就任。1999年に独立し現在に
至る。

事業戦略、マーケティング活動、
営業活動支援、ビジネスモデル構
築支援を中心にコンサルテーショ
ンを行っており、実績は多岐にわた
る。中小企業大学校のほか、東京電
機大学、光産業創生大学院大学な
どでも指導。産業能率大学では、ド
ラッカー特講を担当

❶エンゲージメントの基本
●ワークエンゲージメントの全体像について、事例を通じて理解します。

❷エンゲージメント形成に向けた具体的な方法
●働き甲斐と働きやすさを育む職場を目指すための具体的な方法について、事例などを通じて学び、職場や自身の現状を分析します。 
●仕事の負担の減少働く人の満足につながる要因と不満につながる要因の整理　
●働き甲斐と働きやすさを育む職場づくり　
●強くしなやかなメンタルを持つ社員への育成　

❸エンゲージメントプランの策定
●二日間の研修を振り返り、働きやすい、働き甲斐のある職場づくりに向けた自社・自部門の計画を作成して、研修のまとめとします。

原則 集合研修

み ぞ い の ぶ あ き

※オンライン希望は要事前相談

講
座
内
容

対象者
定　員
受講料

ねらい

申込締切日 9月9日金まで
受講料納入期限 9月28日水

❶5Ｓの重要性とリーダーの役割
❷5Ｓの基本と５Ｓ活動のステップ（演習）
❸目で見る管理の実践法（演習）　
❹職場での５Ｓ実践の検討（演習）

新任管理者
30名
13,200円（税込）

生産現場において、すぐには必要とされない材料や工具、さらに仕掛品が数多くあると、作業を妨げ、ムダを生み、企業利益を圧迫す
る原因になります。ムダをなくすことは生産性向上だけでなく、安全の確保や快適な職場づくりにもつながる重要な取り組みです。本研
修では、現場で整理・整頓・清掃・清潔・躾（５S）と見える化の基本と取り組み方を理解した上で、５Sの実践と継続のポイントを学びます。

講
座
内
容

対象者
定　員
受講料

申込締切日 8月26日金まで
受講料納入期限 9月14日水

新任管理者
30名
13,200円（税込）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中小企業を取り巻く労務環境が大きく変化しています。
職場の労務トラブルに適切に対応していくためには、関連法の改正も踏まえた今後の動向や多様化する
トラブル対応への知識を備えることが重要です。

本研修では、労務管理担当者が押さえておくべき労務管理の基本知識、法律改正やコロナ禍における
労務管理のポイント、トラブル事例への対応策を演習を交えて学びます。

コースNo.

労務管理分野の研修
短期コース

ものづくり分野の研修
短期コース

ねらい

集合研修のみ
申込締切日 9月1日木まで

受講料納入期限 9月20日火

9儲けを生み出す管理会計 経理・財務・経営管理に携わる人
30名
13,200円（税込）

講
座
内
容

管理会計をツールとして活用することで、企業行動を客観的に数値で評価することができ、改善点や
目標を明確にすることができます。本研修では、現状の財務構造からどのように利益を生み出すかを
学ぶポイントを習得することを目的とします。

コースNo.

講師講師

●プロフィール
会計事務所、大企業、中小企業での会計実務

や簿記講師の経験を通じ、実践的企業会計を体
得。2015年独立。お金の流れが見えない経営
者に資金繰りの安定を届けるパートナー型コン
サルタントとして活躍。財務支援、銀行同行、資
金繰り対策、幹部会議、社員研修、部門別会計な
どを通して経営者に的確な業績情報を届けられ
る社内環境づくりと業績向上をサポート

長瀬 あさみ 氏
［合同会社リレーションサポート 代表 財務戦略パートナー/経理実務士］

な が せ

対象者
定　員
受講料

❶そもそも「会計」ってなに？必要？
❷会計が分からない理由を知る
❸決算書が読めないを解消する
❹管理会計で儲かるポイントを理解する
❺お金の流れを理解する。（キャッシュフロー・資金繰り）

❻無制限に可能性を描きお金と繋げる
❼ケーススタディ発表会　

財務、営業・マーケティング分野の研修
短期コース

中小企業大学校金沢キャンパスとの連携研修 中小企業大学校金沢キャンパスとの連携研修
短期コース

開催日 9月21日水・22日木［2日間］
各日9：30～16：30

ねらい

オンライン研修のみ
申込締切日 9月16日金まで

受講料納入期限 10月4日火

スマホでできる！動画集客セミナー 営業部門の管理者、新任管理者、リーダー、営業社員、企画・マーケティング担当 など
30名
5,000円（税込）

講
座
内
容

今やスマホを使った動画は花盛りです。ちょっとした工夫で自社の情報を顧客にアピールすることができます。
本講座では、どんな動画があるのか、またどのように活用されているのか、講師が経営する店の事例を元に

効果的な活用方法を具体的にお伝えします。

コースNo.

講師

対象者
定　員
受講料

❶動画集客の最新トレンド
❷お金をかけずにできる動画作成方法
❸売上アップにつなげる動画活用のポイント
❹動画活用事例

富田 良治 氏
［中小企業診断士、ITストラテジスト］

と み た よ し は る

●プロフィール
電気通信大学卒業。受託開発ソフトウェアでWeb

システム開発にSEとして約16年従事の後、IT経営コ
ンサルタントとして独立。自身のコンサル会社の他
に、データ分析芸能プロダクション、飲食業、出版・医
療機器製造販売、AI、ロボットと6社以上を経営する。
2018年には、電気通信大学の非常勤講師としてデー
タ分析の講義を担当。データ分析、Web・SNS活用、
クラウド活用に関する研修・セミナー実績が多数ある。

開催日 10月5日水［3時間］
14：00～17：00

ねらい

集合研修のみ
申込締切日 10月6日木まで

受講料納入期限 10月25日火

ネットビジネスで成果を出すためのポイントセミナー 経営者・経営幹部・管理者・従業員
30名
10,000円（税込）

講
座
内
容

ネットショップのみならず集客や販促にもネットの効果は非常に高くなっている昨今、さらにウィズコロナによるライフスタイルの変化からネット通販が増加するなど、
消費者ニーズが大きく変化しています。これまで様々な販促活動に取り組んできたが、効果が出ずに悩んでおられた方、新規顧客の掘り起こし、新たな販売戦略に取り
組みたいとお考えの方、ネットショップを始めたい方向けに事前課題を行いつつ、セミナーを聴講することにより自社の方向性をより深く考えられるセミナーです。

コースNo.

講師

対象者
定　員
受講料

❶売れるショップの徹底分析
❷売れるショップの方程式
❸売れる「おもてなし・セキュリティ対策」
❹自社の強みを活かした戦略作り
※セミナー前にお渡しする事前課題を行っていただきます。

長棟 隆 氏
［ITコーディネータ/公認システム監査人］

な が む ね たかし

●プロフィール
YKKAP（株）・パナソニック（株）で新商

品開発研究や生産管理のシステムの構築
に携わる。2000年システム会社を創業す
る。システム開発他、セミナー事業やオン
ラインショップ、HP制作のコンサルティン
グを展開、中小企業支援センター・商工会
議所・商工会等の情報処理専門家に登録。
セミナー講師・IT支援サポート実績多数。

開催日 10月26日水［7時間］
9：00～17：00

講師 柳沢 隆 氏
［やなぎさわ労務マネジメント 代表］

やなぎ さ わ たかし

●プロフィール
2007年中小企業診断士登録、2008

年社会保険労務士登録、2010年やな
ぎさわ労務マネジメントを設立。社会保
険労務士として労働・社会保険手続き、
給与計算、就業規則作成、助成金申請
等の顧問業務に従事しながら、中小企
業診断士として中小企業の経営支援も
手掛ける。顧問先へのアドバイスは、経
営全般から営業経験を活かした販路開
拓支援、人事・賃金制度の設計・運用な
ど、多岐に渡っている。また、雇用管理や
人事制度などのセミナー講師として、実
績を多数有している。

7 ～自社の労務管理をチェック！
コロナ禍での最新事情を学ぶ～

9月15日木・16日金［2日間］
各日9：30～16：30開催日

オンライン同時研修（選択制）

ねらい

講
座
内
容

❶人事・労務管理の基本と実務
●労務管理の基本と変遷について理解した上で、管理者が押さえておくべき労務管理の基礎知識を学びます。

❷労務トラブル発生の実例と対応Ⅰ（演習）
●労務管理上のトラブルの実例から企業の経営リスクを考えた際に、どのような対応が必要か演習を通じて学びます。（時間外労働/解雇/健康診断）

❸労務管理の最新トピックス
●労働関連法規の法律改正やコロナ禍での労務管理、人材採用の動向について学びます。

❹労務トラブル発生の実例と対応Ⅱ（演習）
●労務管理上のトラブルの実例から企業の経営リスクを考えた際に、どのような対応が必要か演習を通じて学びます。
 （多様な雇用形態/ハラスメント/メンタルヘルス不調/新型コロナウイルス対応）

❺自社の労務管理のチェック（演習）
●これまでに学んだ内容を踏まえて、自社の労務管理の確認と課題抽出、課題解決に向けての取り組みを考えます。

オンライン同時研修（選択制）8ムダ取り実践！！生産性を高める現場改善の進め方～５S編～
コースNo.

9月29日木・30日金［2日間］
各日9：30～16：30開催日

講師 高田 忠直 氏
［（株）ジェック経営コンサルタント 営業本部 取締役部長］

た か た た だ な お

●プロフィール
2000年に株式会社ジェック経営コン

サルタント（富山県）に入社し、製造業・運
送業・倉庫業・食品加工業・飲食業など、幅
広い業種で現場の声に即した「実践型」の
支援を展開。幅広い職種に対して５Sを活
用した企業体質の改善の支援に取り組み、
製造業では品質改善及び現場改善の推
進とそれらを通じた管理者の成長、運送
業では無事故・経費削減とドライバーの
意識改善、飲食業では接客改善と予約件
数増加等、多数の支援実績と成果を誇る。

）5Ｓ活動の推進リーダーの方、5Ｓの取り組み方を基本から
学びたい方、職場の整理・整頓をしたい管理部門の方（

）人事労務担当者、労務管理の基礎を理解したい方、
部下を持つ管理者の方（

）DXの取り組み方や事例について関心のある
方、自社におけるDX推進を検討したい方（ ）職場づくりに悩んでいる方、社員育成に悩ん

でいる方、部下の柔軟性を引きだしたい方（

労務管理講座（基本編）

1211


