
講演会・セミナーの
ご案内

2023年度

開催日 No セミナータイトル 講　師 開催場所

	 5月	18日（木） 2
中堅社員　能力強化研修
～	次世代のリーダーとして提案力や問題解決力の向上を
めざす～

株式会社キャラウィット

代表取締役　上岡　実弥子	氏
つくば市

	 5月	23日（火） 3
わかりやすく学ぶ！総務担当者の基礎実務
～総務の心構えや基本業務を身につける～

兼子・山下経営労務事務所

代表社員　山下　順子	氏
水戸市

	 6月	14日（水） 4 お客様の怒りを笑顔に変える！クレーム対応講座
一般社団法人日本クレーム対応協会

代表理事　谷　厚志	氏
水戸市

	 6月	16日（金） 5
【半日セミナー】
カードゲームで体験！SDGs基本セミナー
～	企業がSDGs／サステナビリティに取り組む意義とメリット～

株式会社グリーゼ　代表取締役社長	
「SDGs	de	地方創生」公認ファ
シリテーター　福田　多美子	氏

つくば市

	 6月	21日（水） 6 プレイングマネジャーの役割と仕事術
ビジネスディベロップサポート

代表　大軽　俊史	氏
水戸市

集合セミナー

開催日 No セミナータイトル 講　師

	 5月	12日（金）～

	 6月	 2日（金）
2 最終配信 　	笑えるぐらいどんどん人が育つ！	

部下の戦力化、推進講座

一般社団法人日本クレーム対応協会

代表理事　谷　厚志	氏

	 6月	 1日（木）～

	 6月	22日（木）
3 チームと自分の生産性を最大にする「仕事術」

時間管理アドバイザー　税理士

石川　和男	氏

	 6月	 8日（木）

13：30～ 16：30
4 LIVE 配信 　	ステップアップ・ビジネスマナー	

～接遇マナーの基本～
当社インストラクター

オンラインセミナー

◆最新のセミナー情報は、常陽産業研究所	研修事業部までお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください
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常陽産業研究所

オンラインセミナー
〔オンデマンド〕のご案内

期間内  セミナー動画  見放題！

PC・スマートフォンを使って、社内教育・社員育成のお手伝いをいたします

教育時間がなかなか取れない方、必見です

社員がぐんぐん育つ「動画教育」を、貴社でも取り入れませんか？

また、職場に「研修受講報告書」を提出することによって、社員の学習状況や、

今後受けたい研修内容がわかります

いつでも・どこでも閲覧可能

PC・スマートフォンで閲覧できるので、好きな時間に閲覧できます
在宅ワークの方は、自宅からも！

お忙しい方にも

動画の配信期間が約3週間あるので、
忙しい社員の方でも、単元毎に見ることができます

人気講師がわかりやすく教えます

個人ワークをはさみながら、理解度をチェックして進めていきます
（受講生からのセミナー内容に対する質問は、後日すみやかに回答します）

受講料もお得！

受講料は、集合セミナーは税込12,100円のところ、オンラインセミナーは
税込7,700円となります　※ただし、ご優待券・各種割引は使用できません

自分のペースで

集合研修とは違い、受講生それぞれのペースで
「知りたい」「学びたい」意欲を刺激してくれます

オンラインセミナー〔オンデマンド〕の特徴
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株式会社　常陽産業研究所　研修事業部
〒310-0011　茨城県水戸市三の丸1-5-18　TEL. 029-233-6732　FAX. 029-233-6724　ホームページ  http://www.jir-web.co.jp

お申込み・ご照会先

若手社員の育成は、企業の未来に欠かせないものです。仕事の基礎を固め、さらなる成長の土台をつくり、職場の戦力とし
て活躍するビジネスパーソンを目指します。
第１回では自己管理やモチベーションアップ、第２回ではビジネスマナーとチームワークの向上、第３回では説明力強化、

第４回では今後職場で活躍していくリーダーシップ育成と、全４回を通して学ぶことで、総合的に若手社員が成長できるコー
スになっています。

セミナーのねらい

若手育成コースのご案内【全4回】

【若手社員（概ね３～６年目）】

◇主催／株式会社　常陽産業研究所　　共催／株式会社　常陽銀行

2023年度 常陽産研セミナー

会　場 水戸市内

オリエンテーション   9：45～ 10：00
セミナー 10：00～ 16：30

時　間

セルフマネジメントで
パフォーマンスが劇的に向上する！
「自己管理力養成研修」

7/14
（金）

第1回

〇講師　北  宏志  氏
〇カリキュラム
・これからの時代に必要な自己管理力とは？
・理想と現実を「見える化」する現状分析
・生産性を高めるタイムマネジメントの方法
・セルフマネジメントの実際

ビジネスマナー＆
チームビルディング強化研修
～信頼され、仕事を任される組織のロールモデルになる～

8/3
（木）

第2回

〇講師　植田  絵美子  氏
〇カリキュラム
・基礎から学ぶビジネスマナー＆ブラッシュアップ
・組織で愛される人が実践していること
　～コミュニケーションの秘訣
・チームビルディングをやってみよう
・誰とでもうまくいく、対人関係力UPの学び

「成果を勝ち取る」説明力強化

9/14
（木）

第3回

〇講師　真殿  道生  氏
〇カリキュラム
・自己紹介で何を“説明”するか
・意思疎通に必要な3つのこと
・説明上手になるためのコツ
・情報整理技術の紹介と実践

若手社員のリーダーシップ向上セミナー
～会社を率いる未来のリーダーになるために～

10/24
（火）

第4回

〇講師　阿部  紀子  氏
〇カリキュラム
・基本的な指導法とリーダーシップ
・リーダーとしてのコミュニケーション能力
・後輩の自主性・やる気を伸ばす方法
・生産性の高い仕事力で職場の模範となる

全４回のご参加をおすすめします
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セ ミ ナ ー 受 講 申 込 書

申込のセミナー
に〇をつけて
ください

貴 社 名

ご連絡先
〒　　　 －

電話：　　　　（　　　　） ＦＡＸ：　　　（　　　　）
Eメール：　　　　　　　　　　　＠

連絡ご担当者
お取引銀行
支店名

お役職名
フリガナ

常陽銀行 支店

足利銀行 支店

受講者 名

【個人情報の取扱いについて】　※ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法等の関連諸法を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがって適切に保護
して取り扱います。また、セミナーの運営、事務手続きならびに今後のセミナーのご案内に使用させていただきます。

①  7/14 （金） 自己管理力養成研修

②  8/  3 （木） ビジネスマナー＆チームビルディング強化研修

③  9/14 （木） 「成果を勝ち取る」説明力強化

④10/24 （火） 若手社員のリーダーシップ向上セミナー

全4回参加

定  員 40名　※お申込み先着順　
定員に達し次第、募集を締切らせていただきます。最少催行人数は10名とさせていただきます。

受講料（テキスト代、昼食代、消費税込）

㈱ポールスターコミュニケーションズ代表取締役。経営者向け
ビジネスコーチ、企業研修・セミナー講師。年間130回以上の
講演、セミナーに登壇。私立中学・高校での6年間の教員を経
て2013年よりビジネスの世界へ。中国大陸で日本製ランドセ
ル販売を3年間で9.7倍に拡大させ黒字化した経験から、海外
進出のコーディネーターとしても活動している。

① 北  宏志 氏  （7/14）

㈱ウィルファースト代表取締役。全日本空輸㈱にて東京客室部
乗務員課に所属し、客室乗務員として勤務。チーフパーサー、
チームコーディネーター、新人教育コーディネーター、フライト
訓練インストラクターなどを担当。現在は、人材育成研修を手
掛けるとともに、式典司会やDVDナレーターとしても活躍中。

② 植田  絵美子氏  （8/3）

㈲ベイスマネジメント代表取締役。慶應義塾大学法学部政治学
科卒業後、武田薬品工業㈱入社。光工場包装管理課、本社業務
部企画室、名古屋事業場を歴任。主に関連会社の収益管理を担
当。その後、産業能率大学に入職し、プロジェクトマネージャー
として企業団体の研修企画・事業推進に従事。

③ 真殿  道生 氏  （9/14）
ハートリンク代表。銀行勤務の後、コンサルタント会社にて、秘
書業務、研修企画、マーケティングリサーチ等を経験後に独立。
企業・自治体・各種団体の従業員研修、企業内マニュアル・教
育ビデオの編集制作業務に携わる。要望に応じてカスタマイズ
した研修プログラムは大変好評でリピート率が高い。

④ 阿部  紀子 氏  （10/24）

年　　　月　　　日常陽産業研究所行　Fax：029－233－6724
◆上記「お申込みにあたって」および下記の「個人情報の取扱いについて」等を承諾のうえ申し込みます。

1． 受講ご希望の方は下記申込書にご記入のうえ、FAXでお送りいただくか、当社ホームページよりお申し込みください。開催日の約１週
間前までに「受講票」と「会場案内」をお送りいたします。お申込み後、開催１週間前に「受講票」が届かない場合は、当社までお問い合
わせください。

2． 受講料は、セミナー開催月の翌月16日（銀行休業日の場合はその翌日）に指定口座（年会費引落口座）より引き落としいたします。あし
ぎん総合研究所会員の方・一般の方は、請求書を送付いたしますのでお振込みください。

3．  原則キャンセル不可  、やむを得ず欠席される場合は代理の方のご参加をお願いいたします。2営業日前（土・日・祝日を除く）の16
時以降の欠席のご連絡、ならびに当日欠席の場合は、受講料の全額を頂戴しますので、予めご了承ください。

4． FAXによるお申込みの受付完了の連絡は、省略させていただいております。
5． 最新の情報については、常陽産業研究所のホームページをご覧ください。

お申込みにあたって（必ずお読みください）

講師プロフィール

会員料金 一般料金 支払方法（会員）

全4回参加　　

1回～3回の参加（組合せ自由）

38,500円

12,100円／1回

115,500円

36,300円／1回

2023年 8月16日に引落し

翌月16日に引落し

割引

＊同一者での全4回のご参加の場合、割引きいたします　　　＊各種割引き・ご優待券は使用できません
＊キャンセルは原則不可、やむを得ず欠席される場合は代理の方のご参加をお願いいたします
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カリキュラム
 1．中堅社員の役割

1）昔の組織／これからの組織

スピーディな情報共有が必要、トップダウンでは

動かない

2）中堅社員の役割

「上」「下」「左」「右」の情報交換、自ら発言

する

3）中堅社員セルフチェック

2．先輩としての言動

1）後輩の面倒を見る

・先輩から声をかける「ラポール」

・オープンクエスチョンを活用する

2）現場でのリーダーシップ

・発言する＆提案する

・上司に受け入れられる提案方法

3．ティーチングの方法

1）教える方法

・「自分目線」ではなく「後輩目線」で

・OJTのステップ

・わかりやすい教え方

・マニュアル・ルールの活用法

2）ティーチングとコーチング

・教える　→　やらせる　→コーチング

4．後輩をフォローする

1）ヘルプではなくフォロー

・できるだけ「現場体験」を積ませる方法

・フォローのタイミング

2）トラブルやクレームをサポートする方法

中堅社員は、後輩にとっては「よき先輩」、上司にとっては「チームの
リーダー格」です。プレイヤーであることに加え、トレーナーやメンター
（面倒を見る人）としての役割も担います。また、業務をより良くするた
めに、すすんで改善に取り組むことが期待されています。本セミナーで
は、中堅社員のリーダーシップの発揮、および、提案力・問題解決力の向
上を目指し、「中堅社員の役割」や「先輩としてのあるべき姿」について学
びます。

セミナーのねらい

中堅社員  能力強化研修

5/18
（木）

セミナーNo.2

【中堅社員（入社数年～10数年、チーフ、リーダー）】

◇主催／株式会社　常陽産業研究所　　共催／株式会社　常陽銀行

2023年度 常陽産研セミナー

講　師 上岡　実弥子（かみおか　みやこ）氏
株式会社キャラウィット　代表取締役　中小企業診断士

会　場 常陽つくばビル（つくば市吾妻1-14-2）

2023年5月18日（木）10：00～ 16：30日　時

～次世代のリーダーとして提案力や問題解決力の向上をめざす～

こちらから
Webサイトに
アクセスできます
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セ ミ ナ ー 受 講 申 込 書

セミナー名 No.2　 中堅社員　能力強化研修

貴 社 名

ご 連 絡 先

〒　　　　－

電話：　　　　（　　　）　　　　　　　　　　ＦＡＸ：　　　（　　　）
Eメール：　　　　　　　　　　　＠

連絡
ご担当者

お取引銀行
支店名

お役職名

お役職名

フリガナ

フリガナ

常陽銀行　　　　　　　　支店

足利銀行　　　　　　　　支店

お役職名
フリガナ

フルネーム・
楷書にて

ご記入ください

受講者名

【個人情報の取扱いについて】　※ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法等の関連諸法を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがって適切に保護
して取り扱います。また、セミナーの運営、事務手続きならびに今後のセミナーのご案内に使用させていただきます。

つくば  5/18（木）

会 場 案 内 図

定  員 40名　※お申込み先着順

株式会社　常陽産業研究所　研修事業部
〒310-0011　茨城県水戸市三の丸1-5-18
TEL. 029-233-6732　FAX. 029-233-6724
ホームページ  http://www.jir-web.co.jp

定員に達し次第、募集を締切らせていただきます。
最少催行人数は10名とさせていただきます。

常陽産業研究所・あしぎん総合研究所会員 １名さまにつき 12,100円
一般のお客さま １名さまにつき 36,300円
　※各種割引あり（詳細はお問合せください）

受講料（テキスト代、昼食代、消費税込）

お申込み・ご照会先

講師 株式会社　キャラウィット　代表取締役　中小企業診断士　　上岡  実弥子 氏

長野県伊那市生まれ。学習院大学卒業後、雪印ドール㈱マーケティング部、 ㈱日経スタッフ派遣社員等を経て、中
小企業診断士取得。現在、株式会社キャラウィット代表取締役。幅広いクライアントに、顧客満足コンサルティン
グ、人材育成、経営戦略立案支援を行う。中小企業大学校講師。著書に「女性のための経営がわかる本」「社内コーチ
ング導入マニュアル」「ジミベン！」等多数。
女性の視点を活かした支援は「楽しくわかりやすい」と好評、全国からの講演・支援依頼に精力的に応じている。
モットーは「一緒に、楽しく、仕事を向上、成功させよう」。

年　　　月　　　日常陽産業研究所行　Fax：029－233－6724
◆上記「お申込みにあたって」および下記の「個人情報の取扱いについて」等を承諾のうえ申し込みます。

1． 受講ご希望の方は下記申込書にご記入のうえ、FAXでお送りいただくか、当社ホームページよりお申し込みください。開催日の約１週
間前までに「受講票」と「会場案内」をお送りいたします。お申込み後、開催１週間前に「受講票」が届かない場合は、当社までお問い合
わせください。

2． 受講料は、セミナー開催月の翌月16日（銀行休業日の場合はその翌日）に指定口座（年会費引落口座）より引き落としいたします。あし
ぎん総合研究所会員の方・一般の方は受講票と共に「請求書」をお送りいたしますので、請求書に記載の期日までにお振り込みください。

3．  キャンセルはセミナー開催2営業日前(土・日・祝日を除く)の16時まで  にご連絡ください。それ以降のキャンセルならびに当日欠
席の場合は、受講料の全額を頂戴しますので、予めご了承ください。

4． FAXによるお申込みの受付完了の連絡は、省略させていただいております。
5． 最新の情報については、常陽産業研究所のホームページをご覧ください。

お申込みにあたって（必ずお読みください）

大角豆

宇宙開発事業団
筑波宇宙センター

桜土浦IC
並木1

並木1丁目

洞峰
公園

南大通東
至つくば山

クレオ

バス
ターミナル

郵便局

三井ビル

学園西大通り

つくば
中央署

学園東大通り

至常磐線
ひたち野
うしく駅

至常磐線
荒川沖駅 常陽つくばビル

Ｔ
Ｘ
線
つ
く
ば
駅

産業技術総合
研究所つくば
センター

物資・材料
研究機構

国
道
6
号
線

国
道
3
5
4
号
線

至
水
海
道

至
土
浦

常
磐
自
動
車
道
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カリキュラム
1．総務の機能と位置づけ

（1）総務のイメージはどのように受け止められているか

　　・総務の仕事に対する受け止められ方

　　・組織における総務の位置付け

（2）総務は何を期待されているのか

　　・企業の顔としての総務

　　・社内のまとめ役としての総務

　　・社員の心を満たしてくれる相談窓口としての総務

　　・経営総務としての期待

2．これからの総務担当者に求められる能力とは

（1）総務担当者に必要とされる条件とは

（2）総務担当者の心構えと自己啓発

3．総務部門の仕事とチェックポイント

（1）経営活動を補佐する業務

　　・経営理念の効果と周知・徹底

　　・経営計画作成のサポートとチェック

（2）受付・渉外業務

　　・総務が行う受付業務の基本

　　・渉外・広報の心構え

（3）管理に関する業務

　　・文書管理　　・会議の管理

（4）行事に関する業務

　　・行事運営の基本　　・年間行事予定表の作成

（5）資産に関する業務

　　・消耗品、備品の管理

　　・執務環境整備

　　・ファシリティマネジメントという考え方

（6）管理部門のスリム化を考える

（7）リスクマネジメントに関する業務

　　・リスクの認識と平常時の活動

　　・自然災害への備えとBCPの準備

　　・感染症パンデミックへの対応

（8）コンプライアンス経営に関する業務

　　・コンプライアンス経営とは

　　・総務が知っておくべき法律知識と活かし方

経営環境が変化し続ける現代において、総務担当者には会社と社員、社
内と社外をつなぐ「パイプ役」として、また組織をスムーズに運営する
「まとめ役」としての役割が期待されています。そのためには、常に一歩
先を行く視点で物事をとらえ、社員一人ひとりのパフォーマンスが最高の
成果を生むようにサポートしたり、情報発信していく必要があります。
本セミナーでは、総務担当者の心構えや多岐にわたる業務を効率的に

こなす取り組み方、コンプライアンスに関する知識などを、ＱアンドＡ等
のミニワークを行いながらわかりやすく解説していきます。

セミナーのねらい

わかりやすく学ぶ！総務担当者の基礎実務
～総務の心構えや基本業務を身につける～

5/23
（火）

セミナーNo.3

【総務】総務担当者、総務の仕事の基本を再確認したい方

◇主催／株式会社　常陽産業研究所　　共催／株式会社　常陽銀行

2023年度 常陽産研セミナー

講　師 山下　順子（やました　じゅんこ）氏
兼子・山下経営労務事務所　代表社員　社会保険労務士

会　場 茨城県開発公社ビル（水戸市笠原町978-25）

2023年5月23日（火）10：00～ 16：30日　時

こちらから
Webサイトに
アクセスできます
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セ ミ ナ ー 受 講 申 込 書

セミナー名 No.3　 総務担当者の基礎実務

貴 社 名

ご 連 絡 先

〒　　　　－

電話：　　　　（　　　）　　　　　　　　　　ＦＡＸ：　　　（　　　）
Eメール：　　　　　　　　　　　＠

連絡
ご担当者

お取引銀行
支店名

お役職名

お役職名

フリガナ

フリガナ

常陽銀行　　　　　　　　支店

足利銀行　　　　　　　　支店

お役職名
フリガナ

フルネーム・
楷書にて

ご記入ください

受講者名

【個人情報の取扱いについて】　※ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法等の関連諸法を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがって適切に保護
して取り扱います。また、セミナーの運営、事務手続きならびに今後のセミナーのご案内に使用させていただきます。

水戸  5/23（火）

会 場 案 内 図

定  員 40名　※お申込み先着順

株式会社　常陽産業研究所　研修事業部
〒310-0011　茨城県水戸市三の丸1-5-18
TEL. 029-233-6732　FAX. 029-233-6724
ホームページ  http://www.jir-web.co.jp

定員に達し次第、募集を締切らせていただきます。
最少催行人数は10名とさせていただきます。

常陽産業研究所・あしぎん総合研究所会員 １名さまにつき 12,100円
一般のお客さま １名さまにつき 36,300円
　※各種割引あり（詳細はお問合せください）

受講料（テキスト代、昼食代、消費税込）

お申込み・ご照会先

講師 兼子・山下経営労務事務所　代表社員　社会保険労務士　　山下  順子 氏

大学卒業後、大手生命保険会社勤務を経て平成10年小嶋経営労務事務所入所。平成19年4月に、社会保険労務

士法人兼子・山下経営労務事務所を設立。企業の社会保険手続き、給与計算、労務相談の他、商工会議所、法人会、

銀行系教育機関での講演活動や執筆活動を行っている。

年　　　月　　　日常陽産業研究所行　Fax：029－233－6724
◆上記「お申込みにあたって」および下記の「個人情報の取扱いについて」等を承諾のうえ申し込みます。

1． 受講ご希望の方は下記申込書にご記入のうえ、FAXでお送りいただくか、当社ホームページよりお申し込みください。開催日の約１週
間前までに「受講票」と「会場案内」をお送りいたします。お申込み後、開催１週間前に「受講票」が届かない場合は、当社までお問い合
わせください。

2． 受講料は、セミナー開催月の翌月16日（銀行休業日の場合はその翌日）に指定口座（年会費引落口座）より引き落としいたします。あし
ぎん総合研究所会員の方・一般の方は受講票と共に「請求書」をお送りいたしますので、請求書に記載の期日までにお振り込みください。

3．  キャンセルはセミナー開催2営業日前(土・日・祝日を除く)の16時まで  にご連絡ください。それ以降のキャンセルならびに当日欠
席の場合は、受講料の全額を頂戴しますので、予めご了承ください。

4． FAXによるお申込みの受付完了の連絡は、省略させていただいております。
5． 最新の情報については、常陽産業研究所のホームページをご覧ください。

お申込みにあたって（必ずお読みください）

県庁舎

県庁南大通り線

至国道6号線至国道6号線

至
日
立

J
R
水
郡
線

至笠間

水戸I.C JR常磐線
赤塚駅

サントル千波 県総合福祉会館

米
沢
町

至
石
岡

国
道
6
号
線

常
磐
自
動
車
道

桜川
水戸駅

開発公社ビル

国道50号バイパス

国道50号線
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カリキュラム
■オープニング
講師自己紹介　セミナーのゴール

1．クレーム対応の心構えを学ぶ【講義とワーク】
・クレームへの恐怖心を取り除く唯一の方法
・クレームが上手くできない対応者の口癖

2．クレーム対応5つのステップを習得する
【講義とワーク】
・初期対応で失敗しないためのポイント
・クレーム対応の主導権の握り方
・クレーム対応は、お詫びと共感で80％終了する
・クレーム客をファンに変える魔法の言葉

3．現場で役立つ！クレーム対応フレーズを知る
【講義とワーク】
・クレーム対応の2大NGワードとは…
・反論する場合の効果的な言葉
・お客様の思い込み・勘違いのクレームの切り返し方

4．クレーム対応の事例研究①
【講義とワーク】
・ハードクレームの留意点
・お客様の要望に添えられない場合の対応法

5．クレーム対応の事例研究②【ワーク】
・無理難題は要求に対しての解決策の出し方
・ゴネるお客様への切り返し話法

6．クレーム対応は組織で対応する【講義】
・悪質クレームの見極めとその対処法
・カスハラ（迷惑行為）対策について必要なこと
・クレーム対応のマニュアルの作り方

7．本日の振り返り
・本日のまとめと質疑応答

「不満・不便・不安」…。そんな「不」の感情を伝えてくれたお客様こそ、
対話を心掛ける！
「部下が初期対応を失敗し、お客様をさらに怒らせている…」「この対応
で本当に良かったのだろうかといつも悩んでいる」そんな状況を脱する
ために、クレーム客をファンに変える方法をお伝えします。
本セミナーでは、クレーム対応の誤解を解き、対応に必要な心構え、具

体的にどんな言葉を使用するのか、事例を交えながら楽しく、分かりやす
く解説します。関西出身の講師の明るくパワフルな講演は、「お笑い風ク
レームセミナー」と大変好評です。皆さまもぜひ、怒りを笑顔に変え、ク
レーム客をお得意様に変える対応術を身につけてください！

セミナーのねらい

お客様の怒りを笑顔に変える！
クレーム対応講座
クレーム対応を苦手から得意に！

6/14
（水）

セミナーNo.4

クレーム対応のためのノウハウを身につけたい方

◇主催／株式会社　常陽産業研究所　　共催／株式会社　常陽銀行

2023年度 常陽産研セミナー

講　師 谷　厚志（たに　あつし）氏
一般社団法人日本クレーム対応協会　代表理事

会　場 茨城県開発公社ビル（水戸市笠原町978-25）

2023年6月14日（水）10：00～ 16：30日　時

こちらから
Webサイトに
アクセスできます
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セ ミ ナ ー 受 講 申 込 書

セミナー名 No.4　お客様の怒りを笑顔に変える！クレーム対応講座

貴 社 名

ご連絡先

〒　　　　－

電話：　　　　（　　　）　　　　　　　　　　ＦＡＸ：　　　（　　　）
Eメール：　　　　　　　　　　　＠

連絡
ご担当者

お取引銀行
支店名

お役職名

お役職名

フリガナ

フリガナ

常陽銀行　　　　　　　　支店

足利銀行　　　　　　　　支店

お役職名
フリガナ

フルネーム・
楷書にて

ご記入ください

受講者名

【個人情報の取扱いについて】　※ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法等の関連諸法を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがって適切に保護
して取り扱います。また、セミナーの運営、事務手続きならびに今後のセミナーのご案内に使用させていただきます。

水戸  6/14（水）

会 場 案 内 図

定  員 40名　※お申込み先着順

株式会社　常陽産業研究所　研修事業部
〒310-0011　茨城県水戸市三の丸1-5-18
TEL. 029-233-6732　FAX. 029-233-6724
ホームページ  http://www.jir-web.co.jp

定員に達し次第、募集を締切らせていただきます。
最少催行人数は10名とさせていただきます。

常陽産業研究所・あしぎん総合研究所会員 １名さまにつき 12,100円
一般のお客さま １名さまにつき 36,300円
　※各種割引あり（詳細はお問合せください）

受講料（テキスト代、昼食代、消費税込）

お申込み・ご照会先

講師 一般社団法人日本クレーム対応協会　代表理事　　谷　厚志 氏

学生時代は、関西を拠点にタレントとして活動。売れない時期を経験し芸能界を引退する。サラリーマンに転身

し、リクルートグループ社のお客様相談室に配属。2,000件以上のクレームに接し、「クレーム客をファンに変える

対話術」を確立。現在は、クレームで困っている企業のために全国でコンサルティング活動を実施。圧倒的な経験

知と人を元気にするトークがクチコミで拡がり、年間200本の講演に登壇する。 

著書：「超一流のクレーム対応」日本実業出版社　他

年　　　月　　　日常陽産業研究所行　Fax：029－233－6724
◆上記「お申込みにあたって」および下記の「個人情報の取扱いについて」等を承諾のうえ申し込みます。

1． 受講ご希望の方は下記申込書にご記入のうえ、FAXでお送りいただくか、当社ホームページよりお申し込みください。開催日の約１週
間前までに「受講票」と「会場案内」をお送りいたします。お申込み後、開催１週間前に「受講票」が届かない場合は、当社までお問い合
わせください。

2． 受講料は、セミナー開催月の翌月16日（銀行休業日の場合はその翌日）に指定口座（年会費引落口座）より引き落としいたします。あし
ぎん総合研究所会員の方・一般の方は受講票と共に「請求書」をお送りいたしますので、請求書に記載の期日までにお振り込みください。

3．  キャンセルはセミナー開催2営業日前(土・日・祝日を除く)の16時まで  にご連絡ください。それ以降のキャンセルならびに当日欠
席の場合は、受講料の全額を頂戴しますので、予めご了承ください。

4． FAXによるお申込みの受付完了の連絡は、省略させていただいております。
5． 最新の情報については、常陽産業研究所のホームページをご覧ください。

お申込みにあたって（必ずお読みください）

県庁舎

県庁南大通り線

至国道6号線至国道6号線

至
日
立

J
R
水
郡
線

至笠間

水戸I.C JR常磐線
赤塚駅

サントル千波 県総合福祉会館

米
沢
町

至
石
岡

国
道
6
号
線

常
磐
自
動
車
道

桜川
水戸駅

開発公社ビル

国道50号バイパス

国道50号線
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カリキュラム

SDGsという言葉が世間一般に認知され、私たち一人一人ができるこ
とについて考えて行動を起こす、という動きが徐々に見え始めてきまし
た。しかし企業という立場からSDGsへの取り組みを考えた時、自社の
業種とSDGsで一体何ができるのか、またどのようにアプローチをして
いけばよいのかわからない、という声も多く聞かれます。
本セミナーでは、企業という立場からSDGsを考え、企業がSDGsに取

り組む理由とそのメリットを理解していただくと共に、SDGsに向けて1
歩を踏み出します。
＊SDGｓのカードゲームを通して体感的に学びます＊

セミナーのねらい

カードゲームで体験！SDGs基本セミナー
～企業がSDGs／サステナビリティに取り組む意義とメリット～

6/16
（金）

セミナーNo.5

【半日セミナー】

◇主催／株式会社　常陽産業研究所　　共催／株式会社　常陽銀行

2023年度 常陽産研セミナー

講　師 福田　多美子（ふくだ　たみこ）氏
株式会社グリーゼ　代表取締役社長　
「SDGs de 地方創生」公認ファシリテーター

会　場 つくば研究支援センター（つくば市千現2-1-6）

2023年6月16日（金）13：30～ 16：30日　時

SDGsの企業活動を理解し、一歩踏み出そう

こちらから
Webサイトに
アクセスできます

～SDGsカードゲーム～

S D G s カードゲーム
（SDGs de 地方創生）は、
「参加者全員でひとつの
町を活性化する」シミュ
レーションゲームです。
ゲーム感覚で楽しみなが
ら、SDGsに対する理解、
興味を高めることができます。

1．SDGsカードゲーム（SDGs de 地方創生）

2．SDGsを取り巻く背景と、SDGs基礎知識

3．企業がSDGsに取り組む5つのメリット

4．業界のSDGs取組み事例

5．ワークショップ～各社のSDGsを考える～

11



セ ミ ナ ー 受 講 申 込 書

セミナー名 No.5　SDGs基本セミナー

貴 社 名

ご 連 絡 先

〒　　　　－

電話：　　　　（　　　）　　　　　　　　　　ＦＡＸ：　　　（　　　）
Eメール：　　　　　　　　　　　＠

連絡
ご担当者

お取引銀行
支店名

お役職名

お役職名

フリガナ

フリガナ

常陽銀行　　　　　　　　支店

足利銀行　　　　　　　　支店

お役職名
フリガナ

フルネーム・
楷書にて

ご記入ください

受講者名

【個人情報の取扱いについて】　※ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法等の関連諸法を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがって適切に保護
して取り扱います。また、セミナーの運営、事務手続きならびに今後のセミナーのご案内に使用させていただきます。

つくば  6/16（金）

会 場 案 内 図

定  員 40名　※お申込み先着順

株式会社　常陽産業研究所　研修事業部
〒310-0011　茨城県水戸市三の丸1-5-18
TEL. 029-233-6732　FAX. 029-233-6724
ホームページ  http://www.jir-web.co.jp

定員に達し次第、募集を締切らせていただきます。
最少催行人数は10名とさせていただきます。

常陽産業研究所・あしぎん総合研究所会員 １名さまにつき 7,700円
一般のお客さま １名さまにつき 23,100円
　※各種割引あり（詳細はお問合せください）

受講料（テキスト代、昼食代、消費税込）

お申込み・ご照会先

講師 株式会社グリーゼ　代表取締役社長　　福田  多美子 氏
株式会社富士通ターミナルシステムズ（現、株式会社富士通フロンテックシステムズ）にて、金融／流通ターミナル系ソフト
ウェアの取扱説明書の開発・執筆に従事。フリーライターを経て、2004年に株式会社グリーゼに入社。取締役としてWebマー
ケティングに関するコンサルティング、コンテンツ制作、研修等を行う。「世界一やさしい Webライティングの教科書 1年生」な
ど著書5冊がある。現在は、SDGsに関するコンサルタントとして活動。企業向けのSDGs導入支援コンサルティング、コンテン
ツ制作、社員研修などを行っている。SDGsカードゲームを取り入れたワークショップは、SDGs研修としても、チームビルディ
ング研修としても人気。SDGs／サステナビリティに関する資格・認定も豊富。
・SDGsビジネスコンサルタント　（一般社団法人SDGs支援機構） ・「SDGs de 地方創生」公認ファシリテーター
・「SDGsアウトサイドイン」公認ファシリテーター ・「SDGs学習ゲームGet The Point」公認ファシリテーター

年　　　月　　　日常陽産業研究所行　Fax：029－233－6724
◆上記「お申込みにあたって」および下記の「個人情報の取扱いについて」等を承諾のうえ申し込みます。

1． 受講ご希望の方は下記申込書にご記入のうえ、FAXでお送りいただくか、当社ホームページよりお申し込みください。開催日の約１週
間前までに「受講票」と「会場案内」をお送りいたします。お申込み後、開催１週間前に「受講票」が届かない場合は、当社までお問い合
わせください。

2． 受講料は、セミナー開催月の翌月16日（銀行休業日の場合はその翌日）に指定口座（年会費引落口座）より引き落としいたします。あし
ぎん総合研究所会員の方・一般の方は受講票と共に「請求書」をお送りいたしますので、請求書に記載の期日までにお振り込みください。

3．  キャンセルはセミナー開催2営業日前(土・日・祝日を除く)の16時まで  にご連絡ください。それ以降のキャンセルならびに当日欠
席の場合は、受講料の全額を頂戴しますので、予めご了承ください。

4． FAXによるお申込みの受付完了の連絡は、省略させていただいております。
5． 最新の情報については、常陽産業研究所のホームページをご覧ください。

お申込みにあたって（必ずお読みください）

大角豆

宇宙開発事業団
筑波宇宙センター

桜土浦IC
並木1

並木1丁目

洞峰
公園

南大通東
至つくば山

至つくば山

クレオ

バス
ターミナル

郵便局

三井ビル

学園西大通り

つくば
中央署

学園東大通り

至常磐線
ひたち野
うしく駅

至常磐線
荒川沖駅

Ｔ
Ｘ
線
つ
く
ば
駅

産業技術総合
研究所つくば
センター

物資・材料
研究機構

国
道
6
号
線

国
道
3
5
4
号
線

至
水
海
道

至
土
浦

常
磐
自
動
車
道

つくば研究
支援センター
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カリキュラム
1．経営の好循環サイクルの確立こそが経営の目的

　（1）経営の究極の目的とは、CSとESの両軸追求

　（2）管理職も経営の目的を実現するための中核人材

2．ミドルマネジメント層の厳しい現実とは？

　（1）現状に疲弊していませんか？

　（2）こんな時代だからこそ大切なこと

3．プレイヤーのプロとマネジメントのプロは異なる！

　（1）「その道のプロ」は多数存在

　（2）「マネジメントのプロ」とは？

4．業績を上げている管理職の5つの役割

　（1）管理職のミッションとは？

　（2）本セッションを解説する前の4つの投げかけ

　（3）ケース考察：ある企業の営業課長の行動

　（4）マネジメントとは？

5．忙しい管理職でも時間を生み出す「時間管理力」

　（1）重要度の高い課長の仕事とは？

　（2）自身の業務を振り返ってみる！プレイヤー業務に傾注

し過ぎていませんか？

6．管理職に求められる能力開発テーマとは？

7．「メンタリング」と「OJT」の両立が育成のツボ

　（1）4つのプロローグと自己体験談からの考察

　（2）モチベーション理論からの考察

　（3）愛情と厳しさの両方が求められる！

　（4）部下育成の全体像

8．部下による組織・上司への安心感を高める「メンタリング」

の効力とツボ

　（1）メンタリングの本質

　（2）メンタリングの象徴的コミュニケーション

　（3）メンタリングの重要性を裏付ける調査結果

9．部下の業務遂行力を高めるための「OJT」のツボ

　（1）OJT実践のポイント

　（2）部下が自ら行動する人材育成2つのポイント

　　　①ティーチングアプローチ

　　　②コーチングアプローチ

10．本日のセミナーの総まとめ

　　～管理職として大成される人と伸び悩む人の相違点とは？～

管理職には、プレイヤーとして自ら業績を上げつつ、マネジャーとして部下のモ
チベーションを引き上げ、チーム全体の成績を向上させることが求められます。
本セミナーでは、現代のマネジメント環境を踏まえ、チームの業績を上げる

ために必要な５つの役割、多様な部下を育成するためのコツについて、講義と
ワークを通じて学びます。具体的な実例と理論を調和させた講義は、笑いあり、
感動ありで、とても好評です。

セミナーのねらい

プレイングマネジャーの
役割と仕事術

プレイヤーとマネジャーを両立し、自らの業績もチーム全体の成績も向上！

6/21
（水）

セミナーNo.6

【階層別研修】管理・監督職、同候補者

◇主催／株式会社　常陽産業研究所　　共催／株式会社　常陽銀行

2023年度 常陽産研セミナー

講　師 大軽　俊史（おおかる　としちか）氏
ビジネスディベロップサポート　代表
パッションクリエイター

会　場 茨城県開発公社ビル（水戸市笠原町978-25）

2023年6月21日（水）10：00～ 16：30日　時

こちらから
Webサイトに
アクセスできます
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セ ミ ナ ー 受 講 申 込 書

セミナー名 No.6　プレイングマネジャーの役割と仕事術

貴 社 名

ご連絡先

〒　　　　－

電話：　　　　（　　　）　　　　　　　　　　ＦＡＸ：　　　（　　　）
Eメール：　　　　　　　　　　　＠

連絡
ご担当者

お取引銀行
支店名

お役職名

お役職名

フリガナ

フリガナ

常陽銀行　　　　　　　　支店

足利銀行　　　　　　　　支店

お役職名
フリガナ

フルネーム・
楷書にて

ご記入ください

受講者名

【個人情報の取扱いについて】　※ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法等の関連諸法を遵守し、個人情報保護ガイドラインにしたがって適切に保護
して取り扱います。また、セミナーの運営、事務手続きならびに今後のセミナーのご案内に使用させていただきます。

水戸  6/21（水）

会 場 案 内 図

定  員 40名　※お申込み先着順

株式会社　常陽産業研究所　研修事業部
〒310-0011　茨城県水戸市三の丸1-5-18
TEL. 029-233-6732　FAX. 029-233-6724
ホームページ  http://www.jir-web.co.jp

定員に達し次第、募集を締切らせていただきます。
最少催行人数は10名とさせていただきます。

常陽産業研究所・あしぎん総合研究所会員 １名さまにつき 12,100円
一般のお客さま １名さまにつき 36,300円
　※各種割引あり（詳細はお問合せください）

受講料（テキスト代、昼食代、消費税込）

お申込み・ご照会先

講師 ビジネスディベロップサポート　代表　パッションクリエイター　　大軽　俊史 氏

同志社大学商学部卒。マーケティング企画会社での営業・企画を経て、某シンクタンクにて経営コンサルティング
活動に従事し、独立。コンサルタント歴は20年以上、セミナー・研修日数は2500日を超える。事業戦略からマー
ケティング/組織/人事戦略という、経営戦略の一連のプロセスをワンストップで構築支援する数少ないコンサルタ
ント。笑顔・情熱・理論で社員のやる気に火をつけるパッションクリエイターとして、クライアントより絶大な信
頼を得ている、近年では、オンライン対応を含め、年間200日以上のセミナー・研修講師を担当する。受講者を飽
きさせない大軽メソッドで多くのファンを持つ。

年　　　月　　　日常陽産業研究所行　Fax：029－233－6724
◆上記「お申込みにあたって」および下記の「個人情報の取扱いについて」等を承諾のうえ申し込みます。

1． 受講ご希望の方は下記申込書にご記入のうえ、FAXでお送りいただくか、当社ホームページよりお申し込みください。開催日の約１週
間前までに「受講票」と「会場案内」をお送りいたします。お申込み後、開催１週間前に「受講票」が届かない場合は、当社までお問い合
わせください。

2． 受講料は、セミナー開催月の翌月16日（銀行休業日の場合はその翌日）に指定口座（年会費引落口座）より引き落としいたします。あし
ぎん総合研究所会員の方・一般の方は受講票と共に「請求書」をお送りいたしますので、請求書に記載の期日までにお振り込みください。

3．  キャンセルはセミナー開催2営業日前(土・日・祝日を除く)の16時まで  にご連絡ください。それ以降のキャンセルならびに当日欠
席の場合は、受講料の全額を頂戴しますので、予めご了承ください。

4． FAXによるお申込みの受付完了の連絡は、省略させていただいております。
5． 最新の情報については、常陽産業研究所のホームページをご覧ください。

お申込みにあたって（必ずお読みください）

県庁舎

県庁南大通り線

至国道6号線至国道6号線

至
日
立

J
R
水
郡
線

至笠間

水戸I.C JR常磐線
赤塚駅

サントル千波 県総合福祉会館

米
沢
町

至
石
岡

国
道
6
号
線

常
磐
自
動
車
道

桜川
水戸駅

開発公社ビル

国道50号バイパス

国道50号線
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2023年5月12日（金）　9：00
 ～ 6月  2日（金）16：00

配信期間

会　場 勤務先・自宅など
インターネット環境のある場所

※配信期間中は何度でも
閲覧することができます

講　師 谷　厚志（たに　あつし）氏

一般社団法人日本クレーム対応協会
代表理事

カリキュラム　（全体約1時間30分）

部下や後輩が思ったように育たず、「どのように指導した
らよいか・関わったらよいかわからない」という悩みは尽
きません。
このセミナーでは、部下が笑顔になり、どんどん実力を
つける、部下育成のための心構え・対話術について、詳し
くお伝えします。「部下の仕事ができない」から一生使える、
「部下を育成する技術」を手に入れれば、あなた自身も成長
でき、毎日笑いながら仕事ができるようになります！

セミナーのねらい

管理職の方、
部下・後輩指導に活かしたい方

オンラインセミナーオンラインセミナー

◇主催／株式会社　常陽産業研究所　　共催／株式会社　常陽銀行

2023年度 常陽産研セミナー

1．理想の上司の条件、第１位は…？

2．部下を成長させるとあなたも成長できる！

3．部下によって心に灯のつく言葉は違う

4．悪い報告を受けた時に伝えるべき魔法の
言葉とは…

5．自分が変われば、部下も変わる！

～セミナーの効果～

1 部下とのコミュニケーションの
苦手意識を取り除く！

2 部下が大きな戦力になる4つの
ステップを習得する！

3 言う事をきかない部下を笑顔に
する方法を学ぶ

ご好評につき、再配信いたします
（※内容は前回と同じものです）

こちらからWebサイトに
アクセスできます

セミナーNo.2

笑えるぐらい
どんどん人が育つ！
部下の戦力化、推進講座

部下を育て、自らも成長する！

最終配信
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学生時代は、関西を拠点にタレントとして活動。売れない時期を経験し芸能界を引退する。サラリーマンに転身

し、リクルートグループ社のお客様相談室に配属。2,000件以上のクレームに接し、「クレーム客をファンに変える

対話術」を確立。現在は、クレームで困っている企業のために全国でコンサルティング活動を実施。圧倒的な経験

知と人を元気にするトークがクチコミで拡がり、年間200本の講演に登壇する。 

著書：「超一流のクレーム対応」日本実業出版社　他

講師 一般社団法人日本クレーム対応協会　代表理事　　谷　厚志 氏

受講料（テキスト代・消費税込）

1. 常陽産業研究所ホームページのセミナー申込フォームより申込みます。

2. セミナー動画配信開始日の前日までに、電子メールにて①セミナー動画閲覧のご案内、②動画ＵＲＬ、③ＩＤ・
パスワード、④テキストが届きます。

3. 配信期間中に専用URLにアクセスし、セミナー動画を閲覧します。
期間中は何度も閲覧ができます。

4. 配信期間が終了すると、動画は閲覧できなくなります。

5. 常陽産業研究所会員の方の受講料は、配信終了月の翌月16日に、指定口座より引き落しされます。
あしぎん総合研究所会員・一般の方は、請求書をお送りしますので、お振り込みください。

セミナー受講の流れ

【OS・ブラウザ】
＜PCの場合＞
・Windows® 10 Microsoft Edge®（最新版）、FireFox（最新版）、Google Chrome™（最新版）
・Windows® 11 Microsoft Edge®（最新版）、FireFox（最新版）、Google Chrome™（最新版）
・MacOS X 10.11以降 Safari

＜モバイルの場合＞
・iOS 11.2以降 Safari
・Android™ OS 5.0以降 Google Chrome™（最新版）

【回線】
　光回線などの高速回線（推奨：2Mbps以上、必須：500kbps以上）
※モバイルの場合、映像の視聴には多くのデータ通信が発生することから、Wi-Fiでの通信を推奨しています。
また、各携帯事業者が提供するプランによるデータ通信量の制限等に十分ご注意ください。

インターネット推奨環境

常陽産業研究所・あしぎん総合研究所会員	：１名さまにつき		7,700円
　　　　　　　　　　　　一般のお客さま	：１名さまにつき15,400円
	 　　※ご優待券・各種割引は使用できません

お 問 合 せ
株式会社 常陽産業研究所 研修事業部　〒310－0011　茨城県水戸市三の丸 1-5-18
TEL.029-233-6732 　FAX.029-233-6724　ホームページ　http://www.jir-web.co.jp

1． 常陽産業研究所ホームページの申込フォームよりお申し込みください。お申込みは、動画配信終了日の3営業日前までとさせていただき
ます。動画配信開始日の前日までに電子メールにて「オンラインセミナー動画閲覧のご案内」をお送りいたします。お申込み後、配信開
始前日までにご案内が届かない場合は、お問い合わせください。

2． 受講料は、動画配信終了日の翌月16日（銀行休業日の場合はその翌日）に指定口座(年会費引落口座)より引き落としいたします。あしぎ
ん総合研究所会員の方・一般の方は「請求書」を送付いたしますので、請求書に記載の期日までにお振り込みください。

3．  キャンセルは動画配信開始日の3営業日前（土・日・祝日を除く）の9時まで  にご連絡ください。URL・ID・パスワードお送りし
た以降のキャンセルはできません（受講料の全額を頂戴いたしますので、予めご了承ください）。

4． 動画の複製・録音・録画等の保存は固くお断りさせていただきます。
5． 動画のID・パスワードは受講者1名さま限りとし、他に教えることは禁止いたします。
6． 配布のテキスト・資料は受講者限りとし、複製や改変、転載は禁止いたします。
7． 個人情報の取扱いについて、お申込みの際に入力いただいた個人情報は、個人情報保護法等の関連諸法を遵守し、個人情報保護ガイドラ
インにしたがって適切に保護して取り扱います。また、セミナーの運営、事務手続きならびに今後のセミナーのご案内に使用させていた
だきます。

8． 最新の情報については、常陽産業研究所のホームページをご覧ください。

お申込みにあたって（必ずお読みください）
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セミナーNo.3

チームと自分の
生産性を最大にする
「仕事術」

あなたの仕事が劇的に変わる！
2023年6月 　1日（木）　9：00
 ～ 6月22日（木）16：00

配信期間

会　場 勤務先・自宅など
インターネット環境のある場所

※配信期間中は何度でも
閲覧することができます

講　師 石川  和男（いしかわ かずお）氏

時間管理アドバイザー　税理士

カリキュラム

労働力人口の減少による人手不足や、長時間労働につい
て削減していく現代の課題の中で、企業における「効率的
に就業時間内で成果を挙げる」といった仕事の生産性を向
上する必要性が一層増しています。
本セミナーでは、５つの仕事を掛け持ちしつつも時間に
追われず余暇を楽しむスーパーサラリーマンが「絶対に残
業しない時間術」について解説します。
忙しい毎日を過ごす経営者の方にはもちろん、全てのビ
ジネスマンにとって役に立つ内容です。

セミナーのねらい

【生産性向上】全社員

オンラインセミナーオンラインセミナー

◇主催／株式会社　常陽産業研究所　　共催／株式会社　常陽銀行

2023年度 常陽産研セミナー

◇上司と部下、ワンチームになるコミュニケーション

◇他人の時間を上手に使う「任せ方」

◇時間は金で買う

◇1日30分を短縮する片づけ術

◇仕事を速く集中して行う最も重要な習慣

◇先延ばししたい(優先順位の高い)仕事を終わらす技術

◇PDCAワンチーム仕事術

こちらからWebサイトに
アクセスできます
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1968年北海道生まれ。北海学園大学経済学部卒。石川税理士事務所代表。平日は建設会社総務経理担当部長と

して勤務し、その他の時間を「大学講師」「時間管理コンサルタント」「セミナー講師」「税理士」と５つの仕事を掛け持

ちする時間管理の専門家。「時間管理」や「勉強法」に関する書籍も多数執筆しており、誰もが働きやすくなるノウハ

ウを分かりやすい言葉で伝える著書は、全国のビジネスパーソンに好評で発売数日で重版となる。講師としても全

国各地を飛び回って活躍中。

講師 時間管理アドバイザー　税理士　　石川　和男 氏

受講料（テキスト代・消費税込）

1. 常陽産業研究所ホームページのセミナー申込フォームより申込みます。

2. セミナー動画配信開始日の前日までに、電子メールにて①セミナー動画閲覧のご案内、②動画ＵＲＬ、③ＩＤ・
パスワード、④テキストが届きます。

3. 配信期間中に専用URLにアクセスし、セミナー動画を閲覧します。
期間中は何度も閲覧ができます。

4. 配信期間が終了すると、動画は閲覧できなくなります。

5. 常陽産業研究所会員の方の受講料は、配信終了月の翌月16日に、指定口座より引き落しされます。
あしぎん総合研究所会員・一般の方は、請求書をお送りしますので、お振り込みください。

セミナー受講の流れ

【OS・ブラウザ】
＜PCの場合＞
・Windows® 10 Microsoft Edge®（最新版）、FireFox（最新版）、Google Chrome™（最新版）
・Windows® 11 Microsoft Edge®（最新版）、FireFox（最新版）、Google Chrome™（最新版）
・MacOS X 10.11以降 Safari

＜モバイルの場合＞
・iOS 11.2以降 Safari
・Android™ OS 5.0以降 Google Chrome™（最新版）

【回線】
　光回線などの高速回線（推奨：2Mbps以上、必須：500kbps以上）
※モバイルの場合、映像の視聴には多くのデータ通信が発生することから、Wi-Fiでの通信を推奨しています。
また、各携帯事業者が提供するプランによるデータ通信量の制限等に十分ご注意ください。

インターネット推奨環境

常陽産業研究所・あしぎん総合研究所会員	：１名さまにつき		7,700円
　　　　　　　　　　　　一般のお客さま	：１名さまにつき15,400円
	 　　※ご優待券・各種割引は使用できません

お 問 合 せ
株式会社 常陽産業研究所 研修事業部　〒310－0011　茨城県水戸市三の丸 1-5-18
TEL.029-233-6732 　FAX.029-233-6724　ホームページ　http://www.jir-web.co.jp

1． 常陽産業研究所ホームページの申込フォームよりお申し込みください。お申込みは、動画配信終了日の3営業日前までとさせていただき
ます。動画配信開始日の前日までに電子メールにて「オンラインセミナー動画閲覧のご案内」をお送りいたします。お申込み後、配信開
始前日までにご案内が届かない場合は、お問い合わせください。

2． 受講料は、動画配信終了日の翌月16日（銀行休業日の場合はその翌日）に指定口座(年会費引落口座)より引き落としいたします。あしぎ
ん総合研究所会員の方・一般の方は「請求書」を送付いたしますので、請求書に記載の期日までにお振り込みください。

3．  キャンセルは動画配信開始日の3営業日前（土・日・祝日を除く）の9時まで  にご連絡ください。URL・ID・パスワードお送りし
た以降のキャンセルはできません（受講料の全額を頂戴いたしますので、予めご了承ください）。

4． 動画の複製・録音・録画等の保存は固くお断りさせていただきます。
5． 動画のID・パスワードは受講者1名さま限りとし、他に教えることは禁止いたします。
6． 配布のテキスト・資料は受講者限りとし、複製や改変、転載は禁止いたします。
7． 個人情報の取扱いについて、お申込みの際に入力いただいた個人情報は、個人情報保護法等の関連諸法を遵守し、個人情報保護ガイドラ
インにしたがって適切に保護して取り扱います。また、セミナーの運営、事務手続きならびに今後のセミナーのご案内に使用させていた
だきます。

8． 最新の情報については、常陽産業研究所のホームページをご覧ください。

お申込みにあたって（必ずお読みください）
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2023年6月8日（木）
 13：30～ 16：30

配信期間

会　場 勤務先・自宅など
インターネット環境のある場所

講　師 常陽産業研究所インストラクター

小貫　綾子

マナーとは、相手への心づかいであり、全てのビジネス活動や
職場行動の基本です。このセミナーでは、「なぜマナーが必要な
のか」を理解し、仕事を円滑に進め周囲の信頼を得るための接遇
マナーを学習します。
新入社員研修に加えてレベルアップしたい新人・若手社員や、
マナーのブラッシュアップを図りたい中堅の方におススメのセミ
ナーです。

セミナーのねらい

【ビジネスマナー】全社員

◇主催／株式会社　常陽産業研究所　　共催／株式会社　常陽銀行

2023年度 常陽産研セミナー

レベルアップに！
オンラインセミナーNo.12　　2023年 10月 20日（金）
「ステップアップ・ビジネスマナー 
 ～傾聴とコミュニケーション力強化～」

こちらからWebサイトに
アクセスできます

カリキュラム

1．接遇マナーの基本
(1) マナーとは　ーなぜマナーが必要なのか
(2) 第一印象を大切に
(3) 接遇マナー
　　①身だしなみ
　　②表情
　　③挨拶
　　④日常動作
　　⑤言葉づかい
(4) 傾聴について

2．電話応対の基本
(1) 電話応対のポイント
(2) 電話応対に必要な言葉づかい
(3) 電話のかけ方
(4) 電話の受け方
(5) 取り次ぎ方
(6) 名指し人不在時の応対

3．まとめ
明日から取り組むアクションプラン

オンライン上で、参加者同士のグループワークを行います

ステップアップ・
ビジネスマナー

～接遇マナーの基本～

セミナーNo.4

LIVE
配　 信
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毎年3月から4月に行われる「常陽新入社員セミナー」での新入社員向けビジネスマナー指導の他、年間を通じて幅広い階
層、様々な業種を対象に研修を行っている。お客様が抱える問題点を解決できるよう、要望に沿ったオーダーメイドの研修をご
提案している。

講師 常陽産業研究所　インストラクター

受講料（テキスト代・消費税込）
常陽産業研究所・あしぎん総合研究所会員 ：１名さまにつき  7,700円
　　　　　　　　　　　　一般のお客さま ：１名さまにつき15,400円
 　　※ご優待券・各種割引は使用できません

1. 常陽産業研究所ホームページのセミナー申込フォームより申込みます。

2. セミナー動画配信開始日の3営業日前に、電子メールにて①セミナー動画閲覧のご案内、②ID・パスワード、
③テキストが届きます。

3. 配信期間中に専用URLにアクセスし、セミナー動画を視聴します。

4. 常陽産業研究所会員の方の受講料は、配信終了月の翌月16日に、指定口座より引き落しされます。
あしぎん総合研究所会員・一般の方は、請求書をお送りしますので、お振り込みください。

セミナー受講の流れ

・ 本セミナーの受講にあたっての推奨環境は「Zoom」に依存します。受講者の方のお手元のパソコンなどの設定
や通信環境が受信の状況に大きく影響しますので、ご自分の環境が対応しているか事前の確認をお願いします。

・ 動作環境について：受講用パソコンの動作環境については、Zoom の最新のシステム要件をご確認ください。
【https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023】

・ 視聴確認について：ご利用の環境での視聴確認については、Zoom のテストサイトでご確認ください。
【http://zoom.us/test】

・ インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。イン
ターネット回線状況や設備機材の不具合により、中断し、再接続する場合があります。

・ 通信料等はお客さまのご負担となります。

インターネット環境推奨

お 問 合 せ
株式会社 常陽産業研究所 研修事業部　〒310－0011　茨城県水戸市三の丸 1-5-18
TEL.029-233-6732 　FAX.029-233-6724　ホームページ　http://www.jir-web.co.jp

1． 常陽産業研究所ホームページの申込フォームよりお申し込みください。お申込みは、開催日の3営業日前までとさせていただきます。動
画配信開始日の前日までに電子メールにて「オンラインセミナー動画閲覧のご案内」をお送りいたします。お申込み後、配信開始前日ま
でにご案内が届かない場合は、お問い合わせください。

2． 受講料は、セミナー開催月の翌月16日（銀行休業日の場合はその翌日）に指定口座(年会費引落口座)より引き落としいたします。あしぎ
ん総合研究所会員の方・一般の方は「請求書」を送付いたしますので、請求書に記載の期日までにお振り込みください。

3．  キャンセルは開催日の3営業日前（土・日・祝日を除く）の9時まで  にご連絡ください。URL・ID・パスワードお送りした以降のキャ
ンセルはできません（受講料の全額を頂戴いたしますので、予めご了承ください）。

4． 動画の複製・録音・録画等の保存は固くお断りさせていただきます。

5． 動画のID・パスワードは受講者1名さま限りとし、他に教えることは禁止いたします。

6． 配布のテキスト・資料は受講者限りとし、複製や改変、転載は禁止いたします。

7． 個人情報の取扱いについて、お申込みの際に入力いただいた個人情報は、個人情報保護法等の関連諸法を遵守し、個人情報保護ガイドラ
インにしたがって適切に保護して取り扱います。また、セミナーの運営、事務手続きならびに今後のセミナーのご案内に使用させていた
だきます。

8． 最新の情報については、常陽産業研究所のホームページをご覧ください。

お申込みにあたって（必ずお読みください）
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