
大商では分野別に多数の講座を開催し、毎年2,500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。　※2019年4月～11月末までの実績、対象講座でのアンケート結果

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

わかる！できる！かわる！大阪商工会議所セミナー

2020年度



2020年度
大商　講座・研修年間スケジュール表（講座名の一部は省略）

【お問合せ】大商研修・採用支援担当　TEL.06-6944-6421
下にない講座を実施する場合があります。講座・事業の最新情報・詳細は大商HP（www.osaka. cci.or.jp）でご確認ください。

NEW …新規・リニューアル講座

4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 1月

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 

⃝新入社員基礎
⃝新入社員ビジネスマナー1日【集中】
⃝新入社員合宿訓練（3日間）
⃝新入社員ビジネスマナー2日間【徹底】
⃝新入社員ビジネスマナー1日【集中】
⃝製造業新入・若手社員のための
　仕事の基本 NEW
⃝新入・若手社員のためのビジネス

文書＆メールの書き方
⃝電話応対マナー徹底トレーニング
⃝新入社員ビジネスマナー1日【集中】
⃝上司に信頼される！報・連・相 入門
⃝新入社員のためのコミュニケーショ

ン入門
⃝若手社員のための正しい言葉遣いと

適切な話し方

 総務・人事労務 

⃝労働・社会保険実務の基礎
　超入門編
⃝自社の課題と改革ポイントを知る
「賃金・評価制度」の見直し・構築

 営業・マーケティング 

⃝営業社員入門（1） お客様から信頼
される！営業マナー

⃝初心者でもできる営業の進め方
⃝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

 【階層別・コミュニケーション】  
 経営幹部・管理職 

⃝新任管理者の果たすべき役割と仕事
⃝パワハラにならない叱り方
⃝人を育てるための実践心理学入門

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 

⃝簡潔で要点をまとめた伝え方
⃝部下の主体性を引き出し育成でき

るようになる主任・係長 NEW
⃝新人〜3年目　自立型社員になる

ための人間力・仕事力UP
⃝製造業新入・若手社員のための 

モノづくり基本 NEW

 総務・人事労務 

⃝労働・社会保険実務の基礎
　実践編・春〈全2回〉
⃝問題社員トラブル対応と法律実務

 経営・実務 

⃝Excelで今日からできる
　「ビジネスデータ分析」　入門

 【階層別・コミュニケーション】  
 経営幹部・管理職 

⃝自発的に動く組織をつくる
　コーチング入門

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 

⃝入社3か月フォローアップ

 総務・人事労務 

⃝初任者のための
　「人事・労務管理の基礎」〈全2回〉

 営業・マーケティング 

⃝営業基礎力アップ
⃝営業を楽にする実践マーケティング

 経営・実務 

⃝契約のしくみと法律実務基礎
⃝仕事の質とスピードを高める
　【4つの力】向上

 財務・ISO・その他 

⃝3回で身につける！
　はじめての経理実務基礎

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 

⃝主任・係長に大切な
　全方位へのリーダーシップ向上

 総務・人事労務 

⃝「定年退職・再雇用」対応実務

 経営・実務 

⃝オフィスのモノ・書類・データを
　片づけ業務効率アップを目指す
⃝クレーム電話応対
⃝中堅・管理職社員のための
　ビジネスマナー復習
⃝仕事の効率を上げる
　「仕事のコントロール術」 NEW

 財務・ISO・その他 

⃝やさしい決算書の読み方
⃝はじめての税務実務基礎
　法人税編〈全2日〉

 【階層別・コミュニケーション】  
 経営幹部・管理職 

⃝上司のためのコミュニケーション

 経営・実務 

⃝心を動かすキャッチコピーの
　つくり方

 【階層別・コミュニケーション】  
 経営幹部・管理職 

⃝プレイングマネージャーとしての
　課長の役割と仕事

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 

⃝入社半年フォローアップ

 総務・人事労務 

⃝人事担当者が備えるべき6つの
　法律トラブル速習

 営業・マーケティング 

⃝誰でも簡単に最強営業マンに変わる
セールストーク

⃝危ない企業を見抜く与信管理実務

 経営・実務 

⃝電話応対スキルアップ　基本マナー
⃝論理的な話し方・指示・報告の仕方

 財務・ISO・その他 

⃝ISO9001内部監査員

 【階層別・コミュニケーション】  
 経営幹部・管理職 

⃝「関係力」を磨くためのコーチング
半日速習

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 

⃝管理職になるまでに身につけるべき
心構えと3つの能力強化

⃝女性社員のためのワンランクアップ
仕事術

 総務・人事労務 

⃝労働・社会保険実務の基礎
　実践編・秋〈全2回〉

 【階層別・コミュニケーション】  
 経営幹部・管理職 

⃝次世代女性リーダー育成 NEW

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 

⃝若手3〜8年社員　仕事力向上

 経営・実務 

⃝【伝わる】ビジネス文書＆メール
の書き方

9月

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 
⃝若手・中堅社員のための仕事の段

取りと時間管理術
⃝新入社員フォローアップ NEW
⃝チームの要となる主任・係長養成
⃝報・連・相レベルアップ8つの鉄則
　（一般社員向け）
⃝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

 総務・人事労務 

⃝「時間外労働・未払い残業」対策

12月

 総務・人事労務 

⃝人事評価者訓練

2月

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 

⃝入社2〜3年　社員仕事の進め方

3月

 経営・実務 

⃝業務引継マニュアル作成

大商パソコン教室
充実の68講座でビジネスから趣味までをカバー

授業料わずか1回（50分）1,000円（消費税込　別途、機器
使用料200円/50分、教室維持費1,400円/月がかかります）
随時、説明会・見学会実施中！（詳細は各教室まで）

1．月謝制だから安心！
2．日程は忙しいあなた次第です
3．質問はその場で解決
4．自分のペースで学習できるので、挫折しない
5．受講回数もあなたの予定に合わせて選択できます。
6．年齢制限なし

天王寺教室
電話  06-4305-1200
谷町線「天王寺駅」あべちか7番出口すぐ

（大阪市天王寺区堀越町13-18 銀泉天王寺ビル2階）

京橋教室
電話  06-6949-8428
JR「京橋駅」より徒歩2分

（大阪市都島区片町2-2-48 JEI 京橋ビル8階）

大商パソコンカレッジ
じっくり学ぶ2日間・即効の3時間・エクセル ･ ワード速習1日講座

① 2日間 “じっくり” 講座　〈10:00～17:00〉
 会員　28,600円 ／ 一般　42,900円 

・エクセル基礎　 4/14･15、6/9･10、9/2･3、11/17･18、2021/2/24･25
・エクセル応用　5/19･20、9/8･9、11/25･26
・ワード応用　　10/20･21
・パワーポイント実践　6/23･24、9/15･16

②  3時間 “ 即効 ” 講座
ワード入門編・エクセル関数編 〈10：00〜13：00〉 
エクセル入門編・エクセルデータ編 〈14：00〜17：00〉
 会員　9,670円 ／ 一般　14,560円 

・ワード入門編　　　 6/16、10/14、11/  5、2021/2/ 4
・エクセル入門編　　 6/16、10/14、11/  5、2021/2/ 4
・エクセル関数編　　 6/18、   7/28、11/24、2021/2/10
・エクセルデータ編　 6/18、   7/28、11/24、2021/2/10

③ エクセルとワードの入門速習1日講座   〈9：00～17：00〉
 会員　19,800円 ／ 一般　29,700円 

春 3/11、3/12、5/12、5/13　夏 8/4、8/5　秋 9/23、9/24

④ セミオーダー講座
同会社3人以上8名以下の受講で日程や時間を選んでいただけます。
ご相談ください。　※アクセスのコースもございます。

講師派遣型 企業内研修
貴社にぴったりの研修をご提案！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。
お問い合わせやプログラム・講師のご提案、お見積もりは全て
無料です。【大阪商工会議所　会員企業限定事業】

◆幅広いテーマに対応
　 多彩な講座開催実績をもとに、ご要望に合う研修テー

マを選定。

◆高品質な研修
　 公開講座等で好評を得ている講師を中心に、同テーマ・

分野での知見・経験豊富な講師を提案。

◆ミスマッチの最小化
　 研修実施前に講師と訪問・打合せを行い、貴社の課題

に合わせて研修プログラムを調整。

少人数制（6名まで）の集中講座
大人数での受講が苦手な方におススメの、少人数（定員6名）
講座です。プレゼン・コミュニケーションの専門家であるベテ
ラン講師が指導します。

会場：NAGAYA本町　ミーティングルーム

▶1日講座　10:00～17:00
 会員　25,140円 ／ 特商・一般　37,710円 

・土曜日プレゼン1日集中講座　4/25㈯、7/11㈯、10/3㈯、2/13㈯
・土曜日コミュニケーション集中講座　6/20㈯、9/26㈯、12/5㈯
・社内講師をする人のための教え方講座 5/26㈫、8/6㈭、11/10㈫
・ 技術者・研究者向け 伝わる説明・報告・発表の技術  

 6/11㈭、10/13㈫、3/12㈮

▶半日講座　13:00～17:00
 会員　16,760円 ／ 特商・一般　25,140円 

・土曜日プレゼン集中講座【実践編】　5/16㈯、11/7㈯、3/6㈯
・リーダー必須！人を動かすための話し方鍛錬講座　8/22㈯、1/30㈯
・わかりやすさ倍増！ 話し方改善講座　4/21㈫、9/11㈮、1/21㈭

2 3
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2月

 【階層別・コミュニケーション】  
 新入社員〜中堅社員 

⃝入社2〜3年　社員仕事の進め方

3月

 経営・実務 

⃝業務引継マニュアル作成

大商パソコン教室
充実の68講座でビジネスから趣味までをカバー

授業料わずか1回（50分）1,000円（消費税込　別途、機器
使用料200円/50分、教室維持費1,400円/月がかかります）
随時、説明会・見学会実施中！（詳細は各教室まで）

1．月謝制だから安心！
2．日程は忙しいあなた次第です
3．質問はその場で解決
4．自分のペースで学習できるので、挫折しない
5．受講回数もあなたの予定に合わせて選択できます。
6．年齢制限なし

天王寺教室
電話  06-4305-1200
谷町線「天王寺駅」あべちか7番出口すぐ

（大阪市天王寺区堀越町13-18 銀泉天王寺ビル2階）

京橋教室
電話  06-6949-8428
JR「京橋駅」より徒歩2分

（大阪市都島区片町2-2-48 JEI 京橋ビル8階）

大商パソコンカレッジ
じっくり学ぶ2日間・即効の3時間・エクセル ･ ワード速習1日講座

① 2日間 “じっくり” 講座　〈10:00～17:00〉
 会員　28,600円 ／ 一般　42,900円 

・エクセル基礎　 4/14･15、6/9･10、9/2･3、11/17･18、2021/2/24･25
・エクセル応用　5/19･20、9/8･9、11/25･26
・ワード応用　　10/20･21
・パワーポイント実践　6/23･24、9/15･16

②  3時間 “ 即効 ” 講座
ワード入門編・エクセル関数編 〈10：00〜13：00〉 
エクセル入門編・エクセルデータ編 〈14：00〜17：00〉
 会員　9,670円 ／ 一般　14,560円 

・ワード入門編　　　 6/16、10/14、11/  5、2021/2/ 4
・エクセル入門編　　 6/16、10/14、11/  5、2021/2/ 4
・エクセル関数編　　 6/18、   7/28、11/24、2021/2/10
・エクセルデータ編　 6/18、   7/28、11/24、2021/2/10

③ エクセルとワードの入門速習1日講座   〈9：00～17：00〉
 会員　19,800円 ／ 一般　29,700円 

春 3/11、3/12、5/12、5/13　夏 8/4、8/5　秋 9/23、9/24

④ セミオーダー講座
同会社3人以上8名以下の受講で日程や時間を選んでいただけます。
ご相談ください。　※アクセスのコースもございます。

講師派遣型 企業内研修
貴社にぴったりの研修をご提案！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。
お問い合わせやプログラム・講師のご提案、お見積もりは全て
無料です。【大阪商工会議所　会員企業限定事業】

◆幅広いテーマに対応
　 多彩な講座開催実績をもとに、ご要望に合う研修テー

マを選定。

◆高品質な研修
　 公開講座等で好評を得ている講師を中心に、同テーマ・

分野での知見・経験豊富な講師を提案。

◆ミスマッチの最小化
　 研修実施前に講師と訪問・打合せを行い、貴社の課題

に合わせて研修プログラムを調整。

少人数制（6名まで）の集中講座
大人数での受講が苦手な方におススメの、少人数（定員6名）
講座です。プレゼン・コミュニケーションの専門家であるベテ
ラン講師が指導します。

会場：NAGAYA本町　ミーティングルーム

▶1日講座　10:00～17:00
 会員　25,140円 ／ 特商・一般　37,710円 

・土曜日プレゼン1日集中講座　4/25㈯、7/11㈯、10/3㈯、2/13㈯
・土曜日コミュニケーション集中講座　6/20㈯、9/26㈯、12/5㈯
・社内講師をする人のための教え方講座 5/26㈫、8/6㈭、11/10㈫
・ 技術者・研究者向け 伝わる説明・報告・発表の技術  

 6/11㈭、10/13㈫、3/12㈮

▶半日講座　13:00～17:00
 会員　16,760円 ／ 特商・一般　25,140円 

・土曜日プレゼン集中講座【実践編】　5/16㈯、11/7㈯、3/6㈯
・リーダー必須！人を動かすための話し方鍛錬講座　8/22㈯、1/30㈯
・わかりやすさ倍増！ 話し方改善講座　4/21㈫、9/11㈮、1/21㈭
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⃝受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（1日講座のみ）、消費税込。
⃝開催会場は、大阪商工会議所本部（中央区本町橋2-8）または北支部（北区西天満5-1-1）です。それ以外の講座は講座欄に別途記載しています。

⃝受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（1日講座のみ）、消費税込。
⃝開催会場は、大阪商工会議所本部（中央区本町橋2-8）または北支部（北区西天満5-1-1）です。それ以外の講座は講座欄に別途記載しています。

A　階層別・コミュニケーション（経営幹部・管理職）
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

A1 新任管理者の果たすべき
役割と仕事講座 葉田　　勉 氏 5/12（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

A2 パワハラにならない叱り方 松尾久美子 氏 5/13（水）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140

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。

A3 人を育てるための
実践心理学入門講座 安達美由紀 氏 5/27（水）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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。

A4 自発的に動く組織をつくる
コーチング入門講座 高橋　京子 氏 6/23（火）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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。

A5 上司のための
コミュニケーション講座 細井　　成 氏 8/27（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

上司は、チームの成果を最大化するために、「自ら考え行動でき
る部下」を育てる必要があります。部下と信頼関係を築き、成長
を支援するためのコミュニケーションスキルを体系的に身につけ
ます。

A6 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 大軽　俊史 氏 10/14（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

実績を上げている課長の「5つの役割」と時間管理力、多様な部
下を育成するための「メンタリング機能」と「OJT実践力」など
を、講義とグループワークを通じて学びます。

A7 「関係力」を磨くための
コーチング半日速習講座 石見　幸三 氏 11/25（水）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

相手に問いかけ、傾聴し、承認しながら、課題や目標への自発的
な気付きを促す「コーチング」。相手との相互理解を深めるコミュ
ニケーション技法を学びます。管理職やリーダーの方におすすめ
の講座です。

NEW A8 次世代女性リーダー育成講座 中越　味子 氏 1/19（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
次世代の女性リーダーに身につけて欲しい「役割」「マインド」「ス
キル」「思考術」を学び鍛え、自らに勇気と自信を抱き質の高い
仕事ができる女性リーダーを育成します。

B　階層別・コミュニケーション（新入社員〜中堅社員）
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

B1 新入社員基礎講座
西村　貞一 氏
吉山　勇樹 氏
野口　好美 氏
秋元　祥治 氏

4/2（木）
10：00

〜
17：00

16,760 25,140
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
ション力などのポイントを1日で習得します。

B2 新入社員ビジネスマナー
1日【集中】講座 鶴田　理絵 氏 4/3（金）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

B3 新入社員合宿訓練（3日間） 山口　真一 氏 4/6（月）
〜4/8（水） 84,500 107,900

社会人としての心構えやビジネスマナーはもちろん、報・連・相
やミーティング時の心得などについて学ぶと共に、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

B4 新入社員ビジネスマナー
2日間【徹底】講座

㈱アール＆キャ
リア専属講師

4/6（月）
〜4/7（火）

10：00
〜

17：00
41,900 62,850

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。

B5 新入社員ビジネスマナー
1日【集中】講座 鶴田　理絵 氏 4/7（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

NEW B6 製造業新入・若手社員の
ための仕事の基本講座 中谷　光男 氏 4/14（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

これから製造業で働く新入社員等を対象に、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。

NEW B7 製造業新入・若手社員の
ためのモノづくり基本講座 中谷　光男 氏 5/22（金）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

製造業で働く新入社員等を対象に、ものづくりの一連の流れを
実際に作って動かす体験演習を通じて、製造業に従事する者とし
ての仕事への関わり方、基本行動、心構えを学びます。

⬆ B6と B7をセットでお申し込みの場合、会員　計45,040円、非会員・一般　計70,180円に割引

B8
新入・若手社員のための
ビジネス文書＆メールの
書き方講座

藤井由香里 氏 4/14（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710

ビジネス文書とメールの目的を理解した上で、相手に伝わる文章
力が身に付くよう指導します。ビジネスの基本マナーとルールに沿っ
て、正確に伝わる文章表現ができるよう、多様な演習を通じて手
ほどきします。

B9 電話応対マナー
徹底トレーニング講座 肥田木恭子 氏 4/15（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

「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 新入社員ビジネスマナー
1日【集中】講座 藤井由香里 氏 4/16（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

No 講座名 講　師 開催日時 開催
時刻

受講料（税込）
内　容

会員 特商・一般

B11 上司に信頼される！
報・連・相 入門講座 山口　真一 氏 4/17（金）

10：00
〜

17：00
26,180 39,280

仕事の基礎の基礎である、報告・連絡・相談業務を、具体的な
失敗事例・成功事例から習得し、上司をはじめ、先輩からも信頼
され、成長できる新入・若手社員になることを目指します。（講師
著書進呈）

B12 新入社員のための
コミュニケーション入門講座 松尾久美子 氏 4/21（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

ビジネスマナーの基本である挨拶・敬語と、話し方、伝え方、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。

B13 若手社員のための正しい
言葉遣いと適切な話し方講座 服部　裕子 氏 4/23（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

ビジネスで必要となる言葉遣いや様々な場面での会話の仕方を
見直し、適切な話し方ができ、周りの協力を得ながら仕事に取り
組めるようにご指導いたします。

B14 簡潔で要点をまとめた
伝え方講座 加藤　あや 氏 5/14（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

話が長い。何を伝えたいのかわからないと言われる。複雑な話
をするのが苦手。そんなお悩みをお持ちの方のために、ビジネス
の場において必要な、簡潔で要点をまとめた伝え方を演習を交え
て指南します。

NEW B15
部下の主体性を引き出し
育成できるようになる
主任・係長研修

伊東　廣賀 氏 5/19（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710

チーム運営並びに実務の要となる主任・係長クラスの方々を対
象に、チ―ムリーダーとして、部下マネジメントの方法を理解し、
また組織を一体化しながら、その実行力を高められるような仕事
の進め方を伝授します。

B16
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

松尾久美子 氏 5/20（水）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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
者のタイプを診断し、分析結果を返却します。

B17 入社3か月
フォローアップ講座 池田　稔子 氏 6/17（水）

10：00
〜

17：00

25,140
割引価格
21,140

37,710
割引価格
33,710

人との接し方に戸惑う新入社員を対象に、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　 2020年度「新入社員研修プログラム」受講者は左記

の割引価格になります。

B18
主任・係長に大切な
全方位へのリーダーシップ
向上講座

新名　史典 氏 7/21（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
多くを期待される主任・係長が上司・部下・他部署など全方位に
リーダーシップを発揮できるようになるために、必要な巻き込む力、
発信する力、対話する力を体得できます！

B19
若手・中堅社員のための
仕事の段取りと
時間管理術講座

水口　和彦 氏 9/2（水）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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。

NEW B20 新入社員
フォローアップ研修 村井絵里奈 氏 9/3（木）

10：00
〜

17：00

25,140
割引価格
21,140

37,710
割引価格
33,710

実際に業務を経験した今、改めて学びたいビジネスマナーの疑問
や困ったことを洗い出し、解決を図ります。また、自ら考え行動
できる自律社員に欠かせないマインドとスキルを、演習を通して
体得します。
※特典　 2020年度「新入社員研修プログラム」受講者は左記

の割引価格になります。

B21 チームの要となる
主任・係長養成講座 伊東　廣賀 氏 9/4（金）

10：00
〜

17：00
25140 37,710

チーム運営並びに実務の要となる主任・係長クラスの方々に、豊
富な事例やグループ演習を通じて、部下マネジメントの方法や、
信頼関係を作るコミュニケーションを身につけます。

B22 報・連・相レベルアップ8つ
の鉄則講座（一般社員向け） 山口　真一 氏 9/9（水）

10：00
〜

17：00
26,180 39,280

8つの鉄則を通じて、報・連・相が上手にできるスキルを具体事
例を豊富に交えながら解説します。あわせて、良好なチームワー
クで社員の成長、組織の生産性向上につなげます。

B23 中堅8～13年社員　
実践力強化講座 名倉　康裕 氏 9/16（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

グループワークなどを通じて、会社の基本である利益追求の姿
勢、他部門との関係構築、上司の補佐、後輩・部下の育成方法
などを学び、「明日のリーダー」としての自覚を育み、実践力の強
化に役立ちます。

B24 次期管理者のための
マネジメント力養成研修 葉田　　勉 氏 9/24（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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学びます。

B25 入社半年
フォローアップ研修 長谷川知世 氏 10/6（火）

10：00
〜

17：00

25,140
割引価格
21,140

37,710
割引価格
33,710

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　 2020年度「新入社員研修プログラム」受講者は左記

の割引価格になります。

B26
管理職になるまでに
身につけるべき心構えと
3つの能力強化講座

福井　充雄 氏 11/17（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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し方・伝
える力」、「職場改善・問題解決力」を習得します。

B27 女性社員のための
ワンランクアップ仕事術講座 井上　幸葉 氏 11/26（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

B28 若手3～8年社員　
仕事力向上講座 新名　史典 氏 1/21（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

B29 入社2～3年社員　
仕事の進め方講座 福井　充雄 氏 2/9（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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（コミュニケーション
力、伝達力（話す力）、問題解決力、時間管理術）を集中的に学
びます。
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⃝受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（1日講座のみ）、消費税込。
⃝開催会場は、大阪商工会議所本部（中央区本町橋2-8）または北支部（北区西天満5-1-1）です。それ以外の講座は講座欄に別途記載しています。

⃝受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（1日講座のみ）、消費税込。
⃝開催会場は、大阪商工会議所本部（中央区本町橋2-8）または北支部（北区西天満5-1-1）です。それ以外の講座は講座欄に別途記載しています。

A　階層別・コミュニケーション（経営幹部・管理職）
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

A1 新任管理者の果たすべき
役割と仕事講座 葉田　　勉 氏 5/12（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

A2 パワハラにならない叱り方 松尾久美子 氏 5/13（水）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140

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。

A3 人を育てるための
実践心理学入門講座 安達美由紀 氏 5/27（水）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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。

A4 自発的に動く組織をつくる
コーチング入門講座 高橋　京子 氏 6/23（火）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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。

A5 上司のための
コミュニケーション講座 細井　　成 氏 8/27（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

上司は、チームの成果を最大化するために、「自ら考え行動でき
る部下」を育てる必要があります。部下と信頼関係を築き、成長
を支援するためのコミュニケーションスキルを体系的に身につけ
ます。

A6 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 大軽　俊史 氏 10/14（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

実績を上げている課長の「5つの役割」と時間管理力、多様な部
下を育成するための「メンタリング機能」と「OJT実践力」など
を、講義とグループワークを通じて学びます。

A7 「関係力」を磨くための
コーチング半日速習講座 石見　幸三 氏 11/25（水）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

相手に問いかけ、傾聴し、承認しながら、課題や目標への自発的
な気付きを促す「コーチング」。相手との相互理解を深めるコミュ
ニケーション技法を学びます。管理職やリーダーの方におすすめ
の講座です。

NEW A8 次世代女性リーダー育成講座 中越　味子 氏 1/19（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
次世代の女性リーダーに身につけて欲しい「役割」「マインド」「ス
キル」「思考術」を学び鍛え、自らに勇気と自信を抱き質の高い
仕事ができる女性リーダーを育成します。

B　階層別・コミュニケーション（新入社員〜中堅社員）
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

B1 新入社員基礎講座
西村　貞一 氏
吉山　勇樹 氏
野口　好美 氏
秋元　祥治 氏

4/2（木）
10：00

〜
17：00

16,760 25,140
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
ション力などのポイントを1日で習得します。

B2 新入社員ビジネスマナー
1日【集中】講座 鶴田　理絵 氏 4/3（金）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

B3 新入社員合宿訓練（3日間） 山口　真一 氏 4/6（月）
〜4/8（水） 84,500 107,900

社会人としての心構えやビジネスマナーはもちろん、報・連・相
やミーティング時の心得などについて学ぶと共に、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

B4 新入社員ビジネスマナー
2日間【徹底】講座

㈱アール＆キャ
リア専属講師

4/6（月）
〜4/7（火）

10：00
〜

17：00
41,900 62,850

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。

B5 新入社員ビジネスマナー
1日【集中】講座 鶴田　理絵 氏 4/7（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

NEW B6 製造業新入・若手社員の
ための仕事の基本講座 中谷　光男 氏 4/14（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

これから製造業で働く新入社員等を対象に、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。

NEW B7 製造業新入・若手社員の
ためのモノづくり基本講座 中谷　光男 氏 5/22（金）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

製造業で働く新入社員等を対象に、ものづくりの一連の流れを
実際に作って動かす体験演習を通じて、製造業に従事する者とし
ての仕事への関わり方、基本行動、心構えを学びます。

⬆ B6と B7をセットでお申し込みの場合、会員　計45,040円、非会員・一般　計70,180円に割引

B8
新入・若手社員のための
ビジネス文書＆メールの
書き方講座

藤井由香里 氏 4/14（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710

ビジネス文書とメールの目的を理解した上で、相手に伝わる文章
力が身に付くよう指導します。ビジネスの基本マナーとルールに沿っ
て、正確に伝わる文章表現ができるよう、多様な演習を通じて手
ほどきします。

B9 電話応対マナー
徹底トレーニング講座 肥田木恭子 氏 4/15（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

「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 新入社員ビジネスマナー
1日【集中】講座 藤井由香里 氏 4/16（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

No 講座名 講　師 開催日時 開催
時刻

受講料（税込）
内　容

会員 特商・一般

B11 上司に信頼される！
報・連・相 入門講座 山口　真一 氏 4/17（金）

10：00
〜

17：00
26,180 39,280

仕事の基礎の基礎である、報告・連絡・相談業務を、具体的な
失敗事例・成功事例から習得し、上司をはじめ、先輩からも信頼
され、成長できる新入・若手社員になることを目指します。（講師
著書進呈）

B12 新入社員のための
コミュニケーション入門講座 松尾久美子 氏 4/21（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

ビジネスマナーの基本である挨拶・敬語と、話し方、伝え方、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。

B13 若手社員のための正しい
言葉遣いと適切な話し方講座 服部　裕子 氏 4/23（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

ビジネスで必要となる言葉遣いや様々な場面での会話の仕方を
見直し、適切な話し方ができ、周りの協力を得ながら仕事に取り
組めるようにご指導いたします。

B14 簡潔で要点をまとめた
伝え方講座 加藤　あや 氏 5/14（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

話が長い。何を伝えたいのかわからないと言われる。複雑な話
をするのが苦手。そんなお悩みをお持ちの方のために、ビジネス
の場において必要な、簡潔で要点をまとめた伝え方を演習を交え
て指南します。

NEW B15
部下の主体性を引き出し
育成できるようになる
主任・係長研修

伊東　廣賀 氏 5/19（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710

チーム運営並びに実務の要となる主任・係長クラスの方々を対
象に、チ―ムリーダーとして、部下マネジメントの方法を理解し、
また組織を一体化しながら、その実行力を高められるような仕事
の進め方を伝授します。

B16
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

松尾久美子 氏 5/20（水）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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
者のタイプを診断し、分析結果を返却します。

B17 入社3か月
フォローアップ講座 池田　稔子 氏 6/17（水）

10：00
〜

17：00

25,140
割引価格
21,140

37,710
割引価格
33,710

人との接し方に戸惑う新入社員を対象に、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　 2020年度「新入社員研修プログラム」受講者は左記

の割引価格になります。

B18
主任・係長に大切な
全方位へのリーダーシップ
向上講座

新名　史典 氏 7/21（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
多くを期待される主任・係長が上司・部下・他部署など全方位に
リーダーシップを発揮できるようになるために、必要な巻き込む力、
発信する力、対話する力を体得できます！

B19
若手・中堅社員のための
仕事の段取りと
時間管理術講座

水口　和彦 氏 9/2（水）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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。

NEW B20 新入社員
フォローアップ研修 村井絵里奈 氏 9/3（木）

10：00
〜

17：00

25,140
割引価格
21,140

37,710
割引価格
33,710

実際に業務を経験した今、改めて学びたいビジネスマナーの疑問
や困ったことを洗い出し、解決を図ります。また、自ら考え行動
できる自律社員に欠かせないマインドとスキルを、演習を通して
体得します。
※特典　 2020年度「新入社員研修プログラム」受講者は左記

の割引価格になります。

B21 チームの要となる
主任・係長養成講座 伊東　廣賀 氏 9/4（金）

10：00
〜

17：00
25140 37,710

チーム運営並びに実務の要となる主任・係長クラスの方々に、豊
富な事例やグループ演習を通じて、部下マネジメントの方法や、
信頼関係を作るコミュニケーションを身につけます。

B22 報・連・相レベルアップ8つ
の鉄則講座（一般社員向け） 山口　真一 氏 9/9（水）

10：00
〜

17：00
26,180 39,280

8つの鉄則を通じて、報・連・相が上手にできるスキルを具体事
例を豊富に交えながら解説します。あわせて、良好なチームワー
クで社員の成長、組織の生産性向上につなげます。

B23 中堅8～13年社員　
実践力強化講座 名倉　康裕 氏 9/16（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

グループワークなどを通じて、会社の基本である利益追求の姿
勢、他部門との関係構築、上司の補佐、後輩・部下の育成方法
などを学び、「明日のリーダー」としての自覚を育み、実践力の強
化に役立ちます。

B24 次期管理者のための
マネジメント力養成研修 葉田　　勉 氏 9/24（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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学びます。

B25 入社半年
フォローアップ研修 長谷川知世 氏 10/6（火）

10：00
〜

17：00

25,140
割引価格
21,140

37,710
割引価格
33,710

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　 2020年度「新入社員研修プログラム」受講者は左記

の割引価格になります。

B26
管理職になるまでに
身につけるべき心構えと
3つの能力強化講座

福井　充雄 氏 11/17（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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し方・伝
える力」、「職場改善・問題解決力」を習得します。

　 B27 女性社員のための
ワンランクアップ仕事術講座 井上　幸葉 氏 11/26（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

B28 若手3～8年社員　
仕事力向上講座 新名　史典 氏 1/21（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

B29 入社2～3年社員　
仕事の進め方講座 福井　充雄 氏 2/9（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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（コミュニケーション
力、伝達力（話す力）、問題解決力、時間管理術）を集中的に学
びます。
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⃝受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（1日講座のみ）、消費税込。
⃝開催会場は、大阪商工会議所本部（中央区本町橋2-8）または北支部（北区西天満5-1-1）です。それ以外の講座は講座欄に別途記載しています。

⃝受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（1日講座のみ）、消費税込。
⃝開催会場は、大阪商工会議所本部（中央区本町橋2-8）または北支部（北区西天満5-1-1）です。それ以外の講座は講座欄に別途記載しています。

C　総務・人事労務
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

C1 労働・社会保険実務の
基礎講座　超入門編 升谷　浩樹 氏 4/9（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

〈超入門編〉　様々な基本用語や労働・社会保険制度の「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。

C2
労働・社会保険実務の
基礎講座・春
実践編〈全2回〉

升谷　浩樹 氏 5/14（木）・
21（木）

13：00
〜

17：00
29,330 44,000

〈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、最新の法改正に即して解説。申請用紙等を用いた演
習や実際の書式例を交えて実務を習得します。

⬆ C1と C2をセットでお申し込みの場合、会員　計44,000円、非会員・一般　計66,000円に割引

C3
自社の課題と改革ポイント
を知る「賃金・評価制度」の
見直し・構築講座

升谷　浩樹 氏 4/15（水）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140

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、基本的な施策を中心に事例を紹介し、初めて導入す
る企業様、再構築される企業様に設計・運用ポイントを徹底解
説します。

C4 問題社員トラブル対応と
法律実務 野口　　大 氏 5/21（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

企業法務・人事労務に精通している弁護士が具体的な事例・判例
を挙げながら、会社側・経営者側の立場でトラブル回避の手順や
テクニックを分かりやすく解説します。

C5
初任者のための

「人事・労務管理の基礎講座」
〈全2回〉

升谷　浩樹 氏 6/11（木）・
18（木）

13：00
〜

17：00
29,330 44,000

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。労使トラブル防止
に向け、問題事例、時間外労働、無期転換、そして働き方改革
に関する法令なども併せて説明します。

C6 「定年退職・再雇用」
対応実務講座 升谷　浩樹 氏 7/30（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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
歳まで及び65歳以降の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します。

C7 「時間外労働・未払い残業」
対策講座 升谷　浩樹 氏 9/8（火）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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。

C8
人事担当者が備えるべき
6つの法律トラブル
速習講座

鈴木　蔵人 氏 10/8（木）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140

採用、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルス、懲戒、解雇・退職、
最新の法改正・裁判例の6分野で、起こってからの対応では遅い
労働問題に関する法的知識と判断軸を、よくある紛争の事例や
判例を通じて習得します。

C9
労働・社会保険実務の
基礎講座・秋
実践編〈全2回〉

升谷　浩樹 氏 11/4（水）・
11/11（水）

13：00
〜

17：00
29,330 44,000

〈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、最新の法改正に即して解説。申請用紙等を用いた演
習や実際の書式例を交えて実務を習得します。

C10 人事評価者訓練講座 岡野　隆宏 氏 12/2（水）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140
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。

D　営業・マーケティング
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

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

磯貝　和美 氏 4/9（木）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710

営業職にはお客様との信頼関係を築くため、その基本となるビ
ジネスマナーを身につけることが求められます。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

新名　史典 氏 4/24（金）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710

営業として必要な顧客への配慮、コミュニケーションの取り方、
クレーム対応、顧客視点、自社が提供している価値などについ
て統合的に学び、またワークをふんだんに入れることで、実感い
ただきながら学ぶ講座です。

⬆ D1と D2をセットでお申し込みの場合、会員　計45,040円、非会員・一般　計70,180円に割引

D3 初心者でもできる
営業の進め方講座 渡瀬　　謙 氏 4/22（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

営業ならではの必須ポイントを体得した上で、テクニックやコツ
を習得すれば、営業初心者でも成果を上げられます。いわゆる「営
業」に苦手意識をお持ちの方に、「売れる」実践的なコツをお教
えします。

D4 営業基礎力アップ講座 野口　明美 氏 6/3（水）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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！

D5 営業を楽にする
実践マーケティング講座 岡本　充智 氏 6/9（火）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

営業力向上のためには、ヒアリング技術を高め、本当に必要なマー
ケティング情報を収集し、効果的な営業活動につなげることが必
要です。実践的なマーケティングを、事例と演習を交えて解説し
ます。

D6
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

佐藤　昌弘 氏 10/13（火）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140
今日から実践して結果を出せる「魔法のセールストーク」4つのス
テップを伝授。さらに、見込み客・新規顧客の効果的な探し方、
提案・クロージングの方法など、豊富な実例を交えて解説します。

No 講座名 講　師 開催日時 開催
時刻

受講料（税込）
内　容

会員 特商・一般

D7 危ない企業を見抜く
与信管理実務講座 牧野　和彦 氏 10/22（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

E　経営実務
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

E1
Excel で今日からできる

「ビジネスデータ分析」
入門講座

住中　光夫 氏 5/26（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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

E2 契約のしくみと
法律実務基礎講座 鳥山　半六 氏 6/10（水）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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。

E3 仕事の質とスピードを高める
【4つの力】向上セミナー 藤井美保代 氏 6/17（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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な「先読
み力、段取り力、さばき力、巻き込み力」を徹底習得します。明
日から即実践できるよう、豊富な演習と分かりやすい事例を用い
た参加型講座です。

E4
オフィスのモノ・書類・デー
タを片づけ業務効率アップ
を目指す研修

長野　ゆか 氏 7/9（木）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
「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。

E5 クレーム電話応対研修 本田　和恵 氏 7/14（火）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140

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します。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。

E6 中堅・管理職社員のための
ビジネスマナー復習講座 山田　容子 氏 7/22（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

「今さら聞けない」、「部下指導のために学び直したい」という方
を対象に、ビジネスマナーについて、改めて磨き上げることで、
ワンランク上の対応力を付け、社内外で信頼される社会人を目指
します。

NEW E7 仕事の効率を上げる
「仕事のコントロール術」 福島　清誠 氏 7/28（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

ほんの少しの工夫が、仕事の効率を大きく向上させる！ 中堅社
員を対象に仕事の効率化を図るための「タイムマネジメント」「自
らの行動」「人との協働」における「ほんの少しの工夫」を学び
ます。

E8 心を動かすキャッチコピー
のつくり方講座 堀　美和子 氏 8/26（水）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

「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。

E9 電話応対スキルアップ講座　
基本マナー 阿部　紀子 氏 10/15（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

固定電話での応対が苦手な若年者層も安心して取り組めるように、
基本から応用編まで、事例に応じてペアやグループで実習し、自
信をもって電話応対ができるようにします。

E10 論理的な話し方・指示・
報告の仕方講座 西田　真也 氏 10/20（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

聞き手の集中力を切らさずに伝えきる、“ 話す技術 ”をまずは徹
底的に繰り返し、身につけます。加えて、相手に伝える要点をす
ばやく掴み、スピーディに相手に伝えるスキルも繰り返し練習し、
すぐに業務に役立てます。

E11 【伝わる】ビジネス文書＆
メールの書き方講座 菓子田圭子 氏 1/27（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

「相手に伝わり成果が上がる文章力」にねらいを定め、今さら人
に聞けない基本マナーからワンランク上の書く技術までを、演習
を通して実践的に学びます。※別冊「文例集」を進呈します。

E12 業務引継マニュアル
作成講座 森田　圭美 氏 3/11（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

社員の職人化、業務のブラックボックス化は、後任者の残業増大、
離職、情報・物品流出等の発生源ともなります。業務引継マニュアル
の作成・運用で業務効率化を図り、身近な内部リスクを未然防止する。

F　財務・ISO
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

F1
3回で身につける！
はじめての経理実務
基礎講座

徳野　貴子 氏
6/19（金）・
26（金）・
7/3（金）

13：00
〜

17：00
44,000 66,000

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解説。〈会場はTACなんば校〉

F2 やさしい決算書の
読み方講座 長尾　康行 氏 7/8（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

簿記や経理の知識をお持ちの方もそうでない方も、「受講修了直
後から決算書を読める、理解できる」を目標に設定して、各種事
例を紹介しながら、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日〉 中谷　美穂 氏 7/9（木）・

7/16（木）

13：00
〜

17：00
29,330 44,000

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〉

F4 ISO9001内部監査員研修 橋本　佳和 氏 10/7（水）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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。
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⃝受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（1日講座のみ）、消費税込。
⃝開催会場は、大阪商工会議所本部（中央区本町橋2-8）または北支部（北区西天満5-1-1）です。それ以外の講座は講座欄に別途記載しています。

⃝受講料はお一人分で、テキスト代、昼食代（1日講座のみ）、消費税込。
⃝開催会場は、大阪商工会議所本部（中央区本町橋2-8）または北支部（北区西天満5-1-1）です。それ以外の講座は講座欄に別途記載しています。

C　総務・人事労務
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

C1 労働・社会保険実務の
基礎講座　超入門編 升谷　浩樹 氏 4/9（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

〈超入門編〉　様々な基本用語や労働・社会保険制度の「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。

C2
労働・社会保険実務の
基礎講座・春
実践編〈全2回〉

升谷　浩樹 氏 5/14（木）・
21（木）

13：00
〜

17：00
29,330 44,000

〈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、最新の法改正に即して解説。申請用紙等を用いた演
習や実際の書式例を交えて実務を習得します。

⬆ C1と C2をセットでお申し込みの場合、会員　計44,000円、非会員・一般　計66,000円に割引

C3
自社の課題と改革ポイント
を知る「賃金・評価制度」の
見直し・構築講座

升谷　浩樹 氏 4/15（水）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140

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、基本的な施策を中心に事例を紹介し、初めて導入す
る企業様、再構築される企業様に設計・運用ポイントを徹底解
説します。

C4 問題社員トラブル対応と
法律実務 野口　　大 氏 5/21（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

企業法務・人事労務に精通している弁護士が具体的な事例・判例
を挙げながら、会社側・経営者側の立場でトラブル回避の手順や
テクニックを分かりやすく解説します。

C5
初任者のための

「人事・労務管理の基礎講座」
〈全2回〉

升谷　浩樹 氏 6/11（木）・
18（木）

13：00
〜

17：00
29,330 44,000

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。労使トラブル防止
に向け、問題事例、時間外労働、無期転換、そして働き方改革
に関する法令なども併せて説明します。

C6 「定年退職・再雇用」
対応実務講座 升谷　浩樹 氏 7/30（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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
歳まで及び65歳以降の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します。

C7 「時間外労働・未払い残業」
対策講座 升谷　浩樹 氏 9/8（火）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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。

C8
人事担当者が備えるべき
6つの法律トラブル
速習講座

鈴木　蔵人 氏 10/8（木）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140

採用、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルス、懲戒、解雇・退職、
最新の法改正・裁判例の6分野で、起こってからの対応では遅い
労働問題に関する法的知識と判断軸を、よくある紛争の事例や
判例を通じて習得します。

C9
労働・社会保険実務の
基礎講座・秋
実践編〈全2回〉

升谷　浩樹 氏 11/4（水）・
11/11（水）

13：00
〜

17：00
29,330 44,000

〈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、最新の法改正に即して解説。申請用紙等を用いた演
習や実際の書式例を交えて実務を習得します。

C10 人事評価者訓練講座 岡野　隆宏 氏 12/2（水）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140
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。

D　営業・マーケティング
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

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

磯貝　和美 氏 4/9（木）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710

営業職にはお客様との信頼関係を築くため、その基本となるビ
ジネスマナーを身につけることが求められます。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

新名　史典 氏 4/24（金）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710

営業として必要な顧客への配慮、コミュニケーションの取り方、
クレーム対応、顧客視点、自社が提供している価値などについ
て統合的に学び、またワークをふんだんに入れることで、実感い
ただきながら学ぶ講座です。

⬆ D1と D2をセットでお申し込みの場合、会員　計45,040円、非会員・一般　計70,180円に割引

D3 初心者でもできる
営業の進め方講座 渡瀬　　謙 氏 4/22（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

営業ならではの必須ポイントを体得した上で、テクニックやコツ
を習得すれば、営業初心者でも成果を上げられます。いわゆる「営
業」に苦手意識をお持ちの方に、「売れる」実践的なコツをお教
えします。

D4 営業基礎力アップ講座 野口　明美 氏 6/3（水）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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！

D5 営業を楽にする
実践マーケティング講座 岡本　充智 氏 6/9（火）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

営業力向上のためには、ヒアリング技術を高め、本当に必要なマー
ケティング情報を収集し、効果的な営業活動につなげることが必
要です。実践的なマーケティングを、事例と演習を交えて解説し
ます。

D6
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

佐藤　昌弘 氏 10/13（火）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140
今日から実践して結果を出せる「魔法のセールストーク」4つのス
テップを伝授。さらに、見込み客・新規顧客の効果的な探し方、
提案・クロージングの方法など、豊富な実例を交えて解説します。

No 講座名 講　師 開催日時 開催
時刻

受講料（税込）
内　容

会員 特商・一般

D7 危ない企業を見抜く
与信管理実務講座 牧野　和彦 氏 10/22（木）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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。

E　経営実務
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

E1
Excel で今日からできる

「ビジネスデータ分析」
入門講座

住中　光夫 氏 5/26（火）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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

E2 契約のしくみと
法律実務基礎講座 鳥山　半六 氏 6/10（水）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

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。

E3 仕事の質とスピードを高める
【4つの力】向上セミナー 藤井美保代 氏 6/17（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

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な「先読
み力、段取り力、さばき力、巻き込み力」を徹底習得します。明
日から即実践できるよう、豊富な演習と分かりやすい事例を用い
た参加型講座です。

E4
オフィスのモノ・書類・デー
タを片づけ業務効率アップ
を目指す研修

長野　ゆか 氏 7/9（木）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
「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。

　 E5 クレーム電話応対研修 本田　和恵 氏 7/14（火）
13：00

〜
17：00

16,760 25,140

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します。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。

E6 中堅・管理職社員のための
ビジネスマナー復習講座 山田　容子 氏 7/22（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

「今さら聞けない」、「部下指導のために学び直したい」という方
を対象に、ビジネスマナーについて、改めて磨き上げることで、
ワンランク上の対応力を付け、社内外で信頼される社会人を目指
します。

NEW E7 仕事の効率を上げる
「仕事のコントロール術」 福島　清誠 氏 7/28（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

ほんの少しの工夫が、仕事の効率を大きく向上させる！ 中堅社
員を対象に仕事の効率化を図るための「タイムマネジメント」「自
らの行動」「人との協働」における「ほんの少しの工夫」を学び
ます。

E8 心を動かすキャッチコピー
のつくり方講座 堀　美和子 氏 8/26（水）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

「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。

E9 電話応対スキルアップ講座　
基本マナー 阿部　紀子 氏 10/15（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

固定電話での応対が苦手な若年者層も安心して取り組めるように、
基本から応用編まで、事例に応じてペアやグループで実習し、自
信をもって電話応対ができるようにします。

E10 論理的な話し方・指示・
報告の仕方講座 西田　真也 氏 10/20（火）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

聞き手の集中力を切らさずに伝えきる、“ 話す技術 ”をまずは徹
底的に繰り返し、身につけます。加えて、相手に伝える要点をす
ばやく掴み、スピーディに相手に伝えるスキルも繰り返し練習し、
すぐに業務に役立てます。

E11 【伝わる】ビジネス文書＆
メールの書き方講座 菓子田圭子 氏 1/27（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

「相手に伝わり成果が上がる文章力」にねらいを定め、今さら人
に聞けない基本マナーからワンランク上の書く技術までを、演習
を通して実践的に学びます。※別冊「文例集」を進呈します。

E12 業務引継マニュアル
作成講座 森田　圭美 氏 3/11（木）

13：00
〜

17：00
16,760 25,140

社員の職人化、業務のブラックボックス化は、後任者の残業増大、
離職、情報・物品流出等の発生源ともなります。業務引継マニュアル
の作成・運用で業務効率化を図り、身近な内部リスクを未然防止する。

F　財務・ISO
No 講座名 講　師 開催日時 開催

時刻
受講料（税込）

内　容
会員 特商・一般

F1
3回で身につける！
はじめての経理実務
基礎講座

徳野　貴子 氏
6/19（金）・
26（金）・
7/3（金）

13：00
〜

17：00
44,000 66,000

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解説。〈会場はTACなんば校〉

F2 やさしい決算書の
読み方講座 長尾　康行 氏 7/8（水）

10：00
〜

17：00
25,140 37,710

簿記や経理の知識をお持ちの方もそうでない方も、「受講修了直
後から決算書を読める、理解できる」を目標に設定して、各種事
例を紹介しながら、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日〉 中谷　美穂 氏 7/9（木）・

7/16（木）

13：00
〜

17：00
29,330 44,000

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〉

F4 ISO9001内部監査員研修 橋本　佳和 氏 10/7（水）
10：00

〜
17：00

25,140 37,710
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。
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お申込方法　他
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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）

【受講にあたっての注意事項】
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への迷惑行為があった場合、③過去に左記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。

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）
● りそな・大阪営業部 0808726
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ご依頼人番号10ケタ「9080100000」と貴社名をご入力下さい。
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◆自然災害等により、やむを得ず本会議所事業・講座を延期・中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆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ください。
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◆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）A1 （例）新任管理者の果たすべき役割と仕事

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

備考欄（事務局への連絡事項）


