
わかる！できる！かわる！ 大阪商工会議所 講座・研修のご案内

202２年１月～12月までの受講回数に応じて202３年４月以降にご利用いただける講座・研修無料受講券 “サンクスチケット” を進呈！

大商講座・研修をご利用の皆様へお得なお知らせ！

のご案内

大阪商工会議所 人材開発部研修･採用支援担当では、年間100を超える幅広い内容で公開型講座・研修を実施しています。
202２年1～12月の期間中に、これら講座・研修を多数（下記参照）ご利用いただいた会員企業様に、無料受講券“サンクス
チケット202３”を進呈します。(2023年４月～202４年３月開講の講座・研修にご利用いただけます。)

チケットの種類 サンクスチケットには、１日券と半日券の２種類があります

◆ １日券 １枚で会員価格25,140円以下の全日講座（通常10時～17時）
◆ 半日券 １枚で会員価格16,760円以下の半日講座（通常13時～17時）

を１講座１名様無料でご受講できます

１．大阪商工会議所人材開発部研修･採用支援担当が2021年１月～
12月に開催する“サンクスチケット”算定対象講座（裏面参照：案内
状やＨＰに「サンクスチケット対象講座」のロゴのついた講座）の年間
のべ受講回数を弊所にて算定いたします。
2.公開講座には【半日講座】【１日講座】【２日間講座(半日または１
日)】等がありますが算定上はいずれも１回受講いただいたものと計
算させていただきます。但しサンクスチケットを使用し受講いただい
た講座は算定対象外です
3. 「“サンクスチケット2022”配付基準（右表）」に基づき進呈しま
す。進呈時期は2022年１月以降です。“サンクスチケット2022”は
2022年４月～2023年３月開催の講座にご利用いただけます。

年間延べ受講回数
（サンクスチケットを使用し、受講

した回数を除く）

サンクスチケット
進呈数

10～19回 半日券×１枚

20～29回 １日券×１枚

30～39回 １日券×２枚

40～49回 １日券×３枚

50～59回 １日券×５枚

60～69回 1日券×7枚

70回以上 1日券×10枚

2021年度（2021年4月～2022年3月）にご利用いただける“サンクスチケット
2021”は、2020年１～12月を算定期間とし、2021年1月以降に該当企業様に
弊所から直接配布させていただいております。

2022年 2023年 2024年

１～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月

算定対象講座・算定方法

ご入手・ご利用方法

１．サンクスチケットのご入手には申請等のお手続きは不要です。該当企業様には弊所から直接配布させていただきます。

２．サンクスチケットの原本は受講申込用紙を兼ねております。これを使用して対象講座にお申込みいただきますと無料となり

ます。但し、チケットには１枚１枚に通し番号が付番されており、１枚のチケットのご使用は１回のみとなります。

３．サンクスチケットを使用してお申込みされた講座の、開講前２営業日を過ぎてのキャンセルおよび、それによる他講座への

振替はできません（当該サンクスチケットはそのまま無効となります）また、サンクスチケット該当分の受講料領収書は発行い

たしかねます。あらかじめご了承下さい。

４．ご使用できるケースとできないケースは下記のとおりです。

お問合せ 大阪商工会議所人材開発部研修･採用支援担当 ＴＥＬ：０６－６９４４－６４２１

サンクスチケット2023算定期間 サンクスチケット202４算定期間

サンクスチケット2023利用可能期間

ご使用可能

1
日
券

1枚を使用し【半日講座※】を受講 （※差額分の返金はございません）
２枚を使用し【１日の2日間講座】または【半日の2日間講座※】を受講 （※同上）
1枚を使用し【２日間講座】【３日間講座】を受講 ※差額分をご負担お願い申し上げます

半
日
券

１枚を使用し【１日講座】を受講 （※差額分をご負担お願い申し上げます）
1枚を使用し【２日間講座】【３日間講座】を受講 （※同上）

ご使用不可

1
日
券

１日券１枚を使用し【半日講座】を２回受講
１日券１枚を使用し【半日の2日間講座】を受講

他社から譲渡されたサンクスチケットを使用すること
使用済みのサンクスチケットを再使用すること

この場合、受講料の差額分を
ご負担いただきましたら
ご受講可能でございます。

サンクスチケット ロゴ

Thanks Ticket対象講座

Thanks
Ticket
対象講座

大商会員
限定



サンクスチケット2022をご利用いただける2022年度公開講座

表にない講座(年度途中に新たに企画･開催される講座)も対象となる場合がありますので、最新情報はHPをご覧下さい。
講師派遣型研修、大商パソコンカレッジおよびパソコン教室、弊所人材開発部研修･採用支援担当主催以外の講座・研修は対象外です。

4 月開催 新入社員向け研修 

・新入社員基礎（※半日券で受講不可） 

・新入社員ビジネスマナー１日集中／2 日間徹底 

・製造業新入・若手社員のための仕事の基本 

・電話応対マナー徹底トレーニング 

・労働・社会保険実務の基礎 超入門編 

・上司に信頼される！報連相入門 

・ビジネス文書＆メールの書き方 

・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 

・営業マナーと営業基礎力養成 

・営業社員入門 お客様との距離を近づけるコミュニケーション UP 

・新入・若手営業早期戦力化 

 
階層別・コミュニケーション 

総務・人事労務 

財務・ISO 
営業・マーケティング 

経営・実務 

４
月 

・主任・係長養成 

・新任管理者の役割と仕事 

・「賃金・評価制度」の 

見直し・構築 

 ・プレゼン１日集中 

５
月 

・新入社員ビジネスマナー 

 1 日集中／２日間徹底 

・パワハラにならない𠮟り方 

・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 

・人を育てるための実践心理学 

・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 

・はじめての営業 

 基礎力アップ 

 

 

６
月 

・簡潔で要点をまとめた伝え方 

・入社３か月フォローアップ 

・部下の意欲と能力を引き出す 

個別対応スキル 

・自発的に動く組織を作る 

コーチング入門 

・初任者のための「人事・労務 

管理」の基礎＜全 2 回＞ 

・経理実務基礎＜全３回＞ 

・営業を楽にする 

実践マーケティング 

 

・Excel で今日からできる「ビジ

ネスデータ分析」実践 

・仕事の質とスピードを高める

【４つの力】向上 

・プレゼン半日実践 

７
月 

・主任・係長に大切な全方位への 

リーダーシップ向上 

・ハラスメント対策 

・なぜか伝わらない人の話し方改善 

・「定年退職・再雇用」対応実務 

・税務実務基礎＜全２回＞ 

 ・改善力・問題解決力養成 

・オフィスを片づけ 

業務効率アップを目指す 

・クレーム電話応対 

・Zoom プレゼン 

８
月 

・部下を育てるための 

コミュニケーション 
・人事担当者が備えるべき 

６つの法律トラブル速習 

・やさしい決算書の読み方 

・相手の心をつかみ「YES」を 

引き出す！交渉スキル向上 

・エクセル VBA 

入門・基礎＜全３回＞ 

・製品やサービスの質を 

高める 品質工学入門 

・キャッチコピーのつくり方 

・プレゼン１日集中 

９
月 

・仕事段取りと時間管理術 

・主任・係長養成 

・新入社員フォローアップ 

・報連相レベルアップ 

・部長職ステップアップ 

・人間関係改善コミュニケーション 

・内部通報制度の構築・運用の 

失敗に伴う重大トラブル対策 

・人事評価者訓練 

・リスク管理に対応した「与信管

理」の進め方 

 

 

10
月 

・入社半年フォローアップ 

・プレイングマネージャーとしての 

課長の役割と仕事 

  ・電話応対スキルアップ 基本

マナー編 

・論理的思考法の基礎 

・プレゼン半日実践 

 
 

11
月 

・管理職になるまでに身に着けるべ 

き心構えと３つの能力強化 

・女性社員のための仕事術 

・コーチング半日速習 

・労働・社会保険実務の基礎講 

座 実践編・秋＜全２回＞ 

・ISO9001 内部監査員 

・誰でも最強営業マンに変わる 

セールストーク 

・営業マナーと営業力養成 

・ビジネス文書 

＆メールの書き方 

・Excel を使用したビジネス 

統計攻略テクニック基礎 

・プレゼン１日集中 

・Zoom プレゼン 

 
12 

月 

・経営者・上級管理職向け 

ワンランクアップビジネスマナー 

・目標を達成するチームづくり 

・問題社員トラブル対応と 

法律実務 

・ISO14001 内部監査員 

 ・契約の仕組みと 

法律実務基礎 

・OJT 指導者養成 

・伝わる報告・説明・ 

発表の技術 

 
１

月 

・若手３～８年社員 仕事力向上 

・次世代女性リーダー育成 

・人間関係改善コミュニケーション 

・なぜか伝わらない人の話し方改善 

   

２

月 

・入社２～３年社員 仕事の進め方 

・次期管理者のための 

マネジメント力養成 

・人事評価者訓練  ・プレゼン１日集中 

３

月 

・社内講師をする人の教え方   ・業務引継ぎマニュアル作成 

 


