
https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/https://www.kyo.or.jp/jinzai/
京都商工会議所

2021年度版優れた講師陣による多種多様なセミナーを京都の企業のために提供します

京商ビジネススクール

3つの特長
京商ビジネススクール 1 学んだことを現場で即実践可能

2 評価の高いプロ講師を厳選

3 異業種交流の場を提供

年間ガイド



京商ビジネススクール
年間ガイド
2021
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ごあいさつ

　少子高齢化に伴う人口減少や、グローバル化の拡大、テクノロジーの進展
など、企業を取り巻く環境は近年大きな変貌を遂げています。さらに新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、企業経営だけでなく、人の価値観やライ
フスタイルまでが大きく変わろうとしています。

　このような時代や価値観の変化に対応し、京都経済のさらなる成長・発展
を実現するためには、京都のまちや企業、産業が継承・進化させてきた「知恵」
の本質を追求し、独創性あふれる企業や人材が活躍する世界水準の「京都ブ
ランド」を着実に作り上げることが、これまで以上に必要となっています。

　本所では、京都を高める「個性」が、いきいきと輝く『VIVID KYOTO』
をテーマに掲げ、顧客やマーケットの視点で新たな価値を創造する知恵ビジ
ネスの取り組みに磨きをかけるとともに、世界の人々が憧れ、国内外から愛
される「京都ブランド」の確立と、それを支える多様な産業人材の育成に一
層尽力してまいります。

　京商ビジネススクールでは、優れた講師陣によるセミナーや講座を開催し、
個性や知恵を活かすことのできる「自律人財」の育成をサポートしております。
経営力の強化や社員のスキルアップのため、京商ビジネススクールを積極的
に活用いただきますようお願い申し上げます。

京都商工会議所
会頭 塚本　能交
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会員と非会員では受講料が違うのですか？

京都商工会議所会員価格を設けております。

受講キャンセルはできますか？

Q

A

受講キャンセル5営業日前まではできます。
A

Q

よくある質問

詳しくは会員部 研修事業課にお問い合わせいただくか、
webサイトをご参照ください。

個人で申込みができますか？

お申込みは可能です。
A

Q

勤務先が本所会員の場合は、個人の申込みでも会員価
格とさせていただきます。受講される際に、受付で社
員証もしくは名刺など、勤務先がわかるものをご提示
いただく場合がございます。

申込みに締め切りはありますか？

開催日の５営業日前までにお申込みください。
A

Q

原則、セミナー開催日の５営業日前（17時）までにお
申込みください。席に空きがある場合は直前まで受付
けます。満席になった場合はその時点で締め切ります。
受付が完了した方にはセミナー開催の約1週間前に受
講証をメールにて送信いたします。
（メールをお持ちでない方にはFAXにて送信いたします。）

2928 30 31

月日 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
87 9 10 11 12 13
1514 16 17 18 19 20
2221 23 24 25 26 27

セミナー開催日

5営業日前

セミナー開催日
の５営業日前を
過ぎると
キャンセル料が
かかります。

〈例〉

ほとんどのセミナーで、会員価格を設けております。
ご入会いただきますと、会員事業所のすべての従業員
の皆様に会員価格でご参加いただけます。また、会員
限定の講演会などにも無料で参加いただくことができ
ます。

お申込みは こちらから！
https://www.kyo.or.jp/jinzai/

検　索京商ビジネススクール

～3密を避ける運営の工夫や消毒など、安心・安全な環境で開催しています～

新型コロナウイルス感染予防対策について

・会場入口に、消毒液を設置しています

・受付の際に検温を行っています

・受講者にはマスクの着用をお願いしています

・講師及びスタッフはマスク等を着用しています

・会場内換気システムを常時稼働させる他、休憩時には扉を開放します

・他の受講者との座席の間隔をあけるなど、「3密」を避ける運営に努めています

・お昼休憩にはスタッフが机・イス等を消毒します

※新型コロナウイルスの感染状況により変更する場合がございます

受講キャンセルは可能ですが、開催日の５営業日前
（17時）を過ぎてからのキャンセルは受講料の返金を
いたしかねますので、ご了承ください。代理での出席
は可能ですので、その際はお早めに受講者変更の旨を
ご連絡ください。セミナーによってはキャンセル設定
日を独自に設けている場
合があります。受講料未
納の場合は後日請求させ
ていただきます。

定期的な換気ソーシャルディスタンス

消毒の徹底

マスクの着用

検 温

お問合せ／ 京都商工会議所 会員部 研修事業課 e-mail：jinzai@kyo.or.jp TEL： 075ｰ341ｰ9762（〒600ｰ8565 京都市下京区四条通室町東入） 3



定期公開セミナ−早見表

お問合せ／ 京都商工会議所 会員部 研修事業課 e-mail：jinzai@kyo.or.jp TEL：075ｰ341ｰ9762（〒600ｰ8565 京都市下京区四条通室町東入）

階層別研修（６ページ〜）階

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

2日（金） 京の企業合同入社式 階 6

2日（金）
・7日（水）

新入社員研修　
仕事の基本マスターコース 階 6

5日（月）
新入社員研修　
ビジネス電話・文書マスターコース 階 6

6日（火）
新入社員研修　
接遇・ビジネスマナー徹底コース 階 6

8日（木）
新入社員研修　
会社の仕組みマスターコース 階 6

8日（木）
NEW 新入社員研修　
Zoomで学ぶ 仕事の基本（オンライン講座） 階 7

9日（金）
新入社員研修　
プロ意識養成コース 階 6

12日（月）
NEW 新入社員研修　
コンプライアンスマスターコース 階 6

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ
13日（火）

〜6月24日（木） 仕事がはかどる パソコン講座〈第1回〉 テ 16

13日（火）
新入社員研修　
営業マスターコース 階 6

14日（水）
新入社員研修　
製造マスターコース 階 7

15日（木）
新入社員研修　
販売マスターコース 階 7

20日（火） 1日でわかる！はじめての総務・人事実務の基本 職 11

21日（水）
〜26日（月）

新入社員研修　
ビジネスパソコン技能マスターコース 階 7

22日（木） 基礎から学ぶ！頼れる経理担当育成講座 職 11

23日（金）
NEW 新たな生活様式にも対応！
ビジネスマナー研修 テ 12

4月

5月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

13日（木） 新入社員研修1ヵ月フォローアップコース 階 7

18日（火） 新任管理者の役割と心構えを学ぶ基礎講座 階 9

20日（木） NEW 売れているトップ営業の意識と行動 職 10

21日（金）
NEW 業務効率が上がる！
論理的に文章を書くための5ステップ テ 13

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ
24日（月）

〜8月2日（月） 社会人基礎力養成セミナー 階 7

26日（水） SDGsの基本から事業アイデアを創出するセミナー テ 14

27日（木） 社会保険・労働保険の実務講座〈基礎編〉 職 11

28日（金） 社会保険・労働保険の実務講座〈応用編〉 職 11

6月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

1日（火） 女性社員のためのリーダーシップ養成講座 階 8

2日（水） ゼロから学ぶ「契約」の基本 テ 15

4日（金）
NEW 情報システムの基礎知識と
セキュリティ テ 14

8日（火）
NEW 部下育成と指導力を高める
コーチング研修 テ 14

9日（水） 組織を動かす「部下力」の磨き方 階 8

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

15日（火） 若手社員のための段取り力向上セミナー 階 8

24日（木） 貿易実務講座〈基礎編〉 テ 15

25日（金） 貿易実務講座〈応用編〉 テ 15

29日（火）
NEW 売れる製品を作るために
知っておきたい5つのステップ 職 12

7月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

2日（金） 誰でもわかるシンプルな決算書の読み方 テ 15

6日（火）
〜9月28日（火） 仕事がはかどるパソコン講座〈第2回〉 テ 16

7日（水） 次世代リーダーに求められる意識改革と行動変革 階 8

8日（木） 新入社員研修3ヵ月スキルアップコース 階 7

9日（金） NEW 女性社員を成長させる育成・指導法 階 9

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

9日（金） プロっぽく魅せる！ホームページ作成講座〈基礎編1〉 テ 16

13日（火）
NEW 若手社員向け
モチベーションアップ研修 階 8

21日（水）
NEW コンプライアンスの
基礎知識と防止策 テ 15

29日（木）
NEW 不確実な時代をチャンスに変える
戦略的思考法 テ 14

30日（金） プロっぽく魅せる！ホームページ作成講座〈基礎編2〉 テ 16

8月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

3日（火） 職場を活性化するリーダー実践研修 階 9

4日（水）
NEW 売上UPにつながる
簡単ネットマーケティング テ 13

6日（金） プロっぽく魅せる！ホームページ作成講座〈基礎編3〉 テ 16

24日（火） メンバーの本気を引き出す！中堅社員養成研修 階 8

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

25日（水） 経営視点を習得！リーダーのためのMBA講座 階 9

26日（木）
NEW 話がわかりやすくなる
プレゼンテーション テ 15

27日（金） NEW 「人を動かす」3つの交渉テクニック テ 13
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お問合せ／ 京都商工会議所 会員部 研修事業課 e-mail：jinzai@kyo.or.jp TEL： 075ｰ341ｰ9762（〒600ｰ8565 京都市下京区四条通室町東入）

職種別研修（10ページ〜） テーマ別研修（12ページ〜）職 テ

Kyoto Chamber of Commerce and Industry Business school

9月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

2日（木） 信頼関係を高めるタイプ別コミュニケーション研修 テ 14

3日（金）
NEW 成果を上げる若手社員の
「やり抜く力」養成セミナー 階 8

7日（火）
NEW 今の時代を生き抜くための
生涯顧客のつくり方 職 11

9日（木） 主任・係長に求められる役割と心構え 階 8

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

15日（水） 製造現場のリードタイム削減セミナー 職 12

16日（木） 活躍する女性営業育成研修 職 10

29日（水）「報連相」を極める基礎講座 テ 14

3月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

2日（水） 現場や職場のムダを省く5S研修 職 12

3日（木） お客様をファンにするワンランク上の接客実践講座 職 11

4日（金） プロっぽく魅せる！ホームページ作成講座〈基礎編2〉 テ 16

8日（火）
NEW 脳科学で仕事のミスを確実に減らす
生産性向上セミナー テ 13

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

９日（水）
NEW 管理者・先輩社員必見！
新入社員受け入れセミナー 階 10

10日（木） 会社を守るための日常業務に必要な法律知識 テ 15

11日（金） プロっぽく魅せる！ホームページ作成講座〈基礎編3〉 テ 16

10月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

6日（水） 新入社員研修6ヵ月ステップアップコース 階 7

7日（木） 仕事の段取りと時間管理術 テ 13

13日（水）
NEW 仕事がはかどる
ビジネスマナーと職場マナー テ 12

14日（木） 管理者養成　意識改革スパルタ塾 階 9

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ
14日（木）

〜12月14日（火） 仕事がはかどる パソコン講座〈第3回〉 テ 16

19日（火）
NEW 若手社員のための
仕事の進め方養成講座 階 8

20日（水） 問題解決力を高める思考力養成セミナー テ 13

28日（木） 気がきく総務・庶務・秘書スタッフのための基礎実務 職 11

11月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

9日（火） 基礎から学ぶ！総務と経理のポイント 職 11

10日（水） 中堅社員のための「はかどる仕事術」 階 9

16日（火）
NEW 管理者のための
問題解決力向上セミナー 階 10

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

18日（木） やる気と成果を出すための営業の基本徹底セミナー 職 10

19日（金） 斬新な企画が生まれる超アイディア発想術 テ 13

25日（木） 新卒採用を成功させる7つのポイント 職 11

12月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

2日（木） 目標を達成するための財務の正しい活かし方 テ 15

3日（金）
NEW 職場を円滑にするための
コミュニケーション研修 テ 14

7日（火）
NEW 女性リーダーのための
リーダーシップ強化講座 階 10

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

8日（水） NEW 最新版！情報セキュリティ対策研修 テ 14

9日（木） ヒューマンエラーの原因と対策方法 職 12

1月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

11日（火）
〜3月24日（木） 仕事がはかどる パソコン講座〈第4回〉 テ 16

26日（水） 若手女性社員のための仕事力向上セミナー 階 9

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

27日（木） わかりやすい！新規事業の創り方 テ 13

28日（金） ワンランク上のビジネスマナー徹底トレーニング テ 12

2月
開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

3日（木）
NEW 創造的人材になる
ビジネスセンス向上研修 テ 13

4日（金） 営業パフォーマンスを劇的に高める効率化研修 職 10

8日（火）
NEW 成果をあげる
管理者スキルアップセミナー 階 10

9日（水）
NEW 部下・後輩を育てる
コミュニケーション術 テ 14

開催日 セミナータイトル 対象 掲載ページ

17日（木） 若手社員に必要な「5つの力」を徹底強化 階 9

18日（金） プロっぽく魅せる！ホームページ作成講座〈基礎編1〉 テ 16

25日（金） リーダーに求められるティーチングとコーチング 階 9
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タイトル／講　師 研修目的 日　程

基　
本

仕事の基本マスターコース ⑴ビジネスパーソンとしての意識改革を促す
⑵企業人として望まれる姿を学び、自身の道標をつかむ
⑶ビジネスマナーの意義を理解し、基本マナーを習得する

４月２日（金）
10:00〜17:00
４月７日（水）
9:30〜16:30

電
話・文
書

ビジネス電話・文書
マスターコース ⑴ビジネスに必要な「話す」「書く」の基本を身につける

⑵演習で電話対応の基本を体得し、即戦力化を目指す
⑶ビジネス文書とEメールの基本ルールを習得する

４月５日（月）
9:30〜16:30

マ
ナ
ー

接遇・ビジネスマナー徹底コース ⑴演習を通じて接客接遇力（ホスピタリティ）を身につける 
⑵信頼と安心を生み出すコミュニケーションを体得する 
⑶クレームの原因を考え、顧客の満足度を高める

４月６日（火）
9:30〜16:30

会　
社

会社の仕組みマスターコース ⑴会社の組織運営、企業活動について体系的に理解する
⑵会計、財務諸表、事業活動、事業戦略、予算運営について理解する
⑶働くことの意義を理解し、仕事へのモチベーションを高める

４月８日（木）
9:30〜16:30

マ
イ
ン
ド

プロ意識養成コース ⑴周囲の状況をしっかり把握できる観察力を養う
⑵自己を客観視し、強み・弱みを把握する力を体得する
⑶自らの力で前へ進む姿勢を身につける

４月９日（金）
9:30〜16:30

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

コンプライアンスマスターコース ⑴責任ある社会人としての自覚を持つ
⑵何がコンプライアンス違反に当たるかを理解する
⑶無責任な行動が会社や個人に及ぼす影響を学ぶ

４月12日（月）
9:30〜16:30

営　
業

営業マスターコース ⑴営業担当者としての心構えと求められる役割を学ぶ
⑵事例とワークを交えて営業の基本スキルを身につける
⑶自分を成長させるための目標設定のあり方を学ぶ

４月13日（火）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　13,200円b 京都経営者協会・京都経済同友会・京都工業会・
京都府内の商工会議所・商工会　いずれかの会員 �15,400円b 一般　17,600円b

マナー・ソリューション
代表　樋口　ひとみ

一般社団法人ブライトシフト
代表理事　中村　菜津子

ヴォイスシーナ
代表　加藤　しおな

株式会社セントエイブル経営
代表取締役　大塚　直義

株式会社Smart Presen
代表取締役　新名　史典

 里内法律事務所
弁護士　里内　友貴子

New

ビジョナリーソリューションズ
代表　葉田　勉

階層別研修 会場｜特記以外は京都商工会議所で開催　受講料｜すべて消費税込

新入社員研修  〜真のプロフェッショナルを目指して！〜 京都経済４団体共同事業

京の企業合同入社式

４月２日（金）
９：00〜９：40

参加無料

主催者挨拶
京都商工会議所　会頭
株式会社ワコールホールディングス
代表取締役会長
塚本　能交

【講演】
「新入社員に期待する事」

京都商工会議所　副会頭
株式会社村田製作所
代表取締役会長
村田　恒夫

※４月２日の仕事の基本マスターコースの受講とセットになっています。
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階
層
別
研
修

タイトル／講　師 研修目的 日　程

製　
造

製造マスターコース ⑴製造業従事者としてのものづくりの基本と心構えを学ぶ
⑵自身の心がけが作業精度を大きく左右することを理解する
⑶製造業における仕事のやり方を理解し、作業の重要性を学ぶ

４月14日（水）
9:30〜16:30

販　
売

販売マスターコース ⑴販売担当者としての意識を高め、求められる役割を理解する
⑵演習を通して、すぐに実践できるスキルを体得する
⑶自社商品を効果的にアピールする説明の基本を習得する

４月15日（木）
9:30〜16:30

パ
ソ
コ
ン

ビジネスパソコン技能�
マスターコース

⑴業務遂行に欠かすことのできない基本スキルを習得する
⑵文章作成(Word)や売上等の数値管理（Excel）を学ぶ
⑶効果的なビジネス文章等の作成手法を習得する

 【会場】ヒューマンアカデミー京都校

４月21日（水）
４月22日（木）
４月23日（金）
４月26日（月）
9:30〜16:30

オ
ン
ラ
イ
ン

Zoomで学ぶ　仕事の基本�
（オンライン講座） ⑴学生気分を払拭し、会社に参画する働き方とプロ意識を導き出す

⑵仕事の進め方と職場コミュニケーションのとり方を学ぶ
⑶基本マナーを習得し、社会人にふさわしい習慣を身につける

４月８日（木）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　13,200円b 京都経営者協会・京都経済同友会・京都工業会・
京都府内の商工会議所・商工会　いずれかの会員 �15,400円b 一般　17,600円b

新
入
社
員

社会人基礎力養成セミナー

京都産業大学　全学共通教育センター
講師　中尾　憲司

京都産業大学
名誉教授　後藤　文彦

⑴自ら考え、行動し、チームで仕事をする力を身につける
⑵先輩社員との対話を通じてモチベーションアップにつなげる
⑶心理学の視点から自己理解を深め、今後の行動計画を立てる

� ※外部会場　

５月24日（月）
５月25日（火）
６月14日（月）
７月12日（月）
８月２日（月）
9:30〜16:30

受講料（全５回） 京都商工会議所会員　44,000円b 一般　66,000円b

新
入
社
員
フ
ォ
ロ
ー

新入社員研修
１ヵ月フォローアップコース ⑴仕事の基本を再確認し、仕事の本質を学ぶ

⑵入社後の不安を払拭し、仕事や組織の意味を学ぶ
⑶会社や上司からの期待、お客様とは何かを学び、行動変革を促す

５月13日（木）
9:30〜16:30

新入社員研修
３ヵ月スキルアップコース ⑴仕事に必要な「主体性」を学ぶ

⑵知ってるつもりの仕事の基本をスキルに落とし込む
⑶有意義な１年にするための行動目標を設定する

７月８日（木）
9:30〜16:30

新入社員研修
６ヵ月ステップアップコース ⑴責任ある社会人として、仕事に取り組む積極的な姿勢を作る

⑵成果を上げる考え方や具体的行動について理解する
⑶協働して目標達成する力を育む

10月６日（水）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　13,200円b 一般　17,600円b

株式会社バリューシンク
代表取締役　林　浩史

株式会社ワコールキャリアサービス
マナー講師　大野　有紀枝

ヒューマンアカデミー
講師　北島　謙一郎

 株式会社ウィズネス
代表取締役　本田　妃世

New

ビジョナリーソリューションズ
代表　葉田　勉

ヒュマナップ
代表　福島　清誠

オフィスリファイン
代表　桑田　朋美
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タイトル／講　師 研修目的 日　程

若
手
・
中
堅
社
員

女性社員のためのリーダーシップ
養成講座 ⑴自身も周囲も活かすリーダーシップの考え方とスキルを学ぶ

⑵仕事や会社を見る視野を広げ、状況対応力を高める
⑶実習や意見交換を通して、参加者の交流や相互刺激を促す

６月１日（火）
9:30〜16:30

組織を動かす「部下力」の磨き方 ⑴仕事を効率的に進めるために必要なスキルを身につける
⑵上司や周囲との円滑なコミュニケーションスキルを身につける
⑶利害関係が対立する人々との交渉力を身につける

６月９日（水）
9:30〜16:30

若手社員のための
段取り力向上セミナー ⑴業務のムダを省き、生産性を意識した仕事の進め方を理解する

⑵業務に振り回されず、的確に優先順位をつける判断力を養う
⑶習得した段取り法を職場で実現するための巻き込み力を身につける

６月15日（火）
9:30〜16:30

次世代リーダーに求められる
意識改革と行動変革 ⑴次世代リーダーとして会社から期待されている役割を理解する

⑵自身の行動特性上の強み・弱みを把握する
⑶リーダーに求められる５つの役割と７つの行動特性を理解する

７月７日（水）
9:30〜16:30

若手社員向け
モチベーションアップ研修 ⑴自身の強みと弱みを明確にし、より強みを発揮する方法を学ぶ

⑵自身と周りのモチベーションを上げる方法を学ぶ
⑶チームのモチベーションを上げることに貢献するスキルとマインドを学ぶ

７月13日（火）
9:30〜16:30

メンバーの本気を引き出す！
中堅社員養成研修 ⑴「成果を出すチームとは何か」を正しく理解する　

⑵メンバーの本気を引き出すチームビルディングを習得する　
⑶机上ではなく現場で使える実戦的なフレームワークを磨く

８月24日（火）
9:30〜16:30

成果を上げる若手社員の
「やり抜く力」養成セミナー ⑴仕事力を向上させる学習方法を学ぶ

⑵日々の地道な努力が成果を変えることを知る
⑶成果を上げるための努力につながる行動を学ぶ

９月３日（金）
9:30〜16:30

主任・係長に求められる役割と心構え ⑴主任・係長に求められる上司補佐・フォロワーシップを理解する
⑵部下に対するリーダーシップ・部下育成を理解する
⑶キャリアを見つめ直し、目指すべきキャリア像を描く

９月９日（木）
9:30〜16:30

若手社員のための
仕事の進め方養成講座 ⑴上司や周囲に対する報連相のやり方を体得する

⑵順序立てて考える論理的な思考力を理解する
⑶あらゆる業務において仕事の段取り力を高める

10月19日（火）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

有限会社オフィスウエダ　
代表取締役　上田　実千代

株式会社Smart Presen
代表取締役　新名　史典

株式会社ビジネスプラスサポート　
人財育成プロデューサー　岡　亜希菜

ビジネス ディベロップ サポート
代表　大軽　俊史

 株式会社オフィスムーブ　
代表取締役　濵田　美雪

New

 株式会社タバネル　
代表取締役　奥田　和広

 Office 178　
代表　稲葉　真二

New

株式会社マネジメント・ラーニング　
代表取締役　久保田　康司

 有限会社コノジャパン　
代表取締役　河野　通陽

New
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階
層
別
研
修

タイトル／講　師 研修目的 日　程

若
手
・
中
堅
社
員

中堅社員のための「はかどる仕事術」 ⑴組織の中核メンバーとして求められる役割を認識する
⑵職場の問題を解決する力、効率的に仕事を行うスキルを学ぶ
⑶良好な関係を構築するコミュニケーション力を身につける

11月10日（水）
9:30〜16:30

若手女性社員のための
仕事力向上セミナー ⑴女性の特性を理解して仕事力を高める

⑵生産性を上げるタイムマネジメントを身につける
⑶周囲を上手く巻き込むコミュニケーション力を伸ばす

2022年
１月26日（水）
9:30〜16:30

若手社員に必要な「５つの力」を徹底強化 ⑴甘えを断ち切り、「プロ社員」としての気概を醸成する
⑵意識改革・行動革新を図るための「きっかけ」にする
⑶自己の可能性を信じ、これから「やるべきこと」を明確にする

2022年
２月17日（木）
9:30〜16:30

リーダーに求められる
ティーチングとコーチング ⑴ティーチングとコーチングの違いを理解する

⑵部下と良好な関係を築くコミュニケーション力を体得する
⑶部下のやる気を引き出すコーチングスキルを学ぶ

2022年
２月25日（金）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

管
理
者

新任管理者の役割と心構えを学ぶ
基礎講座 ⑴自分らしいリーダーシップを確立する

⑵部下を育成するコミュニケーションスキルを学ぶ　
⑶強い組織を作るための基本を習得する

５月18日（火）
9:30〜16:30

女性社員を成長させる育成・指導法 ⑴女性活躍のトレンドやメリットを理解し育成に結びつける
⑵活躍する女性社員を育成するマネジメントスキルを身につける
⑶今の時代に合ったコミュニケーション術を学び、明日から活かす

７月９日（金）
9:30〜16:30

職場を活性化するリーダー実践研修 ⑴組織を活性化し、元気な職場を実現する思考法と行動を学ぶ
⑵「アメとムチ」に頼らない主体性を引出す動機付けの方法を学ぶ
⑶部下との信頼構築法を学び、パワーハラスメントを防止する

８月３日（火）
9:30〜16:30

経営視点を習得！
リーダーのためのMBA講座 ⑴リーダーに必要な経営戦略を考える勘どころをつかむ

⑵管理職に必要な問題解決の手法を身につける
⑶経営計画立案に必要なフレームワーク思考を体得する

８月25日（水）
9:30〜16:30

管理者養成　意識改革スパルタ塾 ⑴頭で「解る」から体で「行動する」までの実践方法を学ぶ
⑵リーダーに必要な５つの着眼点で知恵の出し方を理解する
⑶翌日から使える行動のヒントを得る

10月14日（木）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　22,000円b 一般　33,000円b

わーく・ラボ
代表　細井　成

ALive
代表　川北　麻紀

N＆Ｋネットワーク　
代表　天崎　啓一

株式会社チェンジ・アップ　
代表取締役　荒尾　千春

 株式会社オフィスムーブ
代表取締役　濵田　美雪

 株式会社プラウド
代表取締役社長　山本　幸美

New

株式会社ビズパワーズ　
代表取締役　柳瀬　智雄

 
オガワ経営事務所　

代表　小川　雅弘

クリーク大阪社労士事務所
教育訓練トレーナー　入江　幸男
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タイトル／講　師 研修目的 日　程

管理者のための問題解決力向上セミナー ⑴上司や部下と良好な関係を築き、信頼される管理者となる
⑵思い込みにとらわれず、俯瞰的・論理的な思考力を身につける
⑶対社内・対社外の問題を解決する調整力・交渉力を身につける

11月16日（火）
9:30〜16:30

女性リーダーのための
リーダーシップ強化講座 ⑴リーダーの役割やリーダーシップとは何かを理解する

⑵自分らしくリーダーシップを発揮する方法について学ぶ
⑶部下やメンバーのやる気を引き出す関わり方を体得する

12月７日（火）
9:30〜16:30

成果をあげる
管理者スキルアップセミナー ⑴管理者に求められる役割を再認識する

⑵部署内外の諸問題に適切に対処する問題解決手法を習得する
⑶部下を動かし、育てるためのコミュニケーション手法を習得する

2022年
２月８日（火）
9:30〜16:30

管理者・先輩社員必見！
新入社員受け入れセミナー ⑴新入社員とのかかわり方、コミュニケーションの不安を解決する

⑵コーチング・人を成長させる指導法・１対１面談の基本を身につける
⑶新入社員のモチベーションや安心感の高め方を学び、早期離職を防ぐ

2022年
３月９日（水）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　22,000円b 一般　33,000円b

 株式会社マネジメント・ラーニング
代表取締役　久保田　康司

New

 FAITH（フェイス）
　　　代表　小川　由佳

New

 株式会社イデア・ビジネスクリエイト
代表取締役　井原　準哉

New

 株式会社宙
代表取締役　栗栖　佳子

New

職種別研修 会場｜特記以外は京都商工会議所で開催　受講料｜すべて消費税込

タイトル／講　師 研修目的 日　程

営　
業

売れているトップ営業の意識と行動 ⑴営業の苦手意識を克服する
⑵売れているトップ営業パーソンの行動を学ぶ
⑶即実践できるスキルを身につける

５月20日（木）
9:30〜16:30

活躍する女性営業育成研修 ⑴活躍する女性営業の特徴を知りお客様から信頼される秘訣を学ぶ
⑵女性ならではの悩みを払拭し自信を持って営業できるマインドを学ぶ
⑶女性ならではのコミュニケーション法を身につけて売上につなげる

９月16日（木）
9:30〜16:30

やる気と成果を出すための
営業の基本徹底セミナー ⑴営業担当者に必要な心構えや視点、役割を学ぶ

⑵営業担当者に必要な基本マナーを徹底的に学習する
⑶訪問や調査、商談までの基礎テクニックを学習する

11月18日（木）
9:30〜16:30

営業パフォーマンスを劇的に高める�
効率化研修 ⑴日々の営業活動の中に潜む「ムダ」の発見と除去方法を習得する　

⑵営業部門の生産性向上を組織で推進する方法を学ぶ　
⑶働き方改革が即実践できる営業ムダとり®メソッドを理解する

2022年
２月４日（金）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

 株式会社セルフ・インプルーブ　
代表取締役　和田　勉

New

 株式会社プラウド　
代表取締役社長　山本　幸美

ビジョナリーソリューションズ　
代表　葉田　勉

「営業ムダとり」®
コンサルタント　世古　誠
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職
種
別
研
修

タイトル／講　師 研修目的 日　程

総
務
・
人
事
・
経
理

１日でわかる！
はじめての総務・人事実務の基本 ⑴企業における総務・人事の役割・位置づけを理解する

⑵総務・人事の基礎的な実務の概要を学ぶ
⑶業務に必要な法律や制度について知る

４月20日（火）
9:30〜16:30

基礎から学ぶ！
頼れる経理担当育成講座 ⑴会社の業務全体を理解した上で、経理の仕事の基礎を学ぶ

⑵業務カレンダーで毎日、毎月、毎年の仕事を具体的に理解する
⑶経理の仕事への意識を高める

４月22日（木）
9:30〜16:30

社会保険・労働保険の実務講座
〈基礎編〉 ⑴社会保険・労働保険に必須の知識を身につける

⑵ミスなく手続きを行うためのポイントを理解する
⑶実物の書類を見て、各手続きの流れを理解する

５月27日（木）
9:30〜16:30

社会保険・労働保険の実務講座
〈応用編〉 ⑴社員からの問い合わせに対応できる知識を身につける

⑵スムーズな処理を行うための方法とポイントを理解する
⑶実際に書類を書いてみることで理解を深める

５月28日（金）
9:30〜16:30

気がきく総務・庶務・秘書スタッフの
ための基礎実務 ⑴総務は「企業の土台」という心構えや基礎的な実務を習得する

⑵「企業の顔」としてのイメージを上げる応対や気配りを学ぶ
⑶サポート機能を発揮し、貢献意識の高い仕事を目指す

10月28日（木）
9:30〜16:30

基礎から学ぶ！総務と経理のポイント ⑴社会保険と労働保険の仕組みと手続きを学ぶ
⑵給料と賞与からの源泉徴収と年末調整の手続きを学ぶ
⑶経理業務の留意点を学ぶ

11月９日（火）
9:30〜16:30

新卒採用を成功させる
７つのポイント ⑴自社に合った戦略的な新卒採用の方法を学ぶ

⑵採りたい学生を採用できる「会社説明会・選考」方法を学ぶ
⑶非常に重要な「内定辞退防止」方法を学ぶ

11月25日（木）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

接
客
・
販
売

今の時代を生き抜くための
生涯顧客のつくり方 ⑴安全を確保し顧客に寄り添いながらファンをつくる方法を学ぶ

⑵顧客の意識変化を理解し期待を超えるサービスの心得を習得する
⑶売り上げアップにつながる価値の高め方を学ぶ

９月７日（火）
9:30〜16:30

お客様をファンにする
ワンランク上の接客実践講座 ⑴お客様が心を開く傾聴力のポイントを習得する

⑵品格や人となりを映し出す心理的なポイントを習得する
⑶お客様がファン化するノウハウを習得する

2022年
３月３日（木）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

髙橋佳子社会保険労務士事務所　
特定社会保険労務士　髙橋　佳子

伊藤弥生公認会計士事務所・結税理士法人　
代表　伊藤　弥生

有限会社イマジン　
代表　原田　孝一朗

有限会社イマジン　
代表　原田　孝一朗

株式会社ソフィアパートナーズ　
代表取締役　増谷　淳子

國谷公認会計士・税理士事務所　
公認会計士・税理士　國谷　和正

 株式会社ウィン・キャリアリサーチ　
代表取締役　石原　勝次郎

 株式会社HAYASHIDA-CS総研　
代表取締役　柿原　まゆみ

New

ヴォイスシーナ　
代表　加藤　しおな
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タイトル／講　師 研修目的 日　程

マ
ナ
ー

新たな生活様式にも対応！
ビジネスマナー研修 ⑴時代に応じたビジネスマナーを基本から再認識する

⑵マナーの本質と心を理解して徹底演習し、即実践につなげる
⑶自信とやりがいを持って業務に取り組み、信頼される人になる

４月23日（金）
9:30〜16:30

仕事がはかどる
ビジネスマナーと職場マナー ⑴ビジネスマナーを学び、正しい習慣を身につける

⑵職場内マナーを点検し、けじめある関係づくりに役立てる
⑶指導方法を学び、マナーの職場定着に役立てる

10月13日（水）
9:30〜16:30

ワンランク上の
ビジネスマナー徹底トレーニング ⑴人間関係を良くするビジネスマナーと気配りを学ぶ

⑵言葉遣いや会話術・メールのマナーを実践的に学ぶ
⑶場面に応じた電話応対、接遇応対をトレーニングする

2022年
１月28日（金）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

 株式会社Nao　
代表取締役　平川　直央子

New

 株式会社ウィズネス　
代表取締役　本田　妃世

New

ハートリンク　
代表　阿部　紀子

テーマ別研修 会場｜特記以外は京都商工会議所で開催　受講料｜すべて消費税込

タイトル／講　師 研修目的 日　程

製　
造

売れる製品を作るために
知っておきたい５つのステップ ⑴売れる製品づくりの基本を学ぶ

⑵自社技術を価値創造に役立てるための考え方と手法を身につける
⑶技術を起点に事業変革・創造を実現する組織と仕組みを理解する

６月29日（火）
9:30〜16:30

製造現場のリードタイム削減セミナー ⑴現場最前線の製造リードタイムの削減手法を実践的に学ぶ　
⑵モノと情報の流れのプロセスを短くできる実践手法を身につける
⑶自社の問題や改善点を演習の中で具体的に学ぶ

９月15日（水）
9:30〜16:30

ヒューマンエラーの原因と対策方法 ⑴ミスが起きにくい仕事の仕方を理解する
⑵ミスが起きても問題にならない方法を理解する
⑶ミスを防ぐ方法を演習で実践的に理解する

12月９日（木）
9:30〜16:30

現場や職場のムダを省く５S研修 ⑴5S活動そのものは目的でなく、目的を達成する手段と理解する
⑵5S活動を推進して、業務を効率化していく重要性を理解する
⑶自社の5S活動の現状を認識し、効果的な5Sに変える方法を知る

2022年
３月２日（水）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

 アイマーケ株式会社　
代表取締役　石川　憲昭

New

 株式会社創研　
代表取締役　西原　裕

株式会社アイリンク
代表取締役　照井　清一

株式会社バリューシンク
代表取締役　林　浩史
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テ
ー
マ
別
研
修

タイトル／講　師 研修目的 日　程

ビ
ジ
ネ
ス
マ
イ
ン
ド

業務効率が上がる！論理的に文章を
書くための５ステップ ⑴人に伝わる論理的な文章の作成方法を体得する

⑵属人的な知恵や業務をマニュアル化する能力を身につける
⑶情報を的確に受発信する力を高め、業務生産性を高める

５月21日（金）
9:30〜16:30

「人を動かす」３つの交渉テクニック ⑴人を動かす人間力を高め、成果を上げるビジネスパーソンとなる
⑵困難を乗り越える「デール・カーネギーの原則」を体得する
⑶反対者を賛同者に変える技術を習得する

８月27日（金）
9:30〜16:30

仕事の段取りと時間管理術 ⑴業務効率を上げるための段取り術を身につける
⑵ワークを通して日々の仕事の進め方の課題を知る
⑶生産性向上のポイントと成果に直結するアクションを知る

10月７日（木）
9:30〜16:30

問題解決力を高める
思考力養成セミナー ⑴ロジカルで柔軟な発想力を身につけることで思考の幅を広げる

⑵ロジカルで突破できない問題を解決する力を身につける
⑶ロジカルとラテラルの思考を使い分けることを理解する

10月20日（水）
9:30〜16:30

斬新な企画が生まれる
超アイディア発想術 ⑴創造する力、発想する力を身につける

⑵自由に幅広く、様々な視点から事物を見るスキルを身につける
⑶イノベーションを自社に着地させるそのプロセスを学ぶ

11月19日（金）
9:30〜16:30

創造的人材になる
ビジネスセンス向上研修 ⑴常識や思い込みなどを「ゼロにする力」が身につく

⑵まったくのゼロから新たな価値を「生む力」を体得する
⑶計画通りいかない事業を「修正する力」を向上させる

2022年
２月３日（木）
9:30〜16:30

脳科学で仕事のミスを確実に減らす
生産性向上セミナー ⑴ミスが起きる原因を理解する

⑵ミスを減らす記憶術を体得する
⑶ミスの原因になる感情のコントロール術を身につける

2022年
３月８日（火）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

売上UPにつながる
簡単ネットマーケティング ⑴簡単な分析でリアルなお客様が見えてくる

⑵お客様とよりよい関係を継続できるSNS活用法を習得する
⑶ECだけじゃない商売に使えるネット活用法を習得する

８月４日（水）
9:30〜16:30

わかりやすい！新規事業の創り方 ⑴アイデアを収益に変える発想法や仕組み作りを体得する
⑵新規事業の創造に欠かせないビジネスモデルが設計できる
⑶効果的・効率的な新規事業創造の進め方が実践できる

2022年
１月27日（木）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

 
公益財団法人日本漢字能力検定協会　

　　花本　直和

New

 
デール・カーネギー・トレーニング 西日本　

代表　北郷　和也

New

株式会社マネジメントサーブ　
代表取締役　武田　康裕

 
株式会社リフェイス　

代表取締役　中村　佳織

 有限会社P.S.コンサルティング　
代表取締役　大元　相

 
ヴィ・ホライズン株式会社　
代表取締役　岡田  裕之

New

 
教育entertainment株式会社　

代表取締役社長　伊東　泰司

New

 中山茂マーケティングデザイン株式会社　
代表取締役　中山　茂

New

 
未来創造総研合同会社　
代表　西田　泰典
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タイトル／講　師 研修目的 日　程

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

部下育成と指導力を高める
コーチング研修 ⑴新人・若手社員への理解が深まり、適切な接し方が分かる

⑵コーチングを学ぶことで、人に応じた指導・育成法が身につく
⑶新人・若手社員の指導・育成を通じて、自身の成長につながる

６月８日（火）
9:30〜16:30

信頼関係を高める
タイプ別コミュニケーション研修 ⑴相手との意思疎通をストレスなくできるようになる

⑵相手に効果的な言葉をかけ、信頼関係を築けるようになる
⑶相手の心を刺激するアプローチ方法を知る

９月２日（木）
9:30〜16:30

「報連相」を極める基礎講座 ⑴「報告」「連絡」「相談」の役割やポイントを明確にする
⑵「報連相」の質を上げるために必要な「受命」方法を学ぶ
⑶「報告」に必要なフレームをロールプレイで理解する

９月29日（水）
9:30〜16:30

職場を円滑にするための
コミュニケーション研修 ⑴自身のコミュニケーションを総合的に再確認する

⑵自身のコミュニケーションスタイルを知り、極める
⑶コミュニケーションを活かし社内外への貢献力を高める

12月３日（金）
9:30〜16:30

部下・後輩を育てる
コミュニケーション術 ⑴リーダーや先輩社員としての役割と責任を確認する

⑵メンバーの育成とやる気づくりのスキルを習得する
⑶チームを強化するコミュニケーションのあり方を理解する

2022年
２月９日（水）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

ビ
ジ
ネ
ス
ト
レ
ン
ド

SDGsの基本から
事業アイデアを創出するセミナー ⑴2030年までの世界をシミュレーションし、SDGsの本質を学ぶ

⑵SDGs先進国の原理原則を学び、事業創出の考え方を知る
⑶自社が社会に与える影響を確認し、新たな事業アイデアを創る

５月26日（水）
9:30〜16:30

不確実な時代をチャンスに変える
戦略的思考法 ⑴予測しきれない未来への対応策や新規アイデア創出等を学ぶ

⑵自社に影響する外部環境のとらえ方、視点を学ぶ
⑶受講者同士の多様性を活かし複数の起こりうる未来を考える

７月29日（木）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

Ｉ　
Ｔ

情報システムの
基礎知識とセキュリティ ⑴情報システムの基礎知識が身につく

⑵情報セキュリティの考え方や対応策を理解する
⑶業務効率化のためのシステム戦略を理解する

６月４日（金）
9:30〜16:30

最新版！情報セキュリティ対策研修 ⑴事故事例から情報セキュリティの重要性を理解する
⑵情報セキュリティに取り組むための勘所を理解する
⑶自社の情報セキュリティレベルを診断する方法を体得する

12月８日（水）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

 コーチングオフィス　クラリオン　
代表　大木　孝仁

New

Marble Innovation　
代表　松尾　久美子

株式会社ワークセッション
代表取締役　鈴木　泰詩

 
ソーシャルスキル・プログラム合同会社　

代表　吉田　真知子

New

 株式会社ウィズネス　
代表取締役　本田　妃世

New

SA・KURA企画事務所
代表　橋本　かおり

 ウィズ・グロー　
代表　山中　智香

New

 
インクレセント　

代表　山本　真奈美

New

 
ジーブレイン株式会社

取締役　太田　利次

New
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テ
ー
マ
別
研
修

タイトル／講　師 研修目的 日　程
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

話がわかりやすくなる
プレゼンテーション ⑴「一度聞くだけでわかりやすい話」とは何かを理解する

⑵心が動き、行動に結びつく話し方を学ぶ
⑶聴き取りやすい声にするための方法を知る

８月26日（木）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

法　
律

ゼロから学ぶ「契約」の基本 ⑴知っておくべき契約の基礎知識を確認する
⑵契約書作成のための手順を理解する
⑶契約書内容のチェックポイントを学ぶ

６月２日（水）
9:30〜16:30

コンプライアンスの基礎知識と防止策 ⑴コンプライアンスが重視されるようになった背景を理解する
⑵違反事例を自分ごととして考え、予防策を身につける
⑶トラブル事例の解決法を検討する

７月21日（水）
9:30〜16:30

会社を守るための
日常業務に必要な法律知識 ⑴「コンプライアンス」の真の意味を理解する

⑵社員をめぐるトラブルを防止する術を身につける
⑶取引先をめぐるトラブルを防止する

2022年
３月10日（木）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

財　
務

誰でもわかる
シンプルな決算書の読み方 ⑴数字が苦手でも楽しく決算書を読み解くことができる

⑵簿記も財務分析も使わず、お金の流れを理解する
⑶常にコストを意識して、物事を分析できるようになる

７月２日（金）
9:30〜16:30

目標を達成するための
財務の正しい活かし方 ⑴決算書などの会社の数字を理解する

⑵数字に基づいた客観的な業績管理の方法を理解する
⑶テーマごとの分析手法を身につけ、採算に対する意識を高める

12月２日（木）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

貿　
易

貿易実務講座〈基礎編〉 ⑴輸出入ビジネスの流れを理解する
⑵作成演習で貿易書類の理解を深める
⑶インコタームズ・決済・国際物流を理解して実務に活かす

６月24日（木）
9:30〜16:30

貿易実務講座〈応用編〉 ⑴輸出入ビジネスで求められる書類作成能力と交渉力を磨く
⑵生じうる問題やクレームに対応し、解決する力を養う
⑶メガFTA時代を勝ち抜く戦略を学び、グローバルに活躍する 

実務者を目指す

６月25日（金）
9:30〜16:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　19,800円b 一般　29,700円b

 株式会社チェンジ・アップ　
代表取締役　荒尾　千春

New

烏丸法律事務所
パートナー弁護士　浅井　悠太

 
坂口俊幸法律事務所　代表　

弁護士・税理士　坂口　俊幸

New

野口＆パートナーズ・コンサルティング株式会社　
コンサルタント　近藤　秀一

税理士法人アクセス　
代表社員　鈴木　浩文

 
石橋経営会計事務所　

所長　石橋　研一

国際行政書士事務所H&J コンサルティング　
代表　植村　浩康

国際行政書士事務所H&J コンサルティング　
代表　植村　浩康
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ISO等各規格の導入に際しての「ご相談」から
「認証取得の支援」まで総合的にお手伝いいたします。
また、内部監査員養成や社内勉強会などの支援や
シンプル化・維持・改善などについてもご相談ください。

■ ISO、Pマーク等の認証取得支援サービス

●ISO関連内容でのオーダーメイド研修も実施します

支援対象の主な規格 特　徴

ISO9001 ●企業規模、業態に合わせたマネジメントシステム構築を提案します
●企業経営に活かせるマネジメントシステム作りを支援します
●経験、実績が豊かなコンサルタントにより、懇切、丁寧に指導します

ISO14001

ISO/FSSC22000

ISO45001

ISO27001 ※費用面については、コンサルティング支援を希望される規格や、
会社規模、業種、取得範囲などにより異なります。
※左記以外の規格についてもコンサルティング支援を行っています。

ISO39001

JISQ15001

品質マネジメントシステム

環境マネジメントシステム

食品安全マネジメントシステム

労働安全衛生マネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステム

道路交通安全マネジメントシステム

個人情報保護マネジメントシステム

各種認証取得のための支援（ISO）、コンサルティング

規格変更にも対応！！

会員限定

お問合せ／ 京都商工会議所 会員部 研修事業課 e-mail：jinzai@kyo.or.jp TEL： 075ｰ341ｰ9762（〒600ｰ8565 京都市下京区四条通室町東入）

タイトル／講　師 研修目的 日　程

パ
ソ
コ
ン

プロっぽく魅せる！
ホームページ作成講座
〈基礎編１・２・３〉

３日間でスマホ対応のウェブサイト制作を目指
します。また、ソフトに依存しないホームページ
の基本から簡単なページ作成方法や更新までを
学びます。　※１コースから受講可能です。

　【会場】�ヒューマンアカデミー京都校
（京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670

京都フクトクビルディング３F）

〈基礎編１〉７月９日（金）
〈基礎編２〉７月30日（金）
〈基礎編３〉８月６日（金）

2022年
〈基礎編１〉２月18日（金）
〈基礎編２〉３月４日（金）
〈基礎編３〉３月11日（金）

10:00〜17:00

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　17,600円b 一般　26,400円b　　※複数コース受講の場合は割引あり

仕事がはかどる パソコン講座
仕事帰りに学ぶ、業務効率アップのためのパソ
コンスキル習得講座。Word、 Excelとそれぞれ
のレベルに応じたコース設定になっております。

⃝Word活用コース（全３回）
⃝Excel入門コース（全２回）
⃝Excel活用コースⅠ 〜関数基礎編〜（全２回）
⃝Excel活用コースⅡ 〜関数応用変〜（全３回）
⃝Excel活用コースⅢ 〜データベース編〜（全２回）

　【会場】�ヒューマンアカデミー京都校
（京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670

京都フクトクビルディング３F）

夜 間
〈第１回〉
４月13日（火）〜６月24日（木）

〈第２回〉
７月６日（火）〜９月28日（火）

〈第３回〉
10月14日（木）〜12月14日（火）

〈第４回〉2022年
１月11日（火）〜３月24日（木）

18:30〜21:30

受講料（１コ−ス） 京都商工会議所会員　16,500円b～ 一般　24,750円b～　　※コースによって受講料が異なります

デジタルクリエイトseed企画　
代表　河原　久美子

ヒューマンアカデミー　
講師　北島　謙一郎
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ISO等各規格の導入に際しての「ご相談」から
「認証取得の支援」まで総合的にお手伝いいたします。
また、内部監査員養成や社内勉強会などの支援や
シンプル化・維持・改善などについてもご相談ください。

■ ISO、Pマーク等の認証取得支援サービス

●ISO関連内容でのオーダーメイド研修も実施します

支援対象の主な規格 特　徴

ISO9001 ●企業規模、業態に合わせたマネジメントシステム構築を提案します
●企業経営に活かせるマネジメントシステム作りを支援します
●経験、実績が豊かなコンサルタントにより、懇切、丁寧に指導します

ISO14001

ISO/FSSC22000

ISO45001

ISO27001 ※費用面については、コンサルティング支援を希望される規格や、
会社規模、業種、取得範囲などにより異なります。
※左記以外の規格についてもコンサルティング支援を行っています。

ISO39001

JISQ15001

品質マネジメントシステム

環境マネジメントシステム

食品安全マネジメントシステム

労働安全衛生マネジメントシステム

情報セキュリティマネジメントシステム

道路交通安全マネジメントシステム

個人情報保護マネジメントシステム

各種認証取得のための支援（ISO）、コンサルティング

規格変更にも対応！！

　京都検定は京都商工会議所が主催する独自の検定試験で、毎年12月の第２日曜日に実施しています。
　京都市民・府民、全国の京都ファンだけでなく、京都で活躍する経営者や、従業員の方々にも多数ご受験い
ただいています。10名以上の団体でお申込みいただくと、受験料や関連書籍が割引となる制度もあり、会社や
部署単位の団体受験も好評です。詳しくは、公式ホームページをご覧ください。

京都通度を認定、
京都好きを大好きに！
京都に関する歴史、文化、産業、暮らしなど多分野にわたり、
京都通度を認定する検定試験です。

ビジネスに役立つ色彩の知識を身につける カラーコーディネーター
仕事に必要な法律知識が身につく ビジネス実務法務

プロといわれる専門スキル

職場で必要なメンタルヘルスケアの知識を習得 メンタルヘルスマネジメント
暮らしやすい住環境を提案するための医療・福祉 福祉住環境コーディネーター
多様化する環境問題に関する知識を身につける 環境社会（eco検定）
思考力や集中力、記憶力を高めるのに最適な資格 日商珠算（そろばん）

現代社会に対応する知識

コスト管理や財務分析に役立つ日商簿記（２・３級、初級、原価計算）

そのほか、文書作成やデータ活用、プレゼン資料作成、プログラミングなどの
パソコン関係の検定試験があります。

接客マナーや商品知識からマーケティング、経営管理手法などの知識を身につける流通業界の
公的資格リテールマーケティング（販売士）

その他ネット検定

「資格」を強みに夢をつかもう！

資格取得は、自分の夢や目標に近づくチャンスです。
就職、転職、キャリアアップといった皆様の夢の実現のためにご活用ください。

ビジネスパーソンの基礎知識
コスト管理や財務分析に役立つ日商簿記（１、２、３級）※２、３級はネット検定も実施します。
財務諸表の情報を活用できるノウハウを身につける ビジネス会計

京商　検定 検 索

検定試験

京都に詳しくなりおもてなしできる人

3級 京都の歴史・文化などについて
基本的な知識レベル 1級 京都の歴史･文化などについて

高度な知識レベル2級 京都の歴史・文化などについて
やや高度な知識レベル

お問合せ／ 京都商工会議所 会員部 検定事業課 e-mail：school@kyo.or.jp TEL： 075ｰ341ｰ9765（〒600ｰ8565 京都市下京区四条通室町東入） 17



オンライン ビジネス英会話

※ 本サービスは、全研本社株式会社が提供する「リンゲージスピーク」を利用します。申込ページは京都商工会議所の外部リンクとなりますのでご了承ください。
※無料体験をされる場合は一度上記サイトを離れますが、京都商工会議所特別価格での受講を希望される場合は、必ず上記サイトに戻ってからお申込みください。
※教材発送の都合上、原則として受講開始希望日の15営業日前までにお申し込みください。

安心して受講できる理由があります
［充実の講師と通信環境］
難関の採用試験を突破しトレー
ニングを積んだフィリピン人講
師によるレッスン。講師は通信
環境の整ったオフィスからアク
セスするので、音声も良好です。

［便利な受講管理機能］
学習の進捗状況、テスト結果、
講師からのフィードバックなど、
受講状況や学習効果をしっかり
管理できます。

［信頼のメソッド］
学習には、事前学習と１回25分
のオンラインレッスンを組み合
わせたカリキュラムをご用意。
全国の企業研修で成果が証明されたものを使用します
ので、無駄なく無理なく学べます。

［幅広いレッスン時間帯］
■平日 5：00〜24：00
■土曜 10：00〜24：00
■日曜 10：00〜19：00
レッスン開始30分前まで予約を受付。
すきま時間にすぐ学べます。

※リンゲージスピークは全研本社株式会社が提供するオンライン英会話レッスンです。

寶酒造、日本電産、GSユアサ、本田技研工業、ダイキン、東レ、鬼怒川ゴム、日本板硝子、三菱マテリアル、富士通エ
フサス、JX石油開発、全日本空輸、佐鳥電機、戸田建設、住友化学、ローランド、東邦ガス、星野リゾート　ほか
全国のあらゆる業種・業界で採用されています

導入企業
実績

https://www.kyo.or.jp/jinzai/

「リンゲージスピーク」受講者募集中！

まずは無料体験

京都商工会議所からのお申し込みで受講料最大11%OFF！

京都商工会議所会員　47,300円 一般　48,400円
※法人向け通常価格49,500円、個人向け通常価格50,000円

 ※価格は１人あたり・消費税込

６カ月プラン（全62回）

京都商工会議所会員　36,300円 一般　37,400円
※法人向け通常価格38,500円、個人向け通常価格40,700円

４カ月プラン（全38回）

あらゆる業種・業界で
ビジネス英会話の導入が
始まっています！

・�外国人社員との円滑な
コミュニケーションのために
・�海外営業、海外出張の準備に
・�自己啓発として

ご存知ですか？

無料体験・詳細は 京商ビジネススクール 検 索で 1

それぞれの企業・団体が抱える課題をヒアリングし、その内容に最も適した講師を紹介するとともに、課題解決のための最適な
プログラムを提供いたします。また、ご要望に応じて、講演会や式典へ著名な講師などを紹介いたします。

● 仕事のやり方を見直し、仕事の基本を身につけたい 
● 中堅社員のモチベーションアップを図りたい
● リーダーとしての責任と自覚を促したい
● 管理職の部下指導力や問題解決力を高めたい

別
層
階

新入社員研修
新入社員フォロー研修
エルダー研修
中堅社員研修
主任・係長研修

課長職研修
次世代リーダー研修
マネジメント研修
管理職研修
役員研修 など

● 営業のやり方を見直し、営業力を強化したい　 
● 人事・総務の仕事を基本から見直したい
● 一度来店されたお客様がリピーターとなるよう、
　 接客対応力を強化したい

別
種
職

営業力強化研修
カウンセリング営業研修
営業リーダー研修
接客・接遇研修

電話応対研修
CS強化研修
考課者研修 など

● 職場のマナーを見直したい 　
● 一人ひとりの社員のクレーム対応力を強化したい 
● コミュニケーション能力を高め、職場の活性化を図りたい
● 著名な講師を招いて講演会を開きたい 
● 資格取得に向けた社内講習会を実施したい

プレゼンテーション力強化研修
コミュニケーション能力向上研修
マナー・クレーム対応研修
コーチング（基礎・実践）研修
問題解決力向上研修
メンタルヘルス・ハラスメント研修

労務管理研修
周年記念講演会
資格対策勉強会
IT・パソコン研修 など

年間100講座程度実施！定評のある講師陣による研修

特　徴 実　績

電話、FAX、メールなどで
お問合せください

問合せ・申込み

2

オーダーメイド研修

豊富な講師陣の中から、アンケート結果をもとに、
受講生の方々から評価が高い講師を専門分野ごと
に紹介しています。

長年培ったノウハウと実績
年間100講座以上のセミナーを実施しているため、
あらゆるニーズにあわせて最適な研修プログラムを
企画いたします。

経営サポートを使命とした活動
中小企業の経営を支援する地域経済団体として、
ご利用いただきやすい価格で研修プログラムを提
供しています。

43ご要望に応じた研修プランを講師とともに作成し
ご提案いたします、

カリキュラム案作成 決定・実施

ご希望の研修内容、日程、
予算、人数などをヒアリング
させていただきます

担当者訪問

最適な研修内容を決定
いただき、講師の日程を
調整し、研修を実施します

お申込みから実施までのワークフロー
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1

それぞれの企業・団体が抱える課題をヒアリングし、その内容に最も適した講師を紹介するとともに、課題解決のための最適な
プログラムを提供いたします。また、ご要望に応じて、講演会や式典へ著名な講師などを紹介いたします。

● 仕事のやり方を見直し、仕事の基本を身につけたい 
● 中堅社員のモチベーションアップを図りたい
● リーダーとしての責任と自覚を促したい
● 管理職の部下指導力や問題解決力を高めたい

別
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主任・係長研修
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● 営業のやり方を見直し、営業力を強化したい　 
● 人事・総務の仕事を基本から見直したい
● 一度来店されたお客様がリピーターとなるよう、
　 接客対応力を強化したい
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職

営業力強化研修
カウンセリング営業研修
営業リーダー研修
接客・接遇研修

電話応対研修
CS強化研修
考課者研修 など

● 職場のマナーを見直したい 　
● 一人ひとりの社員のクレーム対応力を強化したい 
● コミュニケーション能力を高め、職場の活性化を図りたい
● 著名な講師を招いて講演会を開きたい 
● 資格取得に向けた社内講習会を実施したい

プレゼンテーション力強化研修
コミュニケーション能力向上研修
マナー・クレーム対応研修
コーチング（基礎・実践）研修
問題解決力向上研修
メンタルヘルス・ハラスメント研修

労務管理研修
周年記念講演会
資格対策勉強会
IT・パソコン研修 など

年間100講座程度実施！定評のある講師陣による研修

特　徴 実　績

電話、FAX、メールなどで
お問合せください

問合せ・申込み

2

オーダーメイド研修

豊富な講師陣の中から、アンケート結果をもとに、
受講生の方々から評価が高い講師を専門分野ごと
に紹介しています。

長年培ったノウハウと実績
年間100講座以上のセミナーを実施しているため、
あらゆるニーズにあわせて最適な研修プログラムを
企画いたします。

経営サポートを使命とした活動
中小企業の経営を支援する地域経済団体として、
ご利用いただきやすい価格で研修プログラムを提
供しています。

43ご要望に応じた研修プランを講師とともに作成し
ご提案いたします、

カリキュラム案作成 決定・実施

ご希望の研修内容、日程、
予算、人数などをヒアリング
させていただきます

担当者訪問

最適な研修内容を決定
いただき、講師の日程を
調整し、研修を実施します

お申込みから実施までのワークフロー

お問合せ／ 京都商工会議所 会員部 研修事業課 e-mail：jinzai@kyo.or.jp TEL： 075ｰ341ｰ9762（〒600ｰ8565 京都市下京区四条通室町東入）

会員限定
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e-mail:jinzai@kyo.or.jp　　URL:https://www.kyo.or.jp/jinzai/

京都商工会議所 会員部 研修事業課

（〒600-8565　京都市下京区四条通室町東入）
TEL 075ｰ341ｰ9762　FAX 075ｰ341ｰ9795

厚生労働省の人材育成関係の助成金活用のご案内

京都労働局 助成金センター　　TEL.075-241-3269     厚生労働省Webサイトでもご確認いただけます。  https://www.mhlw.go.jp/ 

京都経済センター
〒600-8565
京都市下京区四条通室町東入京都経済センター7F

※会場へは公共交通機関でお越しください

京都商工会議所

京都商工会議所入会案内

会場のご案内

年会費

加入金 一律 4,000 円

※年会費（口数）は事業規模をもとに、決めさせて
　いただきます

【特定商工業者負担金】

ご入会いただきますと、各種研修、セミナーに会員価格（※）でご受講
いただけます。

種　類

法人会員

団体会員

個人会員

特別会員

入 会 口 数

3～130口（11,000円/1口）

3～130口（11,000円/1口）

3～130口（  7,200円/1口）

3～130口（  7,200円/1口）

※割引例（お1人）：一般価格29,700円→会員価格19,800円（消費税込）
〈9,900円の割引となります〉

N

四条通阪急烏丸駅

地下鉄
四条駅

室
町
通

烏
丸
通

京都経済
センター

COCON烏丸

池坊短大

地下鉄烏丸線「四条駅」、阪急京都線「烏丸駅」26番出口直結

駐輪場（自転車のみ・有料）は台数に限りがありますので
ご注意ください

京都市内に本店もしくは支店・営業所などの事業所を有し、4月1日現在で継
続して6ヶ月以上の営業活動をしている、資本金額または払込済出資総額が
300万円以上の事業所は、年会費と別に負担金4,000円（年額）が必要です。
加入金、年会費、負担金は、経理上損金として処理できます。

京都商工会議所
（7階）

京商ビジネススクールのセミナーは、受講時間により、厚生労働省の人材開発支援助成金やキャリアアッ
プ助成金等、各種助成金の対象として、支給を受けることが可能で、多くの企業に利用されています。
また、貴社のニーズに合わせたフルオーダーの研修もご提案させていただきます。

詳しくは下記までお問い合せください

※助成金の支給を受けるためには、研修時間数などいくつかの要件を満たす必要がありますので、
下記にお問い合わせください。


