
2020年度　福商実務研修講座一覧表
(敬称略)

No 日程 曜日 日数 階層別 講座名 企業名 講師名

1 ４月2.日・3日 (木・金) 1日 新入社員 新入社員基礎講座2020 法政大学・(株)レゾンデートル 井上善海、高原優子

2
４月8.9日

14.15日

(水・木)

(火・水)
4日 新入社員 新入社員・若手社員のためのスタートアップ研修（2日間講座） (株)サイズラーニング 高見真智子

3 4月23日 (木) 1日 新入社員 メール＆ビジネス文書・電話対応マナー講座 (株)ビジネスリファイン 橋詰京美

4 5月13日 (水) 1日 経理 初めての経理実務基礎講座 コンサルタントネットワーク(株) 安藤    覺

5 5月19日 (火) 1日 管理職 新任管理職スタートアップ講座 (株)ライズ 高尾英正

6 5月21日 (木) 1日 総務・人事 総務担当者の基礎実務講座 (株)ヒューマンプロデュースジャパン 阿部紀子

7 5月26日 (火) 1日 営業 お客様に”選ばれる・信頼される”営業基礎力講座 (株)グランディール 神河真司

8 5月28日 (木) 午後半日 若手社員・中堅社員
ＭＥＯ対策(Googleマイビジネス最適化)入門・実践講座＝Webを活用した地域密着型マーケ

テイング戦略
(株)セブンアイズ 瀧内　賢

9 6月2日・3日 (火・水) 2日 総務・人事 社会保健実務基礎講座～実務のプロが教える!すぐに役立つ実践講座～
社会保険労務士法人

ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴ
北原　強

10 6月9日 (火) 1日 総務・人事 ビジネス法律知識実務セミナー 明倫国際法律事務所 田中雅敏

11 6月11日 (木) 午後3時間 その他
ＣＳ向上・職場活性化講座ＣＡの目配り・気配り・心配り

 ～職場にこそ必要な おもてなしの心～
(株)IAA

取締役・学院長

嶋田 嘉志子

12 6月16日 (火) 1日 管理職 令和の時代に向けた部下育成法　"令和型コーチング研修" コンサルタントネットワーク(株) Coaching Office大木孝仁

13 6月18日 (木) 1日 若手社員・中堅社員 上司を補佐し、部下を育てる主任・係長養成講座 (株)ヒューマンプロデュースジャパン 葉田    勉

14 6月23日 (火) 1日 新入社員 新入社員のためのビジネスコミュニケーション講座
CareercrescenDo

(ｷｬﾘｱｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞ)
中園久美子

15 6月25日 (木) 1日 若手社員・中堅社員 指示待ちから期待される人材へ～自ら動く！自ら動かす!【自律社員へ】～ (株)地域のチカラ 北岡敦広

16 6月30日 (火) 1日 若手社員・中堅社員
【福岡市共催】

～はじめての部下育成～　新任OJT担当者の為の人材育成力講座
学生就職支援協会 小石原隆史

17 7月2日 (木) 1日 営業 営業マンの実力を3倍高める生産性アップ講座 山内経営(株) 山内　修

18 7月7日 (火) 1日 若手社員・中堅社員 人が育つ仕掛けを組み込まれた　超シンプル作業手順書の作り方 きょうかん堂 堤    正英

19 7月9日 (木) 1日 若手社員・中堅社員
仕事の進め方(PDSA)研修あなたの仕事力を磨く　徹底検証!仕事の技術とチームで、生産性を

高める仕事の進め方
コンサルタントネットワーク(株) 本田妃世

20 7月14日 (火) 1日 新入社員 読みたくなるプレゼン資料の作り方 (社）日本カラープランニング協会 桑野優子

21 7月28日 (火) 1日 若手社員・中堅社員 「仕事ができる人になる　報・連・相　徹底トレーニング」 (株)ヒューマンプロデュースジャパン 増谷 淳子

22 7月30日 (木) 1日 営業 営業担当者パワーアップセミナー (株)ヒューマンプロデュースジャパン 大軽 俊史

23 8月5日 (火) 1日 管理職
仕事が正確で、速いのに失敗しないビジネスマンは何をしているか。

～「スピード」と「質」を同時に上げて失敗を減らすための実践型講座
コンサルタントネットワーク(株) 本田 祐美

24 9月3日 (木) 午後半日 管理職 指導力養成講座 AOI人財育成・教育コンサルティング事務所 青井由希子

25 9月9日 (水) 1日 経理 決算書の見方・読み方基本講座 株式会社大原キャリアスタッフ九州 赤嶺克英

26 9月10日 (木) 1日 若手社員・中堅社員 業務効率化がみるみるできるようになる!実践”超”時間活用術 アデコ(株) 谷　大助

27 9月15日 (火) 1日 若手社員・中堅社員 ロジカルシンキング力養成研修”問題解決に向けた講座 ベンチャーマネジメント 小林英二

28 9月17日 (木) 1日 新入社員 入社６か月後　新入社員のためのモチベーションアップ・フォロー研修 (株)ザ・プレゼンツ 德永ミユキ

29 9月24日 (木) 1日 管理職
【福岡市共催】

管理職のための実務　～働き方改革のなかで期待されるリーダーシップと部下育成～
(株)エム・イー・エル 佐藤康二

30 10月1日 (木) 1日 経理 給与計算実務と年末調整実務の基礎講座
税理士法事アップパートナーズ

社会保険労務士法人かぜよみ
楠原好顕/江藤崇亨

31 10月6日 (火) 1日 若手社員・中堅社員 中堅社員パワーアップ講座 (株)ビジネスリファイン 城下  博美

32 10月8日 (木) 午後半日 管理職
＜チームビルディング>これでもう一歩チーム力を上げる！指導育成力がアップする”伝わる”思考と”伝える”対話スキ

ル向上講座

～人材を活かし、主体的に協力し合うチームにするリーダーになる～

(株)ＩＲＯＤＯＲＩ 江崎智代・高木朱里

33 10月13日 (火) 1日 経理 自社の財務改善や取引先を見極めるための財務諸表の見方 コンサルタントネットワーク(株) 安藤    覺

34 10月15日 (木) 1日 コミュニケーション コミニュケーションスキルアップ ユリシス　コミュニケーション広場 斉藤千草

35 10月20日 (火) 1日 営業 (営業スキルアップ講座)データ活用のための分析技法（Excelを用いたPC演習） (株)ヒューマンテクノシステム 岩木   健

36 10月22日 (木) 午後半日 管理職 即役立つ！日常の部下・後輩の成長や成果につながる個別面談1on1手法 (株)ソルネット経営 藤井庸子

37 10月27日 (火) 1日 若手社員・中堅社員
組織人としての当事者意識・主体性醸成講座　～企業経営体験ワークを通じ、自己課題とビジネスパーソンとして

必要な要素を確認し、現場での行動につなげる～
(株)きづくネットワーク 武田義昭

38 11月5日 (木) 1日 コミュニケーション 仕事がまわる！成果につながる！伝わる話し方講座 (株)就面 松田剛次

39 11月10日 (火) 1日 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術 (株)ウイルブレイン 仙波英幸

40 11月17日 (木) 1日 若手社員・中堅社員 ムリ・ムラ・ムダを無くす業務効率化基礎講座 (株)レゾンデートル 高原優子

41 11月18日 (水) 1日 管理職
働き方改革関連講座「定時で仕事をやりきるための3つのスキル」

～忙しい時の優先順位～
(株)創研 西原　裕

42 2021年2月25日 (木) 1日 新入社員 もうすぐ2年目！直前講座 (株)ヒューマンプロデュースジャパン 阿部紀子

(受講料)

【お問合せ】福岡商工会議所　会員サービス部　検定企業研修センター　　 (TEL) 092-441-2189 (FAX) 092-414-6206　　 URL：https://www.fukunet.or.jp/jinzaisaiyo/training

各講座の内容や日程は変更となる場合があります。詳しくHPをご覧ください

  　　　　　　　※なお、右記講座は別途料金となります　      (福岡市共催講座)　No①・・・一律9,440円　　No⑯．㉙・・・一律4,720円    

  　【1日コース】　会員　15,720円　特商　20,120円　一般　23,050円  　【半日コース】　会員　10,490円　 特商　14,890円　一般　15,720円    【2日間コース】　No➁．➈ 　会員　23,050円　特商　27,450円　一般　34,570円


