
 2021年度福商実務研修講座　年間スケジュール　（2021.12.3現在※随時追加）　

六回 新入社員
新入社員育成6カ月集中パッケージ研修（4/13、5/18、6/15、7/14、8/17、9/14）
※教育部門への育成状況ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ付き

株式会社就面 松田剛次

4月6日 (火) 一日 新入社員 新入社員基礎講座2021①※満席。ｷｬﾝｾﾙ待ち受付中 株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘﾌｧｲﾝ／株式会社ﾚｿﾞﾝﾃﾞｰﾄﾙ 大岡牧代／髙原優子

4月7日 (水) 一日 新入社員 新入社員基礎講座2021② 株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘﾌｧｲﾝ／株式会社ﾚｿﾞﾝﾃﾞｰﾄﾙ 大岡牧代／髙原優子

4月8日 (木) 一日 新入社員 新入社員基礎講座2021③ 株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘﾌｧｲﾝ／株式会社ﾚｿﾞﾝﾃﾞｰﾄﾙ 大岡牧代／髙原優子

4月20日 (火)

4月21日 (水)

4月22日 (木)

4月23日 (金)

4月27日 (火)

4月28日 (水)

4月27日 (火) 一日 新入社員・若手社員 ビジネス文書電話応対マナー基礎講座 株式会社インターナショナル エア アカデミー予定 東久美子

5月20日 (木) 一日 管理職 新任管理職スタートアップ研修 株式会社ライズ 高尾英正

5月25日 (火) 一日 若手中堅 上司を補佐し部下を育成する！理念浸透型フォロワーシップ向上講座－主体的行動ができる社員へ－ 株式会社GSSヒューマンソリューションズ 猿渡大吾郎

6月1日 (火) 一日 新入社員 即戦力となるビジネスコミュニケーションスキル－聴く力・伝える力・考える力－ 一般社団法人　日本研修協会 木下裕子

6月8日 (火) 半日 管理職 組織も人材も強くなる！改革と成長を実現する3つの手法習得講座 株式会社きづくネットワーク 武田義昭

6月9日 (水) 一日 若手社員～管理職 〚オンライン〛前提を疑い現状突破！ラテラルシンキング活用術 ラーニング・マスターズ株式会社 近藤克明

6月17日 (木) 一日 若手中堅 【福岡市共催】変化を察知し即行動！自律型社員育成講座－自らを変える機会を自ら創り出す － 株式会社地域のチカラ 北岡敦広

6月18日 (金) 一日 若手中堅 仕事が３倍速くなる！段取りと時間管理術 コンサルタントネットワーク株式会社 本田祐美

6月24日 (木) 一日 若手中堅 巻き込み力強化講座 －距離を近づけ、目的達成に近づけるためのコミュニケーション－ 株式会社きづくネットワーク 武田義昭

7月1日 (木) 一日 若手社員 ビジネス力向上！報連相スキルアップ講座 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 井上歩

7月7日 (水) 半日 管理職 【オンライン】困難に立ち向かい課題を解決！自立型リーダー育成研修 一般社団法人企業研究会 三中信一

半日×3回 営業・広報・経営者 訴求力ある動画でターゲットを動かす！YouTube動画作成＆分析実践講座 合同会社DICT　ICTコンサルタント
工藤洋輔
【ゲスト】Nori Ito

9月7日 (火) 一日 経理 決算書の見方・読み方講座（基礎編） 株式会社大原キャリアスタッフ九州（大原簿記情報専門学校） 清水誠

9月8日 (水) 一日 若手中堅 理念実現に向けたロジカルシンキング＆問題解決力養成研修 ベンチャー・マネジメント 小林英二

9月9日 (木) 一日 若手中堅
新たな時代を切り拓く！若手中堅が知っておくべき次期リーダーの心構えとは
－想いを形にするコミュニケーションスキル－

株式会社IRODORI 高木朱理／江崎智代

9月15日 (水) 半日 管理職 管理職の為の新リーダーシップ講座－そのリーダーシップで部下はついてきていますか？－ 株式会社GSSヒューマンソリューションズ 小石原隆史

9月28日 (火) 一日 新入社員
経営者視点で学ぶ！仕事の基本ビジネスマナー研修
－新人・若手のための基礎力確認とフォロー・モチベーションアップ－

株式会社ザ・プレゼンツ・ポジティブパートナーズ 德永ミユキ

10月5日 (火) 一日 若手中堅 中堅社員パワーアップ講座 株式会社ビジネスリファイン 城下博美

10月13日 (水) 一日 管理職 【福岡市共催】部下・後輩・仲間（フォロワー）がいつの間にか夢中で働く　モチベーションのマネジメント術 ベンチャー・マネジメント 小林英二

10月19日 (火) 一日 管理職 課題解決型プロジェクトのプランニングとマネジメント入門講座－プロジェクトの企画と管理・基礎編－ 株式会社インフィニティア 中山直樹

10月21日 (木) 一日 経理 給与計算と年末調整の実務基礎講座 社会保険労務士法人ＣＯＭＭＩＴＭＥＮＴ 半仁田高光

10月28日 (木) 一日 若手中堅 伝わる話し方講座 株式会社就面 松田剛次

11月5日 (金) 半日 経営幹部 経営者・経営幹部のための組織強化と次世代幹部育成講座 NBCコンサルタンツ株式会社　福岡支社 市山智孝

11月9日 (火) 一日 若手中堅 ムリ・ムダ・ムラを無くす業務効率化基礎講座－あなたにもできる「モノ改善！・ヒト改善！・コト改善！」－ 株式会社レゾンデートル 髙原優子

11月16日 (火) 半日 若手中堅 女性リーダーのための自分の強みを活かすマネジメント研修 EnergyWorks 梶本由美

1月18日 (火) 3時間 若手中堅 ＜第1弾／全5回＞販売士養成講座（小売業の類型） ビジネス・ナビゲーター 河野健一　

1月20日 (木) 3時間 若手中堅 ＜第2弾／全5回＞販売士養成講座（マーチャンダイジング） ビジネス・ナビゲーター 河野健一　

1月24日 (月) 3時間 若手中堅 ＜第3弾／全5回＞販売士養成講座（ストアオペレーション） ビジネス・ナビゲーター 河野健一　

2月1日 (火) 3時間 若手中堅 ＜第4弾／全5回＞販売士養成講座（マーケティング） ビジネス・ナビゲーター 河野健一　

2月8日 (火) 3時間 若手中堅 ＜第5弾／全5回＞販売士養成講座（販売・経営管理） ビジネス・ナビゲーター 河野健一　

2月17日 (木) 一日 営業・広報・経営者 動画で企業の魅力を120％伝える！動画作成&編集実践講座 動画のチカラ Nori Ito

2月21日 (月) 一日 若手中堅 ワンランク上を目指すコミュニケーション力向上講座 株式会社ライズ 四元絵美

2月22日 (火) 一日 新入社員 もうすぐ二年目直前講座 株式会社ソルネット経営 藤井庸子

8/3（火）、8/24
（火）、10/1（金）

※2021年12月3日現在の予定です。現在企画中の講座につきましては、募集準備が整い次第公開いたします。

●受講料について
【一日講座(10：00〜17：00)】(会員)15,720円 (特商)20,120円 (一般)23,050円　　　　 【半日講座(13：00〜17：00)】(会員)10,490円 (特商)14,890円 (一般)15,720円
【二日間講座】(会員)23,050円 (特商)27,450円 (一般)34,570円
【新入社員育成6カ月集中パッケージ（全6回）】(会員)53,900円 (特商)70,070円 (一般)80,850円
【販売士養成講座】全5回受講　(会員）37,340円 (特商)48,540円 (一般)56,010円　　／単発受講（1講座あたり）　(会員）10,600円 (特商)13,780円 (一般)15,900円

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

講師

二日

二日 新入社員・若手社員

日程

二日 新入社員・若手社員のための実践！ビジネスマナー基礎講座①※満席。ｷｬﾝｾﾙ待ち受付中 株式会社サイズラーニング 黒木怜香

担当者企業名

4月13日（火）
～9月14日（火）

日数 タイトル（仮）

新入社員・若手社員のための実践！ビジネスマナー基礎講座②※満席。ｷｬﾝｾﾙ待ち受付中 株式会社サイズラーニング 黒木怜香

対象

新入社員・若手社員

新入社員・若手社員

株式会社サイズラーニング 黒木怜香新入社員・若手社員のための実践！ビジネスマナー基礎講座③★追加開催決定！

リテールマーケティング（販売士）

検定試験3級ご受験予定の方へ

全5回の行程をすべて受講し、一

定の要件を満たすことで「流通・

小売業界で必須の定番資格」で

あるリテールマーケティング（販

売士）検定試験の１科目免除を

受けることができます。


