
2012年1月作成
カテゴリー（業界） 実施テーマ（研修・講演タイトルなど） 形態

中小企業経営情報センター向け 情報感度力アップ研修 研修
レジャー産業向け 管理職研修 研修
ホテル会社向け 主任昇格者研修 研修
ベンチャー企業向け ビジネススタートアップ研修（３回コース） 研修
ベンチャー企業向け ビジネスリーダシップ基礎講座（全２回） 研修
文具メーカー向け 企画力開発研修 研修
船会社向け 新入社員＋２年目社員合同研修 研修
船会社向け モチベーションアップ研修 研修
不動産会社向け 管理職研修 研修
物流会社向け マネジメント研修 研修
物流会社向け ビジネス交渉力養成講座 研修
物流会社向け マーケティング基礎研修 研修
燃料エネルギー会社向け 総合職研修 研修
投資会社向け ビジネスキャンプ 研修
投資会社向け 説得型コミュニケーション力強化研修 研修
鉄鋼メーカー向け 営業研修 研修
デザイン会社向け マーケティング研修 研修
中小企業経営情報センター向け 交渉力強化トレーニング 研修
中堅特殊印刷企業向け 新入社員研修＆フォローアップ研修 研修
中堅素材メーカー 中堅社員研修 研修
中堅素材メーカー ビジネスプロフェッショナル研修 研修
中堅素材メーカー 若手社員研修 研修
中堅設備卸会社向け U３０世代向け研修 研修
中堅設備卸会社向け OJTトレーナー研修 研修
中堅食品メーカー向け 中堅社員チャレンジキャリア研修 研修
中堅事務機器販売会社向け 事務機器営業研修トレーニング 研修
精密機器メーカー向け 中堅社員研修 研修
精密機器メーカー向け ビジネスプロフェッショナル研修 研修
精密機器メーカー向け リーダー研修 研修
精密機器メーカー向け リーダーシップ＆マネジメント研修 研修
精密機器メーカー向け 若手研修 研修
精密機器メーカー向け 新任係長研修 研修
スタイリストスクール向け コミュニケーション講座 研修
新素材開発メーカー向け 内定者研修 研修
新素材開発メーカー向け 入社3年目研修 研修
人材派遣会社向け「３年目節目パワーチャージ研修」３年目節目パワーチャージ研修 研修
人材派遣会社向け マネージャー職向けモチベーションマネジメント研修 研修
人材派遣会社向け 管理職研修 研修
人材派遣会社向け セルフリーダーシップ研修 研修
人材派遣会社 営業マネジャー研修 研修
食品輸入メーカー プロフェッショナル研修 研修
情報通信機器販売会社向け 営業強化研修 研修
商工会議所向け 昇格者研修 研修
商工会議所向け 係長・準管理職 研修
商工会議所向け 効果的会議の進め方、作り方 研修
商工会議所向け 経営指導員研修 研修
証券会社向け 営業指導者研修 研修
証券会社向け 新入社員研修 研修
商業施設運営会社向け 新入社員研修 研修
自動車部品メーカー向け 2年目研修 研修
自動車部品メーカー向け ジュニアリーダー研修 研修
自動車部品メーカー向け 新入社員研修 研修
自動車部品メーカー向け 中堅社員研修 研修
コンサルティング会社向け マネジメント研修～360度診断フィードバック～ 研修
コンサルティング会社向け ３年目研修 研修
コンサルティング会社向け ７年目研修 研修
航空機販売会社向け 中堅社員研修 研修
化粧品会社向け 営業研修（全３回） 研修
金融系システム会社向け 管理職研修 研修
金属資源会社向け マネジメント研修 研修
化学品メーカー向け 新入社員研修 研修
大手旅行会社会社向け ３年目研修 研修
大手旅行会社会社向け ５年目研修 研修
大手旅行会社会社向け 新入社員フォローアップ研修 研修
大手マンション管理会社向け 準管理職研修 研修
大手マンション管理会社向け プレゼンテーション研修 研修
大手マンション管理会社向け 文章力養成講座 研修
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大手保険会社向け 新入社員フォローアップ研修 研修
大手販売会社向け 主任昇格者向けプロフェッショナルマインド養成研修 研修
大手電機メーカー向け CSスキルアップセミナー 研修
大手電機メーカー向け 新入社員研修 研修
大手電機メーカー向け Wｉｎ-Wｉｎ関係を築く交渉力研修 研修
大手電機メーカー向け コミュニケーション研修 研修
大手電機メーカー向け 商談・折衝スキルアップトレーニング 研修
大手電機メーカー向け 組織連携強化のためのコミュニケーション力向上セミナー 研修
大手電機メーカー向け ワークアウト型リーダーシップ＆組織力強化研修 研修
大手電機メーカー向け コミュニケーション力＆交渉力 研修
大手電機メーカー向け ミドルマネジメントのコミュニケーションスキル向上セミナー 研修
大手電機メーカー向け ファシリテーション力向上研修 研修
大手デベロッパー会社向け 入社2年目研修 研修
大手通信会社向け マーケティング講座 研修
大手通信会社向け マーケティングセミナー 研修
大手造船会社向け 新入社員研修 研修
大手生命保険会社向け 入社３年目研修 研修
大手生命保険会社向け プレゼンテーション研修（SDP） 研修
大手信販会社向け 課長研修～エンパワーメント～ 研修
大手人材派遣会社向け 3年目節目研修 研修
大手飼料メーカー向け ２年目ビジネスプロフェッショナル研修 研修
大手食品メーカー向け ＯＪＴトレーナー研修 研修
大手食品メーカー ３年目研修 研修
大手食品メーカー 新任管理職研修 研修
大手食品メーカー 4年目営業スキルアップ研修 研修
大手食品卸会社向け 企画力開発研修 研修
大手食品卸会社向け 中堅社員研修（全3回コース） 研修
大手食品卸会社向け プレゼンテーション研修 研修
大手食品卸会社向け ワークアウト型マーケティング開発研修 研修
大手商社事業部向け マネジメント研修 研修
大手証券会社向け 3年次研修 研修
大手住宅メーカー向け ３年目研修 研修
大手住宅メーカー向け アクティブリスニング研修 研修
大手住宅メーカー向け フォロワーシップ研修 研修
大手住宅メーカー向け 営業責任者（所長）研修 研修
大手住宅メーカー向け ベテラン営業マン研修 研修
大手システムコンサルティング会社向け 主任層研修 研修
大手システム会社向け 新任課長研修 研修
大手システム会社向け 2年目研修 研修
大手小売業向け ランクアップセミナー 研修
大手小売業向け 開発営業フォローアップ研修 研修
大手小売業向け 開発営業レベルアップ研修 研修
大手小売業向け 高業績者向けワークアウト研修 研修
大手工場設備会社向け 新入社員研修 研修
大手工場設備会社向け 入社2年目研修 研修
大手建材会社向け 中堅社員研修チームリーダー研修 研修
大手建材会社向け 中堅社員研修ビジネススペシャリスト研修 研修
大手建材会社向け 中堅社員研修ビジネスプロフェッショナル研修 研修
大手金融系システム会社向け 昇格者研修 研修
大手金融系システム会社向け ＯＪＴトレーナー研修（全４回） 研修
大手金融系システム会社向け コミュニケーション研修 研修
大手金融系システム会社向け チームリーダー養成研修 研修
大手金融系システム会社向け プレゼンテーション研修 研修
大手金融系システム会社向け リーダーシップ研修 研修
大手金融会社向け 主任昇格者研修 研修
大手化学品会社向け 営業強化研修＋フォロー研修 研修
大手卸会社 自律マインド研修 研修
大手飲食チェーン向け 新入社員研修 研修
飲食店会社向け ビジネスキャンプ 研修
アパレル会社向け セルフ・リーダーシップ研修 研修
アパレル会社向け 新人フォロー会社 研修
ITベンチャー企業向け エグゼクティブコーチング 研修
公開講座 パーソナルブランディングセミナー 公開講座
公開講座 実践営業コーチング講座 公開講座
公開講座 ナレッジマネジメント講座 公開講座
公開講座 ビジネスコーチング力養成研修（全2回） 公開講座
公開講座 企画提案の実践力アップ講座 公開講座

kouen .xlsx/201201 2012/1/21



2012年1月作成
カテゴリー（業界） 実施テーマ（研修・講演タイトルなど） 形態

公開講座 コンサルティング営業基礎講座 公開講座
公開講座 オフィス家具産業の人材育成とOJT活用 公開講座
公開講座 リーダーシップ発揮のコミュニケーション力 公開講座
公開講座 リーダーのための営業チームマネジメント力 公開講座
公開講座 モチベーションアップ法 公開講座
公開講座 営業幹部向けチーフセールスオフィサーＣＳＯ養成講座 公開講座
公開講座 実践営業コーチング講座 公開講座
公開講座 営業チームリーダー養成講座 公開講座
公開講座 交渉力・折衝力セミナー 公開講座
某新聞社向け講演 顧客コミュニケーション力 講演
創業塾向け講演 ブランドマネジメント講座 講演
商工会議所向け講演 今求められる顧客コミュニケーション力 講演
商工会議所向け講演 会社を元気にする巻き込み型経営 講演
商工会議所向け講演 顧客コミュニケーション 講演
商工会議所向け講演 元気な営業、心で営業 講演
人材開発会社講演 ＫＹ社員→ＫＴ社員へ 講演
人材開発会社講演 「中堅社員力」 講演
人材開発会社講演 くすぶり社員セミナー 講演
人材開発会社講演 巻き込み型リーダーシップ 講演
協同組合向け講演 リーダーのためのマーケティングマインド 講演
大手生命保険会社向け講演 顧客コミュニケーション 講演
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