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CB03430001 自己成長力アップ 入社半年振り返り研修 入社半年を振り返り、ネクストアクションを設定します。経験の棚卸をすることで、成長実感をつかみます。 新入社員・内定者 ¥3,000 1ヶ月 2時間 動画 ■ 80

CB03520001 自己成長力アップ★入社１年振り返り研修 入社１年を振り返り、ネクストアクションを設定します。経験の棚卸をすることで、成長実感をつかみます。 新入社員・内定者 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03570001 セルフマネジメント
新入社員が独り立ちするうえで欠かせないセルフマネジメント力。ここでは特に、タイムマネジメント（タスクの洗い出しと無駄の見直し、優先順位づけ等）とコンディ
ションマネジメント（自己特性の把握と環境マネジメント）の2つを切り出し、ワークを交えながら詳しく解説します。更に、PDCAサイクルについて解説し、継続的に成
長、改善を続けていけるよう促します。

新入社員・内定者 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03580001 新入社員のためのロジカルプレゼンテーション
本コースでは、ビジネスにおいて効果的なプレゼンテーションである「ロジカルプレゼンテーションとは何か」を解説し、その基礎を学びます。事前準備や当日のポイ
ント、練習方法等の具体的なノウハウをお伝えします。

新入社員・内定者 ¥3,000 1ヶ月 1.5時間 動画 ■ 80

CB03590001 上司・先輩とうまくいく！コミュニケーション力ＵＰプログラム
本コースでは、上司や先輩から可愛がられる『愛嬌術』を学び、愛嬌のあるきき方や伝え方のポイントを解説します。新入社員や内定者が、円滑に仕事を進めるた
めの基礎を身につけるのに最適です。

新入社員・内定者 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB05070001 ビジネスマナー基礎編
このコースでは会社で必要な日常的なマナーを学びます。社会人の心構えやとるべき行動、あいさつの仕方、正しい言葉遣い ――といった基本中の基本を紹介し

ます。新人社員を対象としていますが、学生・生徒や「実は自信がない…」という方にもぴったりです。
新入社員・内定者 ¥3,000 3ヶ月 4時間 ■ 80

CB05080001 ビジネスマナー応対編
このコースでは会社で必要な実践的なマナーを学びます。電話、訪問、応接にテーマをしぼり、それぞれケーススタディを交えて紹介します。 新人社員はもちろん、
入社２、３年目の若手社員、また、内定者、学生にもお勧めです。

新入社員・内定者 ¥3,000 3ヶ月 4時間 ■ 80

CB05090001 ビジネス文書
このコースではビジネス文書の作成方法を学びます。 文書の作成だけではなくその基礎となる表記の仕方や文書の送付まで幅広く学ぶことができるため、ビジネ
スパーソンの確認用としてもお勧めです。

新入社員・内定者 ¥3,000 3ヶ月 4時間 ■ 80

CB05100001 ビジネスメール
ビジネスメールの作成を学びます。ビジネスメールは文書に比べ、人の目に触れる機会が少ないため、間違えたまま使用している人が多いといわれています。 初
心者だけでなく、ビジネスメールを多用している社会人にもお勧めです。

新入社員・内定者 ¥3,000 3ヶ月 4時間 ■ 80

JB01740001 職場のマナーと守るべきルール あいさつ、身だしなみ等のビジネスマナーや、時間厳守・報連相・コンプライアンス等の仕事のルールを学びます。また、コンプライアンス違反の例も紹介します。 新入社員・内定者 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01750001 受付業務の基本 受付、ご案内の仕方を各シーンの画像を見ながら学びます。迷いやすい席次の知識、名刺交換、お茶出しについても一つ一つ丁寧に解説しています。 新入社員・内定者 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01760001 電話応対の心構えと応対の基本①
電話応対の心構えや基本姿勢について理解を深め、「正確・迅速・丁寧」な電話応対のポイントを学びます。また、電話の受け方・かけ方についてもフローに沿って
確認します。

新入社員・内定者 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01770001 電話応対の心構えと応対の基本②
社名の名乗りは企業の看板であることを認識し、名乗りの具体的なポイントを学びます。電話の受け方など、応対の流れに沿って具体的なフレーズで学ぶことがで
きます。

新入社員・内定者 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01780001 言葉遣い（敬語の使い方）
敬語の基本（尊敬語・謙譲語・丁寧語）を具体例を用いながら理解を深めます。また、間違いやすい敬語やアルバイト言葉等のよくある言葉遣いの誤りについても
学びます。

新入社員・内定者 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01790001 接遇用語・ビジネス用語の使い方 ビジネスにおける接遇用語やお客様に対する言葉遣いを学びます。また、お客様を不快にさせない言葉遣いを電話応対の場面に合わせて学びます。 新入社員・内定者 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01800001 Eメール対応の基本 Eメールの基本的な書き方やマナーについてサンプルを用いながら具体的に学びます。また、Eメールの注意点を理解し、メリット・デメリットを認識します。 新入社員・内定者 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01850001 会話の基本テクニック 会話のキャッチボールを意識し、クッション言葉・肯定表現を活用することを学びます。また、否定表現を肯定表現に変換する伝え方についても学びます。 新入社員・内定者 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01810001 文章作成のポイント
ビジネス文書の種類(社内・社外）に合わせて文書作成のルール等を学びます。また、わかりやすい文書を作成するコツ（ストーリーラインを作成する等）についても
学びます。

新入社員・内定者 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

CB01690001 社会人なら知っておきたい　ビジネスマナー

企業が人材に求めるのは、業務の遂行能力だけではありません。それと同じくらいに重視されるのがコミュニケーション能力です。周囲から「この人なら仕事を任せ
られる」「ぜひ、この人にお願いしたい」と思われる、信頼感・好感を持たれることが大切なのです。
この講座では、基本的なビジネスマナーに加え、上司・同僚・お客様といった周囲の人への気遣い・心配りについても学びます。仕事をする社員としてはもちろんの
こと、個人としての魅力向上や人間性の醸成にまで役立つ内容です。

若手社員 ¥2,500 3ヶ月 1時間 ■ 80

CB03450001 リクルーター研修 基礎講座 ～学生の心が動く時～ 自社のリクルーターとして適切なコミュニケーションができるようになることを目指します。リクルーターの意義や必要なスキルについて整理し、演習を行います。 若手社員 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03460001 新人OJTスキルパワーアッププログラム OJTスキルとマインドを強化します。自身が受けたOJTを思い返し、学びを得るとともに、基本的なOJTスキルを学習します。 若手社員 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

JB01860001 受付業務の応用①
お客様をお迎えするにあたり、事前準備から当日のご案内まで細かく学びます。特に、席次については様々なパターンを図で学びます。よくある質問にもついても
解説を加えています。

若手社員 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01870001 受付業務の応用②
慶弔のマナーと対応について学びます。通夜や葬儀の服装、マナー、不祝儀袋の書き方等を学びます。結婚式等の招待状の返事、祝儀袋の書き方も解説してい
ます。

若手社員 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01960001 ロジカルライティング
わかりやすい文章に求められる3つの要素（文がわかりやすい、文のつながりがわかりやすい、文章全体がわかりやすいこと）や、様々なビジネス文書を作成する
ためのポイントを学びます。

若手社員 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70
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JB02360001 タイムマネジメントの重要性
タイムマネジメントとは何か、その効果を知り、スケジューリングの方法を学びます。また、管理者として率先垂範することの重要性など、運用するうえで知っておくべ
きポイントを学びます。

若手社員 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02040001 お客様の迎え方（笑顔・立居振る舞い・身だしなみ） メラビアンの法則を理解し、表情・立ち居振る舞い・身だしなみについて確認します。笑顔の作り方、立ち姿、お辞儀のコツ、身だしなみのポイントを学びます。 若手社員 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

CB03480001 人を引き付けるプレゼンテーション プレゼンテーションの場で生かせるスキルを身に着けます。ポイントを絞り、すぐ実践で使える講座です。 中堅社員 ¥3,000 1ヶ月 2時間 動画 ■ 80

CB03490001 目標達成力強化プログラム ～数値分析のエッセンス ～ 数値分析力をアップし、目標達成力を強化する講座です。解説の後、演習を通じてスキルを確認します。 中堅社員 ¥3,000 1ヶ月 2時間 動画 ■ 80

CB03010001 提案書作成のポイント ～効果的な表紙と目次の構成
ビジネスの現場では、日々多くの提案書がやりとりされています。提案書は、相手に対して何らかの行動をとってほしいという要望や依頼を伝えるものです。本講座
では、提案書の目的と重要性を理解し、提案書の「顔」となる、表紙と目次の作り方について解説します。

若手社員 ¥3,000 1ヶ月 0.5時間 動画 ■

CB03530001 提案力UP★パワーポイントを使った資料作成術 パワーポイントによる資料作成のポイントを習得します。良い資料、悪い資料の例を比較することで、理解が深まります。 中堅社員 ¥3,000 1ヶ月 2時間 動画 ■ 80

CB03540001 入社５年目キャリア研修
本講座では、これからの時代に求められるキャリア視点である「自律型人材要件」の考え方をベースに、入社後の成長や失敗を振り返り、今後のキャリアを考える
指針を明確にします。
そのうえで、数年後のキャリアビジョンをもち、その実現に向けた目標設定をすることで、スキルアップや業務への動機形成にお役立ていただけます。

中堅社員 ¥3,000 1ヶ月 1.5時間 動画 ■ 80

CB03600001 ケース・演習で学ぶロジカルシンキング─戦略的思考のエッセンス─
事業のプランニングや組織の目標設定を行う際に、主観、直感、前例などで決めていないでしょうか。
本講座では、戦略立案というテーマを用いて、ロジカルシンキングや戦略立案のベーシックなフレームを使いながら、主観、直感でビジネスの方針を考えるのではな
く、適切な検討プロセス、ビジネスフレームを用いて考えられるようになることを目的としています。

中堅社員 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03000001 現場で使えるロジカルシンキング ～モレなくダブリなく考える
ロジカルシンキングの基本となるMECEの考え方と、現場での活用法について学びます。
ロジカルシンキングを身に付けると、問題の分析や情報の整理を的確に行えたり、分かりやすく説得力のあるコミュニケーションができるようになります。
本講座では、ロジカルシンキングの基本であるMECE（モレなくダブりなく考える）の手法と、現場でMECEを活用するためのポイントを学びます。

中堅社員 ¥3,000 1ヶ月 0.5時間 動画 ■

CB05000001 MBAクリティカルシンキング（初級編）
このコースでは「物事の考え方」を学びます。 「演繹法」「帰納法」を軸に、論理展開の方法を吸収し、自分で考えて「YES」または「NO」といえる客観的な姿勢を身に
つけます。

中堅社員 ¥3,000 3ヶ月 3時間 ■ 80

CB05010001 MBAマーケティング（初級編）
このコースでは「売るための仕組み」を学びます。 「利益につながる商品・サービスを生み出す」をテーマに、分析方法、実践ツールの紹介、戦略の練り方などを詳
しく見ていきます。

中堅社員 ¥3,000 3ヶ月 4時間 ■ 80

CB05020001 MBAアカウンティング（初級編）
このコースでは「会計」を学びます。 「企業が利益を生み出す仕組み」を理解することを目指しています。 最初に貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書

といった基礎知識を身につけて進めていくので、会計分野になじみのない方でも大丈夫です。
中堅社員 ¥3,000 3ヶ月 5時間 ■ 80

CB05030001 MBA人的資源管理（初級編）
このコースでは「人を管理する方法」を学びます。 この科目を学ぶことによって、なぜこの会社ではこの人事制度を選択しているのかといった一歩踏み込んだ視点
を身につけることができます。

中堅社員 ¥3,000 3ヶ月 3時間 ■ 80

CB05040001 MBA組織行動学（初級編）
このコースでは「組織と個人の融合」を学びます。 「組織」「個人」「力」「リーダー」という４つの角度から切り込み、成功する組織の在り方を浮き彫りにします。「組織
文化」「組織変革」「モチベーション」「リーダーシップ」といったワードについても詳しく掘り下げていきます。

中堅社員 ¥3,000 3ヶ月 4時間 ■ 80

CB05050001 MBAファイナンス（初級編）
このコースでは「財務」を学びます。 テーマは「限られたお金をいかに効率的に使うか」です。具体的には投資判断、リスクを軽減させるためのデリバティブなどを学
びます。 最近は個人でも投資をはじめる人も多いので、その基礎知識として学んでおくのもよいでしょう。

中堅社員 ¥3,000 3ヶ月 4時間 ■ 80

CB05060001 MBA経営戦略（初級編）
このコースでは経営戦略の「端緒から遂行まで」を学びます。 「BCGポートフォリオ」「GCのマトリクス」「アンゾフのマトリクス」といったさまざまな戦略ツールを吸収し
ながら、環境分析、戦略構築、戦略立案、実施という利益を生む流れを追っていきます。

中堅社員 ¥3,000 3ヶ月 4時間 ■ 80

CB03020001 チームで始める問題発見解決 ～活発な発言の促し方
企業における問題発見解決プロジェクトは、部署単位、チーム単位で実施することがほとんどです。

本講座では、チームミーティングにおけるファシリテーションの基本となる、活発な発言の促し方のポイントを学びます。
中堅社員 ¥3,000 1ヶ月 0.5時間 動画 ■

CB01150001 ビジネス数字力強化 フォローアップ ビジネスで欠かせない数字の読み解き方を、実際の事例をもとにした25のクイズで考えます。 中堅社員 ¥3,000 3ヶ月 2時間

JB01990001 モチベーションの基本と行動
モチベーションがどのようなものか、人の「やる気」を左右する要因が何なのかを学びます。また、モチベーションに関わる、人の行動特性を理解し、職場で活用する
ことを目指します。

中堅社員 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01830001 業務改善におけるPDCAサイクル①
PDCAの考え方からPDCAサイクルにおいて最も重要な「計画」について学びます。計画作成のコツや落とし穴について事例を元に考えます。また、PDCAを回し続

ける重要性を認識します。
中堅社員 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01840001 業務改善におけるPDCAサイクル②
PDCAサイクルを回すための「実行」「評価」「改善」について学びます。計画を実行する際は成果を見える化する、評価する際は問題を発見する、改善する際は課題
に対処することなどを学びます。

中堅社員 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01940001 論理的思考法 論理的に伝えるために必要となる演繹法・帰納法の考え方を理解します。演習考察を踏まえながら、その活用のポイントについて学びます。 中堅社員 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01950001 MECEとロジックツリー 現場の課題解決に必要となるMECEの考え方を学び、モレなくダブりなく掘り下げるロジックツリーについて具体例を用いて学びます。 中堅社員 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70
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JB02340001 目標・計画の立案・実施 目標と目的の違いを理解したうえで、目標の立て方、立てた後の注意点を学びます。また、WBSを作成すること、実施のポイントについても学びます。 中堅社員 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01980001 人材育成の手法
人材育成の考え方、Oｆｆ-JTとOJT、認めることの重要性について学びます。行動変容に焦点を当てた人材育成について学び、上位概念・下位概念を理解し、相手

に伝わりやすい指導を目指します。
中堅社員 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02010001 コミュニケーション理論と実践 コミュニケーションの本質について考え、情報をやり取りするための手段について学びます。また、5W1Hを活用したコミュニケーションの取り方を学びます。 中堅社員 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

CB01140001 営業・マーケティング力強化 フォローアップ これからの営業やマーケティングに必要となる顧客アプローチや商品企画・案件評価の考え方について、実際の事例をもとにした25のクイズで考えます。 営業・接客 ¥3,000 3ヶ月 2時間

CB05150001 プレゼン・知識編
本講座では「プレゼンテーションの基本」を学びます。 「価値の伝達」をキーワードに、企画書や提案書といった資料の作り方、図解の説明、実践のポイント、質疑応
答の仕方などを見ていきます。

営業・接客 ¥3,000 3ヶ月 3時間 ■ 80

CB03620001 営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ１～飛び込み営業編～

飛び込み営業が苦手な方、いつまでたっても成果につながらない方は、飛び込み営業に対する基本的な考え方と、中長期的視点が欠けているケースがほとんどで
す。
本講座では、単なる根性論ではなく、飛び込み営業のお客様側にとっての意義は何かを理解し、マインド醸成を促します。また、具体的な飛び込み営業時のテク

ニックに加え、断られたときも無駄にしない、量質転化の考え方について解説し、量をこなすことでどんどん営業効率がアップしていく秘訣について学びます。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03630001 営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ２～テレアポのポイント～
テレアポ営業が苦手な方、いつまでたっても成果につながらない方は、テレアポに対する基本的な考え方と、中長期的視点が欠けているケースがほとんどです。
本講座では、単なる根性論ではなく、テレアポのお客様側にとっての意義は何かを理解し、マインド醸成を促します。また、具体的なテレアポのテクニックに加え、断
られたときも無駄にしない、量質転化の考え方について解説し、量をこなすことでどんどん営業効率がアップしていく秘訣について学びます。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03640001 営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ３～オープニングトーク編～

営業において、オープニングトークは非常に重要な意味合いがあります。それを理解したうえで、適切なコミュニケーションをとることは、営業成果をアップさせる上
でも大切です。
本講座では、オープニングトークの意義は何かを解説し、まずはオープニングトークの本質を理解します。それを踏まえた5つのテクニックをご紹介します。そのうえ

で、ワークを２つ行い、実践力を醸成します。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03650001
営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ４～口下手な人のためのコミュニケーション
術編～

営業時のコミュニケーションに苦手意識がある営業担当者を対象に、相手に合わせた適切なコミュニケーションスタイルが取れるようになる考え方とスキルを醸成し
ます。
ソーシャルスタイルという考え方を用いて、相手のタイプを４つに分類。それぞれのタイプ別傾向と、それぞれにおけるコミュニケーション上のポイントについてみてい

きます。最後に、まとめとしてワークを２つ行い、実践力を醸成します。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03660001 営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ５～ソリューション提案型営業入門編～
法人向け商品・サービスの営業担当者を対象に、単なるカタログ販売ではなく、ソリューション提案型の営業を行うための考え方とノウハウを伝授します。特に、お
客様一社あたりの売上高を上げるために、接点を得たお客様との関係をどう深め、どう顧客の課題を解決していくのか。そのノウハウをつかむために、ソリューショ
ン提案型営業の基本的な4つのスキルについて、解説し、更に顧客課題を仮説立てるためのフレームについて学びます。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03670001 営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ６～提案書作成マスター編～
法人向け商品・サービスの営業担当者を対象に、提案書作成をうまく行うための考え方とノウハウを伝授します。
顧客からみて、この提案書いいね、と思ってもらえる、これなら安心できると、提案書そのものが信頼性確保のツールになるようなものを目指し、提案書構成の型を
１つ１つ見ながら解説していきます。また、提案書の質を高めるためのちょっとした工夫やトレーニング方法もお伝えします。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03680001 営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ７～想いを届ける営業プレゼン編～

法人向け商品・サービスの営業担当者を対象に、プレゼンテーションをうまく行うための考え方とノウハウを伝授します。
プレゼンは経験を重ねることでの慣れ以上に、どんなメソッドに基づいてトレーニングをするか、実践を積み重ねるかのほうが重要です。話の内容を変えずに、話し
方を直すことで信頼度がより一層高くなります。

本講座では、最初に話し方のテクニックをお伝えし、動画で実際にプレゼンをしている人の様子を見ながら、良いプレゼン、悪いプレゼンについて、視覚的に理解し
ていきます。また、ジェスチャーや、感情コントロール、内容構成のテクニック等についても触れていきます。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03690001 営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ８～コンペ対策編～

法人向け商品・サービスの営業担当者を対象に、コンペ対策をうまく行うための考え方とノウハウを授します。
「コンペで負けなし」の講師が、何故コンペに勝てるのか、どのようなポイントを踏まえれば良いのか、という点について、ワークを交え解説します。事前の準備やコ
ンペ当日に実施することをそれぞれ具体的なポイントで押さえ、顧客とどのようなコミュニケーションを取ればよいのか、またコンペの順番は何番目に行うのが良い
のか、などのテクニックを身に付けることですぐに効果を得ることができます。同時に、営業の基本的な考え方にも触れていますので、営業教育入門としてもお勧め
のコンテンツです。 「顧客と対等のパートナーになることを目指す」という、マインド形成にもつながります。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03700001
営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ９～論理と心理を活用するネゴシエーション

の入門編～

法人向け商品・サービスの営業担当者を対象に、営業時の各種交渉をうまく行うための考え方とノウハウを伝授します。
ネゴシエーションの本質は、相手と自分の双方にメリットをもたらすこと、すなわち「パートナーシップを目指す」ことです。この考え方があれば、ネゴシエーションその
ものがうまくいくだけでなく、その後の関係性も向上し、長期的にも相互に大きなメリットが生まれます。
本講座では、ベースとなるこうした考え方を理解したうえで、ネゴシエーションの手順について、ステップ別に理解していきます。そして更に、ネゴシエーションの代表

的な３つのテクニックについてみていきます。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03710001 営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ10～クロージング編～

法人向け商品・サービスの営業担当者を対象に、営業クロージングをうまく行うための考え方とノウハウを伝授します。
多くの営業パーソンが、クロージングを苦手としていますが、その背景には、クロージングに対する誤解があります。そこで本講座では、まず、クロージングを苦手と
する方に、その心理的背景を分析してもらいます。そのうえで、クロージングの定義について改めて確認することで誤解を解き、心理的なハードルを下げていただき
ます。そして、テストクロージングという概念と、6つのクロージングテクニックについて触れ、クロージング力の向上を目指します。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

CB03720001 営業徹底育成講座　ＳＴＥＰ11～クレーム対応入門編～

法人向け商品・サービスの営業担当者を対象に、クレーム対応をうまく行うための考え方とノウハウを伝授します。

クレーム対応は、必ず発生しますが、その対応について、苦手とする営業パーソンも多いものです。
本講座では、まずなぜクレームが発生するのか、クレームにはどんな種類があるかクレームの4つのパターンを整理します。
そのうえで、クレーム対応に大切なスタンスと、3つのステップについてお伝えします。
更に、クレームを商機に繋げる考え方と、クレーム対応の3つのテクニックについて触れます。
クレーム対応を行っている映像が付属しており、理解が促進されます。

営業・接客 ¥3,000 1ヶ月 1時間 動画 ■ 80

JB01730001 事務スタッフの役割と心構え
「企業とは何か」を考え、組織体系、それぞれの階層の役割等を理解します。そのうえで「相手のことを考え行動する」など事務スタッフに求められる心構えやスキル
を学びます。

営業・接客 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01880001 アポなし来客・テレセールス業の断り方
会社の受付や総務・秘書、あるいはそれに準ずる職務にある人の応対のあり方について学びます。アポなし来客、テレセールス等の断り方や、判断力、機転につ
いて学びます。

営業・接客 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01890001 クレーム応対の基本的考え方 クレームの考え方から、クレーム応対のポイントについて学びます。クレームの種類や、クレーム応対のプロセスに沿った対応の仕方について学びます。 営業・接客 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01900001 来客や電話でのクレームの対応
クレーム応対のプロセスに沿って、それぞれのプロセスで必要となるスキルについて学びます。謝罪、傾聴、質問スキル等具体的な文言についても触れながら学び

ます。
営業・接客 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70
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JB01910001 Ｅメールでのクレームの対応 Eメールでのクレーム対応方法について学びます。Eメールの特性も踏まえたうえで、様々なパターンに対するEメールの作成方法について学びます。 営業・接客 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02090001 サービスの特性
サービスの特性について理解し、お客様と接点を持つ瞬間の重要性を学びます。顧客満足の考え方についても学び、ロイヤルティを築くことの重要性を理解しま
す。

営業・接客 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02100001 顧客満足
顧客満足とは何かを考え、顧客満足を得るためにはどのような考えが必要なのかを学びます。ジョングッドマンの法則など、顧客満足が重要視されるきっかけと
なった考え方についても学びます。

営業・接客 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02140001 応酬話法
セールスにおける応酬話法の考え方とそのポイントについて学びます。お客様の否定の意見に対して、直接否定法、イエスバット法など、様々な話法を用いて話
し、お客様との良好な関係構築を目指します。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02230001 電話でのクレームの対応①
クレームの種類等理解したうえで、クレームを未然に防ぐ電話応対の5つのポイント（名乗り、名前の呼びかけ、あいづち、クッション言葉、ありがとうの活用）を学び
ます。

営業・接客 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02240001 電話でのクレームの対応②
クレームのプロセスに沿って、それぞれのプロセスで必要となるスキルについて学びます。謝罪、傾聴、質問スキル等具体的な文言についても触れながら学びま
す。

営業・接客 ¥1,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02250001
電話によるセールス勧奨
（アプローチからクロージング）

アウトバウンドによる営業のアプローチからクロージングまでの流れと考え方を学びます。また、お客様に納得していただくための会話のポイントについて学びま
す。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02260001 顧客心理を読み取った対応文作成
顧客対応を行ううえで知っておくべき書き言葉の特性を知るとともに、顧客心理を考慮した文章作成についての注意点を学びます。お客様の癇に触らない、お客様
を立てる、お客様に共感する等、お客様に寄り添った文章を作成するコツなどを学びます。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02280001 指標管理の重要性と読み方①
コールセンターの目標を達成するために必要となる、指標の理解、活用について学びます。定量的に現状を分析することの重要性とマネジメントへの活用方法を

PDCAサイクルで学びます。
営業・接客 ¥2,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02290001 指標管理の重要性と読み方② 主要なKPI（応答率、CPC、稼働率、AHT等）の定義を学び、KPIを活用するうえでの具体的事例や数値を用いて実戦感覚を身につけていただきます。 営業・接客 ¥2,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02310001 フィードバックの効果と手法
コールセンターにおいて、指導者がコミュニケーターに対して面談形式でフィードバックする際の方法やポイントについて学びます。ティーチング、コーチング、トレー
ニング等の手法を学び、コミュニケーターのモチベーション向上や行動の改善を図ります。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02030001 販売スタッフの役割と心構え
販売スタッフに求められる役割について考えます。サービスマインドを持ち、お客様を観察したり、お客様の話を聴く・話すスキルを磨くことを学びます。また、チーム

プレイの重要性を理解し、CSの3Rについても学びます。
営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02060001 接客話法 8大接客用語をトレーニングも交えて学びます。また、お客様をお迎えする待機場面からお見送りまで、それぞれのシーンに合わせた言葉がけを学びます。 営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02080001 購買心理と応対の流れ
AIDMAの法則等の購買モデルを踏まえ、購買心理の8段階を理解します。また、実際にお客様が商品を購入する場面を想定し、心理段階に合わせた応対の流れを

学びます。
営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02110001 効果的なアプローチ
販売スタッフの方がお客様にアプローチするにあたっての心構えとお客様の信頼を得るための接し方について学びます。声の掛け方からお客様の反応を見てセカ
ンドアプローチするポイントまで学びます。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02120001 製品の提示・説明・クロージング①
お客様に商品を販売する際の、製品の提示･説明の考え方とその手法について学びます。具体例を用いて製品を説明したり、お客様のニーズをくみ取り、購買意欲
を促進する方法を学びます。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02130001 製品の提示・説明・クロージング②
お客様に商品を購入していただく際のクロージング（最後の一押し）の仕方を学びます。お客様のバイイングシグナルの見極め方、テストクロージングの手法、迷っ
ているお客様への後押しの仕方などを学びます。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02150001 店舗でのクレーム対応①
店舗における対面のクレーム対応の手法を学びます。クレームとは何か、どのように受け止めたら良いかを考えます。また、お客様の満足度を下げないための5つ

のポイント（身だしなみ、表情、立ち居振る舞い、声の表情、言葉遣い）を学びます。
営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02160001 店舗でのクレーム対応②
店舗にてクレームが起きた際、お客様の満足度をマイナスからプラスに変えるために、クレーム応対のプロセスと応対に必要な5つのスキル（謝罪、傾聴、質問・確
認、説明・提案、クロージング）を学びます。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02170001 来店促進の電話応対
一度ご来店いただいたお客様に再来店を促す電話応対の考え方とポイントについて学びます。お客様に電話をかける機会は複数あり、その機会（お礼、事前・フォ
ロー等）に合わせたポイントを学びます。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02180001 勧奨の電話応対
過去にご来店いただいたお客様に電話をし、商品の 再購入や新商品をお勧めするポイントを学びます。推奨コールのフロー（アプローチからクロージングまでの7ス
テップ）に合わせたポイントを学びます。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02190001 ラウンダーとしての心構えと役割・スキル
ラウンダーとしての職務につくにあたっての心構えやスキルを学びます。ラウンダーの仕事内容と求められるスキル（マナー、コミュニケーション、接客、課題解決、
デザイン）について学びます。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02200001 ロジカルプレゼンテーション
お客様に商品・サービスの提案をする販売シーンにおいて、お客様に納得感を持っていただくためのスキルについて学びます。お客様と双方向の会話をする中で、

ニーズを引き出し、そのニーズに応じた提案を論理的に行うスキルを学びます。
営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02210001 コミュニケーターの役割と心構え
コールセンターの業務や組織体系、目的について理解を深め、コミュニケーターの役割、心構えを学びます。クライアント組織の代表としてお客様とつながっている
意識を持つ重要性を理解します。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70
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JB02220001 コールセンターのマナーと守るべきルール
コールセンターでチームワークを発揮するために欠かせないあいさつ、身だしなみなどのマナーのポイントや時間厳守、報連相の徹底、コンプライアンスといった基
本ルールを学びます。

営業・接客 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02020001 面談法
チームメンバーに対して効果的な面談を行うためのポイントについて学びます。ティーチャー、コーチ、パートナーの役割を使い分けて相手の話を引き出す方法も学
びます。

人事 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01970001 人材管理の考え方
人材の重要性、人材管理のプロセスとポイントについて学びます。採用・配置・評価・育成・処遇のプロセスに沿って実施することを解説しています。ただ単にプロセ
スを回すだけでなく、動機づけが重要であることを学びます。

人事 ¥1,500 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

AE00700006 個人情報保護 教育プログラム

2006年5月、Pマーク認証基準であるJISQ15001が改正され、JISQ15001:2006【個人情報保護マネジメントシステム－要求事項】（新JIS）として公表されました。これ
をうけて、Pマーク取得・更新のためには、新JISに対応した【個人情報保護マネジメントシステム】の構築が必要です。
でも「実際にどのように対応したら？」「通常業務に支障がでるのでは？」なんて思っていませんか？　「新JIS対応 個人情報保護 教育プログラム」は新JISに対応し
た内容で、従業者教育をサポートする教育支援ツールです。
※本コースは、2013年１月現在の法令に2016年１月より施行されたマイナンバー法の補足を加えております。

全社共通 ¥3,500 3ヶ月 3時間 ■ 80

CB01710001 事務系派遣スタッフのための安全衛生

労働の多様化の象徴である「派遣労働」は、今では男女を問わず１つの労働スタイルとして定着していますが、派遣労働者の立場や地位は決して安定したもので
はなく、労働条件、仕事のキャリアアップ、やりがいはもちろん、安全衛生面などでも正規労働者と比較して弱く、不安定な状態に置かれていることに変わりはあり

ません。
したがって、派遣労働者は、安心して派遣元と労働契約を結び、快適に派遣先で就労できるよう、自らさまざまなことを知り、学ばなければなりません。
本コースでは、「何を知り、どう行動すべきか」という視点で、派遣労働者の安全衛生面を中心に学習します。

全社共通 ¥3,000 1ヶ月 0.5時間 動画 ■

CB01720001 製造系派遣スタッフのための安全衛生

労働の多様化の象徴である「派遣労働」は、今では男女を問わず１つの労働スタイルとして定着していますが、派遣労働者の立場や地位は決して安定したもので
はなく、労働条件、仕事のキャリアアップ、やりがいはもちろん、安全衛生面などでも正規労働者と比較して弱く、不安定な状態に置かれていることに変わりはあり
ません。

したがって、派遣労働者は、安心して派遣元と労働契約を結び、快適に派遣先で就労できるよう、自らさまざまなことを知り、学ばなければなりません。
本コースでは、「何を知り、どう行動すべきか」という視点で、派遣労働者の安全衛生面を中心に学習します。

全社共通 ¥3,000 1ヶ月 0.5時間 動画 ■

CB01460001 ～事例とセルフチェックで学ぶ～ セクハラ根絶　実践マニュアル

セクハラとは男性、女性に関係なく起こり得るため、会社の業種や職種に関係なく、すべての職場で起こり得る職場のトラブルです。したがって、会社としてコンプラ
イアンス経営の一環としてセクハラが発生しにくい組織作りや環境を整え、社内ルールを準備したら労働者への周知・啓発を図らなければなりません。同時に、組
織や労働者が発するセクハラの予兆を見逃さず、確実にその芽を摘んでおかなければなりません。本コースでは、セクハラの意味や事例、防止体制の必要性な
ど、セクシュアルハラスメント防止を学習すべき人が確認しておくべき重要ポイントをまとめました。

全社共通 ¥3,000 3ヶ月 3時間 ■ 80

CB01470001 パワハラ・モラハラゼロの職場づくり講座

職場で行われる、「人権や人間の尊厳を損なうような精神的な嫌がらせ行為」がハラスメントです。講座前半では、ハラスメント行為の実態を把握した上で、どのよう
なタイプがあるか、ハラスメントが周囲にどのような影響を及ぼすか概観します。
本コースでは、前半は職場の上司から部下への嫌がらせ行為であるパワーハラスメントを、後半では、職場の労働者間の嫌がらせ行為であるハラスメントを取り上

げ、企業としての責任や被害者のメンタルヘルス、相談体制の整備など、職場の人間関係を良好に維持するための方策について、事例を交えながら学びます。

全社共通 ¥3,000 3ヶ月 3時間 ■ 80

JB02050001 話し方・聞き方のポイント
わかりやすい話し方、信頼を得る聞き方、フィードバックの仕方を学びます。相づちのバリエーション、相づちの打ち方からフィードバックの仕方まで効果的な聞き方

について学びます。
全社共通 ¥2,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB02070001 発声発音
良い声の条件を意識し相手に伝わる明瞭な声が出せるよう、発声発音のトレーニングを実施します。腹式呼吸の練習方法についても解説します。また、より伝わり
やすくする語調を学びます。

全社共通 ¥2,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

AS01050001 いまさら誰にも聞けない Word 2010
ワープロソフトの定番「Word」の基本操作を学習します。ナレーションによるガイダンスに従ってマウスを操作することで、Word 2010の基本操作を疑似体験でき、は
じめての方でもすぐに上達できます。

IT／PCスキル ¥3,000 3ヶ月 4時間

AS01060001 いまさら誰にも聞けない Excel 2010
表計算ソフトの定番「Excel」の基本操作を学習します。ナレーションによるガイダンスに従ってマウスを操作することで、Excel 2010の基本操作を疑似体験でき、はじ
めての方でもすぐに上達できます。

IT／PCスキル ¥3,000 3ヶ月 4時間

AS01070001 いまさら誰にも聞けない PowerPoint 2010
プレゼンテーションソフトの定番「PowerPoint」の基本操作を学習します。ナレーションによるガイダンスに従ってマウスを操作することで、PowerPoint 2010の基本操
作を疑似体験でき、はじめての方でもすぐに上達できます。

IT／PCスキル ¥3,000 3ヶ月 4時間

CB01490001 Officeスキル診断　Excel 2010　完全版

表計算ソフトでトップシェアのMicrosoft Office Excel 2010における習得レベルを測ることができます。
基本的な操作から、Microsoft Office Excel 2010特有の操作まで操作手順を実際に動かしながら回答していただきます。
完全版では全100問についてExcel操作のスキルを診断します。

※実際にソフトをお持ちでなくても、診断は可能です。
※本コースは、Microsoft Office Specialist（MOS）の資格試験対策の範囲を網羅しています。

IT／PCスキル ¥2,500 1ヶ月 3時間

CB01500001 Officeスキル診断　Excel 2010　通常版

表計算ソフトでトップシェアのMicrosoft Office Excel 2010における習得レベルを測ることができます。

基本的な操作から、Microsoft Office Excel 2010特有の操作まで操作手順を実際に動かしながら回答していただきます。
通常版では、全100問の各項目の中から、30問をランダムに抽出してExcel操作のスキルを診断します。

※実際にソフトをお持ちでなくても、診断は可能です。
※本コースは、Microsoft Office Specialist（MOS）の資格試験対策の範囲を網羅しています。

IT／PCスキル ¥2,500 1ヶ月 1時間

CB01510001 Officeスキル診断　Word 2010　完全版

文書作成ソフトでトップシェアのMicrosoft Office Word 2010における習得レベルを測ることができます。
基本的な操作から、Microsoft Office Word 2010特有の操作まで操作手順を実際に動かしながら回答していただきます。
完全版では全100問についてWord操作のスキルを診断します。

※実際にソフトをお持ちでなくても、診断は可能です。
※本コースは、Microsoft Office Specialist（MOS）の資格試験対策の範囲を網羅しています。

IT／PCスキル ¥2,500 1ヶ月 3時間
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CB01520001 Officeスキル診断　Word 2010　通常版

文書作成ソフトでトップシェアのMicrosoft Office Word 2010における習得レベルを測ることができます。
基本的な操作から、Microsoft Office Word 2010特有の操作まで操作手順を実際に動かしながら回答していただきます。
通常版では、全100問の各項目の中から、30問をランダムに抽出してWord操作のスキルを診断します。

※実際にソフトをお持ちでなくても、診断は可能です。

※本コースは、Microsoft Office Specialist（MOS）の資格試験対策の範囲を網羅しています。

IT／PCスキル ¥2,500 1ヶ月 1時間

CB01530001 Officeスキル診断　PowerPoint 2010　完全版

プレゼンテーションソフトでトップシェアのMicrosoft Office PowerPoint 2010における習得レベルを測ることができます。
基本的な操作から、Microsoft Office PowerPoint 2010特有の操作まで操作手順を実際に動かしながら回答していただきます。
完全版では全100問についてPowerPoint操作のスキルを診断します。

※実際にソフトをお持ちでなくても、診断は可能です。

※本コースは、Microsoft Office Specialist（MOS）の資格試験対策の範囲を網羅しています。

IT／PCスキル ¥2,500 1ヶ月 3時間

CB01540001 Officeスキル診断　PowerPoint 2010　通常版

プレゼンテーションソフトでトップシェアのMicrosoft Office PowerPoint 2010における習得レベルを測ることができます。
基本的な操作から、Microsoft Office PowerPoint 2010特有の操作まで操作手順を実際に動かしながら回答していただきます。

通常版では、全100問の各項目の中から、30問をランダムに抽出してPowerPoint操作のスキルを診断します。

※実際にソフトをお持ちでなくても、診断は可能です。
※本コースは、Microsoft Office Specialist（MOS）の資格試験対策の範囲を網羅しています。

IT／PCスキル ¥2,500 1ヶ月 1時間

JB01820001 仕事で使うエクセルの基本 ビジネスで必要となる基本的なエクセルの使い方について学びます。計算を含む表の作成、表の整え方を例に具体的な操作をわかりやすく学びます。 IT／PCスキル ¥2,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70

JB01920001 便利なエクセル機能 データ分析や資料作成に役立つ「グラフ機能」について学びます。様々なグラフの効果、特徴と作成方法について学び、効率的な業務に活かします。 IT／PCスキル ¥2,000 3ヶ月 0.5時間 動画 ■ 70


