
◆新講座 ファシリテーション・チームビルディング 
◆関西地区限定開催 技術者研修 
◆人気の定番講座 ビジネスライティング・営業スキル等 

マネージャー研修 
 
社内研修では体験できな
い他社の方々との意見交
流は、新鮮でとても重要。
これからのマネジメントの
大きな参考になった。 
A社 ４０代 男性  

ビジネスライティング研修 
 
伝えたいことを素早く正確に、
そして読み手が理解しやすい
文章にするためのテクニックが
身に付きました。 
早速明日からの業務で実践し
たいと思います。  
B社 ２０代 女性 

営業の基本研修 
 
ロールプレイングを通じ、
改めて営業の基礎の大
切さを学ぶことができま
した。今後の営業活動に
活かしていきます。  
C社 ２０代 男性 

 

＜参加者の声＞ 



ヒューマンスキル 
 

 
ＯＪＴ研修 

5月31日 

（若手向け） 

ｺﾐｭ力ｱｯﾌﾟ！研修 

11月5日 

汎用ビジネススキル 
 

 

専門ビジネススキル 
 

 

階層別 
 

 

新人ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 

研修 

2月27日 

マネージャー研修 

 8月30日 
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      2月 

 
3月 

【関西開催】  

営業の基本研修 

10月4日 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾃｨﾝｸﾞ研修 

総合編 

3月2日 

実践ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ 

研修 

12月3日 

【関西開催】   

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾃｨﾝｸ研修 

総合編 

 7月19日 

営業の基本研修 

10月1日 

 業務効率改善研修 

9月26日 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾃｨﾝｸﾞ研修 

基礎編 

6月27日（ﾊｰﾌﾃﾞｲ） 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾃｨﾝｸﾞ研修 

応用編 

10月24日（ﾊｰﾌﾃﾞｲ） 

 

【関西開催】  

技術者研修 

（２日間コース） 

8月2日・9日 

 40歳代の 

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研修 

9月3日 

新 

開催スケジュール 

 開催会場： JEMIMA 計測会館（東京都中央区日本橋蛎殻町2-15-12）、関西地区   
 参加費用： 2,000円～7,000円／人／１プログラム／JEMIMA会員 
 定   員： 各プログラム30～36名様（定員となり次第、締め切りとさせていただきます。） 
 申   込： 2019年 4月中旬より順次受付開始～各プログラム開催２週間前締め切り（予定） 
 問合せ先： JEMIMA総務グループ ＴＥＬ    ： ０３-３６６２-８１８５ 
                         E-mail ： matukawa@jemima.or.jp   

開催概要 

主 催：  JEMIMA企画運営会議 

交流会 
付き 

交流会 
付き 

チームビルディング 

研修 

1月23日 
新 

交流会 
付き 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修 

7月25日（ﾊｰﾌﾃﾞｲ） 



研修名 概要 

マネージャー研修 
 

【研修のねらい・対象】 
初級マネージャーに必須の、業務と部下のマネジメントのポイントを習得します。成
果の出る職場づくりへ向けて、お悩み解決のサポートとなる研修です。 

【講師】ＨＲＭジェイズ・オフィス 代表 坂田二郎氏 

新人フォローアップ研修 

【研修のねらい・対象】 
新人を対象に仕事の基本中の基本（ＰＤＣＡ、ホウレンソウ、ＱＣＤ）を再確認いただ
き、２年目以降の飛躍の土台を構築します。 

【講師】ＨＲＭジェイズ・オフィス 代表 坂田二郎氏 

階層別研修   

各研修の概要 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

講師陣のご紹介  

マネジメントの基礎を習得！貴社の新人に中堅へのステップアップをサポート！ 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

研修名 概要 

ビジネスライティング研修 

基礎編3時間 

応用編4時間 

総合編7時間 

【研修のねらい・対象】 
ビジネス文書を書くのが苦手という方を対象に、「速く、正確に読める」文書の、「楽
な」書き方をお教えします。「総合編」は、基礎編と応用編を１日で実施するもので
す。 

【講師】ＨＲＭジェイズ・オフィス代表 坂田二郎氏 

コンプライアンス研修 

【研修のねらい・対象】 
元企業内のコンプライアンス担当者を講師に迎え、実体験をもとに、コンプライアン
スとハラスメント問題の基本と対策を分かり易く解説いただきます。 

【講師】コンプライアンス・コンサルタント 安藤達矢氏 

業務効率改善研修 

【研修のねらい・対象】 
演習や講義を通じて、自分の仕事の進め方を見つめなおしていただきます。より効
率よく、質の高い仕事をするためのヒントが見つかります。 

【講師】ＨＲＭジェイズ・オフィス代表 坂田二郎氏 

実践ファシリテーション研修 

【研修のねらい・対象】 
会議など話し合いの場で、ファシリテーター（進行役）を担う方が対象です。雰囲気
作り、関係構築、相互理解などスムーズな合意形成へのポイントを習得します。 

【講師】ＨＲＭジェイズ・オフィス代表 坂田二郎氏 

汎用ビジネススキル研修   

関西開催あり 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 
新 

ハーフデイ開催 

ＪＥＭＩＭＡ定番講座に加えて、新規講座が登場！ 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

ハーフデイ開催 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 
「対象者メーター」の見方 
各研修の“対象者メーター”の赤の部分が対象受講者に該当します。 

この範囲が対象者 

（会員価格：4,000円、会員外：12,000円） 

（会員価格：4,000円、会員外：8,000円） 

基礎編（会員価格：2,000円、会員外：6,000円）、応用編（会員価格：3,000円、会員外：9,000円）、総合編（会員価格：4,000円、会員外：12,000円） 

（会員価格：2,000円、会員外：6,000円） 

（会員価格：4,000円、会員外：12,000円） 

（会員価格：4,000円、会員外：12,000円） 

講師陣のご紹介  

ヒューマンスキル 

（キャリアデザイン）担当 

 
キャリアコンダクト株式会社 

代表取締役 

須藤 昭彦 氏 
 

階層別研修・汎用スキル 

ヒューマンスキル担当     

 

ＨＲＭジェイズ・オフィス 

代表 

坂田 二郎 氏 
 

汎用ビジネススキル 

（コンプライアンス研修）担当 

 

コンプライアンス 

コンサルタント 

安藤 達矢 氏 
 



研修名 概要 

 

営業の基本研修 
【研修のねらい・対象】 
営業スタイルを模索中の若手営業職を対象に、営業力の高め方を基礎 

から指導。提案型営業へやり方を変えるための第一歩を踏み出します。 

【講師】（一社）人財開発支援協会 代表理事 雨宮利春氏 

 

技術者研修 
 （2日間コース） 

【研修のねらい・対象】 
入社２～５年程度の若手技術職を対象に、ニーズ調査に基づいた「計測と制御」の
基本事項を学び、併せて最先端科学技術講演を聴講出来る今迄にない新たな若
手人財育成の場を提供します。本研修は２日間１セットの研修プログラムです。 

【講師】近畿職業能力開発大学校 教授 秋間紳樹氏 

専門ビジネススキル研修 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

大人気講座の営業研修に加え、関西での技術者研修も２年目！ 

交流会付き 関西開催あり 

関西単独開催 

講師陣のご紹介  

専門ビジネススキル 

（営業研修）担当       

 
（一社）人財開発支援協会 

代表理事 

雨宮 利春 氏 
 

専門ビジネススキル 

（技術者研修）担当       

 
近畿職業能力開発大学校 
教授 

秋間 紳樹 氏 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

※先端技術調査委員会との共催 

研修名 概要 

ＯＪＴ研修 

【研修のねらい・対象】 
On the Job Trainingの計画立案の仕方から、トレーナーとしてのスキル習得ま
でカバーし、中堅や若手による職場での新人育成につなげます。 

【講師】ＨＲＭジェイズ・オフィス 代表 坂田二郎氏 

４０歳代の 

キャリアデザイン研修 

【研修のねらい・対象】 
人生の節目の年代の方を対象に、自らを振り返り今後を考える６つのワークへの
取り組みで、今後の仕事と人生を豊かにする考え方を身につけていただきます。 

【講師】キャリアコンダクト株式会社 代表取締役 須藤昭彦氏 

（若手向け） 

コミュ力アップ！研修 

【研修のねらい・対象】 
新人や若手社員の皆さんに、自らが仕事上の関係者に働き掛け、環境適応する
ための、実践的コミュニケーション能力（コミュ力）を指導します。 

【講師】ＨＲＭジェイズ・オフィス 代表 坂田二郎氏 

チームビルディング研修 
（リーダー＆フォロワー研修を改訂） 

【研修のねらい・対象】 
チームで仕事をするすべての人が対象です。それぞれの立場から、リーダーシッ
プとフォロワーシップとは何かを実感し、自分にできることをご理解いただきます。 

【講師】ＨＲＭジェイズ・オフィス 代表 坂田二郎氏 

ヒューマンスキル研修   

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

仕事に役立つ対人関係スキルを習得！安定の講座群！  

管理職    監督職    中堅    若手    新人 

主 催：  JEMIMA企画運営会議 

交流会付き 

（会員価格：2,000円、会員外：6,000円） 

（会員価格：4,000円、会員外：10,000円） 

（会員価格：4,000円、会員外：10,000円） 

（会員価格：5,000円、会員外：15,000円） 

（会員価格：7,000円、会員外：18,000円） 

新 
管理職    監督職    中堅    若手    新人 

（会員価格：4,000円、会員外：12,000円） 

ご注意： 
本パンフレット掲載の各研修は、開催日・会場が異なっても、研修名が同じ場合は同一の内容です。 
なお諸般の事業により、日時や内容に変更が生じる場合があります。 


