
NEW

※テキスト（資料）費が含まれております。

26,400円／ 1名
29,700円／ 1名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

参加料（税込） ○本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

対　象
●実務で使える「ビジネスチャンスの探し方」の事例を知りたい、新任担当者
●将来的に「ビジネスチャンスの発見」を期待される、若手・中堅社員の方
●イノベーションをとにかく「かんたんに」学びたい、全ての初学者の方

ねらい
「かんたんに学べるシリーズ」とは、ちょっと難しそうな題材を「かんたんに」学ん

でいただく短編セミナーシリーズです。
第一弾は、多くの方が経験されている「リモートワーク」を事例として、「ビジネス

チャンスの探し方」を学びながら、「イノベーションの基礎」をオンラインで習得いた
だきます。
●イノベーション機会を探すための「３つの問い」をマスターする
●コロナ後に戻るもの、戻らないものを明確にする
●ジョブ定義文の作り方をマスターする

会期・受講形態（会場）
＜オンライン＞
  企画中

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

半日
13:30

時間

16:30

プログラム

1. アイスブレイク
•自己紹介

2. 制約がイノベーションの機会を生み出す

3. イノベーション機会を探す３つの問い
■問１  どの領域に行くか？
■問2  新しい領域の課題はどうやって探すか？
■問3  製品・サービスはどう開発するか？

4. ■解 １ 破壊的イノベーション
•コロナ後に戻るもの、戻らないもの

5. ■解 2   ジョブ理論
•ジョブ定義文を書いてみよう

6. ■解 3   プロブレム・ソリューション・フィット
•４つの視点で考えるソリューションの方向性

7. まとめ
•ビジネスチャンスの探し方

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

半日
13:30

時間

16:30

プログラム

1. アイスブレイク
•自己紹介

2. リーダーシップ、コミュニケーションとは？　■解 説

3. マイケース　■演 習
•自分の課題、学びたいことを抽出

4. リモート・リーダーシップとは？　■解 説
•リモート・リーダーシップ成功の鍵
•３Eモデル（Engagement/Empowerment/Evaluation）

5. リモート・リーダーシップの実践　■演 習
•リモート・フィードバック
•リモート・コーチング（面談・電話・メールなど）
•リモート・リーダーシップ開発プランの作成と発表
•Webを使ってのロールプレイ演習
•１on1(部下との面接演習)

6. まとめ
•振り返り

※テキスト（資料）費が含まれております。

26,400円／ 1名
29,700円／ 1名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

在宅勤務・リモートワークでも安心！～離れていてもチームをまとめる方法～

【改定版】
リモート・リーダーシップ研修

セミナーID

半日

参加料（税込） ○本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

50名定　員

安部 哲也
EQパートナーズ株式会社 代表取締役社長
立教大学大学院
ビジネスデザイン研究科 特任教授

講　師

151379

対　象
●係長・主任クラスの方 ※部長クラスの方もご参加いただけます

・遠隔地の部下や直行直帰型チームを管理する係長、主任
・リモート環境での部下とのコミュニケーション力を習得したい係長、主任

ねらい
　係長・主任クラスの方が、リモートワークでチームをまとめることができるように
なるセミナーです。
●リモート・リーダーシップの特徴(強み・弱み)を押さえる
●演習を通じて、リモート・リーダーシップ 実践の方法を学ぶ
●自分自身が抱えるリモート・リーダーシップについての課題解決のヒントを得る
●リモート・リーダーシップ開発モデルを用いて、自分自身の実行プランを作成し、

持ち帰る

会期・受講形態（会場）
＜オンライン＞ 
  企画中

オンライン
ライブ参加型

50名定　員

山田 竜也
株式会社インディージャパン 
取締役 トレーニングディレクター
電気通信大学 機械制御工学専攻 修士
MIT Sloan Executive MOT

講　師

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

１日
10:00

時間

17:00

プログラム （昼休み 12:00 ～ 13:00）

※テキスト（資料）費が含まれております。

88,000円／ 1名
110,000円／ 1名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

参加料（税込） ○本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

セミナーの目的（ゴール）
1. 最新のITトレンドを学び、社会やビジネスに与える影響力や価値を正しく理解する。
2. ITに関する正しい知識を学び、ビジネスへの応用を考えられるようになる。
3. 今後、ITがどのような進化、発展をしていくのかの知見を得る。

会期・受講形態（会場） ※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

2021年  5月20日（木）※オンライン
2021年  9月16日（木）※オンライン
2022年  1月20日（木）※オンライン

1. デジタルとは何か？
・フィジカルとデジタル
・デジタルがもたらす3つの価値 など

2. ビジネスの大変革を迫る
デジタル・トランスフォーメーション

・デジタル・トランスフォーメーションの本質
・ITに求められる役割の転換 など

3. コンピュータ利用の常識を置き換える
クラウド・コンピューティング

・コンピュータ利用の前提となるクラウド
・コストだけではないクラウドの価値 など

4. つながることが前提となる社会を作るIoT
・「つながる」ことの意味と価値
・IoTと5Gとこれからのビジネス など

対　象
●自社の経営や事業にITを活用していきたい方
●最新のITのトレンドや価値、目的、意味合い、関係性などを学び、

知識を整理したい方
●ITを活用した業務改善や生産性向上を図りたい方
●最新ITによる“事業の差別化”を推進する立場の方
（どのようなテクノロジーを導入すればよいかを悩んでいる方）

＜参加に必要なもの＞
●パソコン、スマートフォンまたはタブレットと、インターネット環境
●マイク付きイヤホン　※ヘッドセットも可
●Webカメラ　※パソコン内蔵も可

<受講方法>
●Zoomを使用して配信します。初めてZoomを利用される場合は

事前にサイトにアクセスいただきご準備ください。インストールは
無料です。

●お申込みの方には、受講用URLと参加要領（マニュアル）を後日
ご連絡させていただきます。

●１申込につき１名様がご受講ください。（著作権の観点から１申込で
複数の方のご受講はお受けいたしません。）

5. 人に寄り添うビジネスを作るAI
・大きく変わるヒトと機械の役割
・AIの可能性と限界 など

6. 加速するビジネス・スピードに対応する開発と運用
・内製化が前提となる開発と運用
・ITベンダーとの新しい関係 など

7. デジタル・トランスフォーメーション時代のビジネスと人材
・ITに求められる新たな価値と求められる人材
・IT人材をどのように確保するか など

・何ができるようになるのか？
・どのような価値を生みだすのか？
・なぜ注目されているのか？

「知っている」から「説明できる」へ実践で「使える」知識を手に入れる

プログラムは一例です。ITの最新トレンドをプログラムに反映させます。

50名定　員

講　師

斎藤 昌義
ネットコマース株式会社
代表取締役

1982年、日本アイ・ビー・エムに入社、一部上場の電気電子関連企業
を営業として担当の後、1995年、当社を設立。外資系企業の日本で事
業開発、産学連携事業やベンチャーの企業をプロデュース、ITベンダー
の事業戦略の策定、営業組織の改革支援、人材育成やビジネス・コーチ
ングの他、ユーザー企業の情報システムの企画・戦略の策定などに従事。
ITの最新トレンドやビジネス戦略について学ぶ「ITソリューション塾」を
2009年より主宰し東京/大阪/福岡で開催の他、年間100回程度の講義・
講演。

【主な著書】
「システムインテグレーション崩壊」（技術評論社・2014）
「システムインテグレーション再生の戦略」（技術評論社・2016）
「未来を味方にする技術」（技術評論社・2017）
「【図解】コレ1枚でわかる最新ITトレンド［増強改訂版］」
（技術評論社・2017）
「SI事業者/ITベンダーのためのデジタル・トランスフォーメーションの教科書」
（デジタル出版・2018）
その他、雑誌寄稿や取材記事など多数。

60

NEWリモートワーク下における
ビジネスチャンスの探し方セミナー

セミナーID

半日

151390ライブ参加型

61

デジタル・トランスフォーメーション時代に知っておくべきITの基本の「き」

1日でよくわかる！
ITの最新トレンドとこれからのビジネス

セミナーID

1日

150795
オンライン
ライブ参加型

59
●テレビ会議ツール「Zoom」で配信します。事前に接続テストにアクセスいただき、動作をご確認ください。
●1申込につき1名様がご受講ください。（著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません）
●ビデオオンできる環境をご用意ください。イヤホンやヘッドセット、外部スピーカーを使用しての受講をおすすめします。
●お申込み時、参加される方のメールアドレスを必ず登録してください。
●本セミナーの講義資料および配信映像の録画、録音、撮影など複製ならびに二次利用は一切禁止です。
●Zoomにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側にて停止させていただきます。
●お申込みの前に必ず規約をご確認ください。お申込み完了を以て規約に同意したことといたします。（オンラインLIVEセミナー規約 https://school.jma.or.jp/pa/ca0rE）

【 オンライン受講の 】ご案内

●テレビ会議ツール「Zoom」で配信します。事前に接続テストにアクセスいただき、動作をご確認ください。
●1申込につき1名様がご受講ください。（著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません）
●ビデオオンできる環境をご用意ください。イヤホンやヘッドセット、外部スピーカーを使用しての受講をおすすめします。
●お申込み時、参加される方のメールアドレスを必ず登録してください。
●本セミナーの講義資料および配信映像の録画、録音、撮影など複製ならびに二次利用は一切禁止です。
●Zoomにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側にて停止させていただきます。
●お申込みの前に必ず規約をご確認ください。お申込み完了を以て規約に同意したことといたします。（オンラインLIVEセミナー規約 https://school.jma.or.jp/pa/ca0rE）

【 オンライン受講の 】ご案内

●テレビ会議ツール「Zoom」で配信します。事前に接続テストにアクセスいただき、動作をご確認ください。
●1申込につき1名様がご受講ください。（著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません）
●ビデオオンできる環境をご用意ください。イヤホンやヘッドセット、外部スピーカーを使用しての受講をおすすめします。
●お申込み時、参加される方のメールアドレスを必ず登録してください。
●本セミナーの講義資料および配信映像の録画、録音、撮影など複製ならびに二次利用は一切禁止です。
●Zoomにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側にて停止させていただきます。
●お申込みの前に必ず規約をご確認ください。お申込み完了を以て規約に同意したことといたします。（オンラインLIVEセミナー規約 https://school.jma.or.jp/pa/ca0rE）

【 オンライン受講の 】ご案内
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