
1回目
13:30

時間

16:30

※テキスト（資料）費が含まれております。

56,100円／ 1名
68,200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
部長層の職位で業務をされている方で
●課長層のメンバー育成支援の促進をはかりたい方
●職場に1on1ミーティングを定着させ、チームを活性化させたい方

参加の前提
●2回の会期の両方に参加できる方
●事前課題と職場実践（1回目と2回目の間）が出来る方

ねらい
●チームメンバーを育成できる課長を支援するための1on1を実施できるようになる。

会期・受講形態（会場）
＜オンライン＞
  企画中

● オリエンテーション
1. 1on1ミーティングとは　■講 義

•その目的と意味
―1on1ミーティングと通常の面談の違い　　―1on1ミーティングの中で達成したいこと

2. 1on1ミーティングを成功させるために　■講 義　■演 習
•セットアップすべきこと

―成功例から学ぶ具体的な環境設定と事前準備
―対面とリモートの違いと留意点 　　―自分の現状の棚卸し（事前課題の共有）

•身に着けておくべきコミュニケーションスキル
―コーチングとティーチングを使い分ける

•1on1で強化したいコーチングスキル  その１
―質問力をつける　　―「聞く」力をつける　　―会話の流れ（ステップ）を使う

•職場実践の戦略を練る（次回に向けて)

● オリエンテーション
3. 職場実践の振り返り

•成功したこと、発見したこと
•課題と感じたこと

4. 1on1で強化したいコーチングスキル その２　■講 義　■演 習
•提案と要望　　―その意味と効用　　―エクササイズ
•フィードバックスキル　　―その意味と効用　　―エクササイズ

5. 職場1on1の次回に向けて　■講 義
6. まとめ

•振り返り

2回目
13:30

時間

16:30

※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。

プログラム

半日
13:30

時間

プログラム

1. アイスブレイク
•自己紹介

2. WEBビジネスにおいてなぜ利用規約は必要なのか
•利用規約とは
•プライバシーポリシーと特定商取引法に基づく表記とは

3. WEBサービスにおける主なビジネスモデル
•ECサイト型（BtoC）　 •プラットフォーム型（CtoCマッチング型）
•SaaS型（BtoB） •収納代行型と投げ銭型　ほか

4. WEBビジネスにおいて特に押さえておくべき法律のポイント
•民法　　　　　　　•消費者契約法　　•資金決済法
•個人情報保護法　　•著作権法　　　　•景品表示法
•特定商取引法　ほか

5. 利用規約作成のポイント
•利用規約で契約を成立させるには（改正民法で導入された定型約款制度）
•免責規定の留意点　　　　　　　•ユーザー投稿コンテンツの権利処理
•電子マネー方式導入の留意点　　•ポイント制度の導入方法
•その他利用規約で定めておくべき条項

6. WEBサービスにおける個人情報の取扱い
•そもそも個人情報とはなにか
•WEBサービスにおける個人情報の取扱いプライバシーポリシーにおいて記載すべき

内容（改正個人情報保護法を踏まえて）ほか
38,500円／ 1名
42,900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
●WEBサービスの現場責任者の方
●WEBサービスにおける基本的な法律や契約の知識を学びたい方
●WEBサービスに関連する改正民法と個人情報保護法の基本的な知識を押さえて

おきたい方
●新たにオンラインビジネス事業を立ち上げようしているご担当者の方

ねらい
●WEBサービス利用規約とプライバシーポリシー作成のポイントを学び、自社に適

正なサービス利用規約作成のヒントを得る。
●プラットフォーム型、SaaS型、投げ銭型などのWEBビジネスモデルを知る。
●２０２０年4月1日より施行された改正民法、6月5日付で成立した改正個人情報保

護法が今後のWEBビジネスに与える影響をざっくりとつかんでおく。

会期・受講形態（会場）
＜オンライン＞
  企画中

※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
●ビジネスモデルを描く上で、何からどのように考えたらいいかを学びたい方
●「顧客価値」や「マーケティング戦略」の策定・見直しをしたい方
●新商品開発・新事業開発・研究開発・経営企画・マーケティング部門で事業機会を

発見したい方々

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。
第三弾は、「ビジネスモデルキャンバス」というツールを用いて、自社の強みと本

当に進むべき道をセルフチェックいただき、「事業構想の描き方」をオンラインで習
得いただきます。
ビジネスモデルキャンバスを用いて、以下3つを学ぶ。
●自社の現在地を知るための、「ビジネスモデルの描き方」
●新しい攻め場を見つけるための、既存事業からのビジネスモデル構想方法
●ゼロから事業を起こす時のための、市場創造型イノベーション

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. まずは自社のビジネスを見直そう
•顧客のジョブ（顧客が製品・サービスを購入して解決したいこと)
•自社製品・サービスの強み

3. 事業構想を描く前に考えるべき３つの問い
■問１  自社の今のビジネスはなぜ成立しているのか？
■問2  事業構想で目指すべき方向は？
■問3  新たな事業をゼロから描くとしたら？

4. ■解 １ 自社のビジネスモデルの描き方
■解 2   既存事業からのビジネスモデル構想方法
■解 3   市場創造型イノベーション

ビジネスモデルキャンバスを使って整理
•自社のビジネスが成立している理由は？
•DXで目指す2つの方向性を考える
•無消費の顧客を探そう

5. まとめ
•勝ち筋が見えてくる、事業構想の描き方

※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. 誰のゴールを考えるか？
•企業のゴール≠顧客のゴール（互いに求めることの違い）

3. 顧客に選ばれるための３つの問い
■問１  顧客（市場）の何が変わったのか？
■問2  顧客洞察をより深めるには？
■問3  購入だけでなく、愛用されるために必要なものは？

4. ■解 １ カスタマーサクセスとは（基礎知識）
•成功している商品は、「何」を成功させているのか？

5. ■解 2   顧客をより深く広く理解する
•ジョブツリー（顧客が本当に解決したいことをまとめる図）
•カスタマージャーニー（購入・選択までの道のり）

6. ■解 3   顧客に愛用されるために必要なこと
•顧客の行動を変える4つの力を考える

7. まとめ
•選ばれる提案の作り方

※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
●提案の成約率に課題を感じる営業・マーケター
●継続的な繋がりを顧客と築くことに課題を感じる方
●自らの提案スキルにさらに磨きをかけていきたい方

会期・受講形態（会場）
＜オンライン＞
  企画中

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。 
第二弾は、昨今注目を集める「カスタマーサクセス」を題材に、「選ばれる提案の

作り方」をオンラインで習得いただきます。
●カスタマーサクセスの考え方：顧客のゴール≠企業のゴール
●顧客のゴールを見つける方法：具体的な2つの手法
●顧客に愛されるコツ：顧客の行動を変える4つの力
顧客があなたの提案を採用し、成功するまでの流れを理解し、選ばれ続ける提

案方法をマスターいただきます。

NEW

～新規オンライン事業の法的リスクをクリアして社内外の承認をとりつけよう～ 【基本編】

WEBビジネス立ち上げに必要な法的知識と
利用規約作成（改正民法対応）の基本セミナー

セミナーID

半日 50名定　員

杉浦 健二
STORIA法律事務所 東京オフィス
パートナー弁護士
弁護士法人STORIA 共同代表
第一東京弁護士会所属

講　師

151407
オンライン
ライブ参加型

64
かんたんに学べるシリーズ 【カスタマーサクセス編】

顧客を成功に導く、
選ばれる提案の作り方セミナー

セミナーID

半日 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

151418
オンライン
ライブ参加型

62

～1on1ミーティングを自職場に根付かせる～

部長層のための
1on1ミーティング実践講座

セミナーID

半日×2回 20名定　員

齋藤 淳子
代表株式会社ブライト・サクセサーズ
代表取締役

講　師

151430
オンライン
ライブ参加型

65
かんたんに学べるシリーズ 【ビジネスモデル編】

勝ち筋が見えてくる、
事業構想の描き方セミナー

セミナーID

半日 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

151419
オンライン
ライブ参加型

63

●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

●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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