
平成２９年２月 

 

「ナントビジネスセミナー」を開催します！ 

 

南都銀行(頭取 橋本隆史)は、「ナントビジネスセミナー」を開催します。 

『働く女性のモチベーションアップセミナー』（平成 29 年 3 月 2 日開催）は、組織で女性が活躍する

ために必要なスキルや女性部下を持つ上司に求められる部下の支援策について、株式会社ビジネス  

プラスサポート 人財育成プロデューサーの森田
も り た

 圭
たま

美
み

氏が解説します。 

『マーケティング発想力養成講座』（平成 29 年 3 月 15 日開催）は、マーケティング発想力を磨き、

今後の経営や担当業務に役立てる方法について、ビジネス ディベロップ サポート代表の大軽
おおかる

 俊史
としちか

氏

が解説します。 

セミナーの詳細は以下のとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

 南都銀行 経営企画部 TEL : 0742-27-1552 〔田北
た き た

〕   

南都経済研究所     TEL : 0742-72-0711 〔丸尾
ま る お

・中井
な か い

〕 

  

◆テーマ
働く女性の

モチベーションアップセミナー
マーケティング発想力養成講座

◆カリキュラム

・いきいき働く自分をマネジメントしよう
・キャリアの軌跡を振り返る
・周りを巻き込むコミュニケーション
・私のビジョンが未来を作る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

・マーケティングとは？
・これだけは知っておきたい
　マーケティングの基礎
・生産財マーケと消費財マーケの相違点
・事例考察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

◆講師
株式会社　ビジネスプラスサポート
人財育成プロデューサー
森田　圭美　氏

ビジネス　ディベロップ　サポート　代表
日本プレゼンテーション協会認定講師
大軽　俊史　氏

◆対象者
働く女性の方
男女を問わず、女性部下を持つ上司の
方

経営者、経営戦略部門・商品開発部門・
販売部門の管理者ならびに担当者等

◆開催日時 平成29年3月2日（木）13:00～17:00 平成29年3月15日（水）13:30～17:00

◆開催会場
南都銀行　大阪北浜ビル

４階・セミナールーム
橿原市立かしはら万葉ホール

４階・視聴覚室

◆受講料

◆主催

◆申込方法

１名受講の場合　　　　　　　　　　　１０，０００円（消費税込）
【２名以上受講の場合 １名につき　  ８，０００円（消費税込）】

 南都銀行（セミナー運営は南都経済研究所に委託しています）

 南都経済研究所ホームページ（http://www.nantoeri.or.jp/）の
 専用フォームから申込、または同ホームページ掲載の申込用紙によるFAX送信



働く女性のモチベーションアップセミナー 
～女性を部下に持つ上司にも役立つ～ 

日時：2017 年 3月 2日（木） 

●セミナーのねらい
働く女性を取り巻く状況は、大きく変化していますが、一人ひとりにフォーカスされているとは

言えない状況です。組織の変革・仕組みづくりに、女性社員の意識とスキルの向上が伴わなければ、

女性活躍支援の取り組みは絵に描いた餅となってしまいます。 

女性が、気配りや細やかさを生かしながら自信と誇りを持ち、上司とコミュニケーションを取り

つつ、仕事を進めるスキルを身につけることは、職場の生産性向上や環境改善につながります。 

本セミナーでは、3 つのマネジメントを通して自分の仕事を振り返り、組織力の土台であるコミ

ュニケーション力の向上と、未来志向のビジョンの考え方を学びます。また、上司の方にも、組織

の中でいかに女性部下の活躍を支援していくかを学んでいただくセミナーです。 
★なお、セミナーの録音、録画等はご遠慮ください。 

●対 象 
働く女性の方。男女を問わず、女性部下を持つ上司の方。 

■カリキュラム（主な内容）

●講 師： 株式会社 ビジネスプラスサポート

人財育成プロデューサー   

●定 員 ３０名 申込先着順 （お申込はお早めにお願いします。）

●受講料 １名 １０，０００円（消費税込み）【２名以上受講の場合、１名につき 8,000 円】

●主 催 株式会社 南都銀行  ●お申込み・ご照会先 一般財団法人 南都経済研究所

（講師プロフィール）

大学卒業後、大学講師秘書・学会事務を経て、人材教育企業に勤務。IT（Microsoft 製品のオフィシャルトレーナー）

分野より講師業をスタート。「分かりやすい、すぐ使える」インストラクション技術を習得。コミュニケーション能力

開発・就職支援と分野を広げ、研修企画・講師として活躍。（株）ビジネスプラスサポート人財育成プロデューサーと

して、現在に至る。

『「人と人」「仕事と人」「人と組織」を笑顔で結ぶ』をモットーに研修・講演講師、コンサルタントとして活動。コ

ミュニケーションやチーム活性化などのヒューマンスキルをはじめ、事務改善・ＩＴ業務改善と守備分野は広い。

TEL 0742－72－0711 ＵＲＬ http://www.nantoeri.or.jp

1. いきいき働く自分をマネジメントしよう！ 

（1）3 つのマネジメントで成長の力を得よう！ 

（2）女性の多様な働き方の変化 

（3）上司が期待する役割 

（4）ワーク・ライフ・シナジーを高めよう 

２. キャリアの軌跡を振り返る 

 ＜キャリア・マネジメント＞ 

（1）キャリアを考える 3 つの視点 

（2）今までの自分を振り返る【個人ワーク】 

（3）成功体験を共有する【グループワーク】 

（4）モチベーションのタイプによる動機づけのポイント

３．周りを巻き込むコミュニケーション 

 ＜コミュニケーション・マネジメント＞ 

（1）私のセルフコントロール法【個人ワーク】 

（2）豊かな人間関係の第一歩を自分基点でつくる 

（3）上司の意図と部下の解釈を一致させるには 

（4）アクテイブリスニングで相手に向き合う【ペアワーク】

４. 私のビジョンが未来を作る

＜ビジョン・マネジメント＞

（1）今の自分をチャートで「見える化」する【個人ワーク】

（2）自分と組織のビジョン 

（3）「ありたい姿」を考える【個人ワーク】

お申込みは当研究所ホームページまたは裏面の「受講申込書」をご利用ください 

会場：南都銀行大阪北浜ビル・４階セミナールーム

大阪市中央区今橋 2-2-2（裏面ご参照） 
13:00～17:00

森田
も り た

 圭
たま

美
み

氏

ナントビジネスセミナーのご案内 



１．お申込方法 

・下記の「受講申込書」の太枠内に必要事項をご記入のうえ、南都経済研究所宛にＦＡＸでお送

り下さい。郵送の場合は本面をコピーしてお送り下さい。 

・当研究所のホームページ（http://www.nantoeri.or.jp/）からもお申込み頂けます。 

・「受講申込書」受理後、派遣責任者様宛に「受講証」をＦＡＸにてお送りいたします。 

(派遣責任者欄のご記入が無い場合は、受講者様宛に送付します。) 

・「受講証」は、セミナー当日にお持ちください。 

・なお、開催日１週間前までにお手元に届かない場合はご連絡をお願いします。 

２．受講料について・その他お問合せ 

・受講料は、当日、会場にてお支払いください。 

・その他、お問合せは南都経済研究所（TEL 0742-72-0711）まで。          （BK）  

ＦＡＸ  0742-72-1567

受講申込書
働く女性のモチベーションアップセミナー 
～ 女性を部下に持つ上司にも役立つ～

２０１７年

３月２日(木) 

会社名 

会

社

概

要

●従業員数： 約〔      〕名 

●業種（又は主要製品名）： 

所在地 

〒 貴法人の南都銀行お取引店

支店・営業部・出張所

派遣責任者
(ご連絡担当者)

所属・

役職名

  （ふりがな） 

氏    名 
所属・役職名 

受

講

者

氏  名

●ＴＥＬ       (      )

●ＦＡＸ       (      )

●Ｅメール

●本セミナー

をどこでお

知りになり

ましたか
（いくつでも）

１．南都銀行営業担当の訪問 ２．南都銀行の店頭チラシ ３．「ナント経済月報」挟み込みチラシ

４．各種アンケートに同封のチラシ ５．当研究所からのＦＡＸ ６．当研究所のホームページ 

７．新聞の掲載記事  ８．会社の上司（部下） ９．他社からの紹介 

１０．その他（                                  ） 

＊ご記入いただきましたお客様の個人情報は、本セミナーに関する確認・連絡および当研究所の 

関連セミナーのご案内をお送りする際に利用させていただきます。 

・・・・・・・・・・・・・・ 会場のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・ 

南都経済研究所 宛
〒631-0801 奈良市左京 6-5-4

南都銀行 大阪北浜ビル 

〒541-0042 

 大阪市中央区今橋2-2-2 

＜アクセス＞ 

●大阪市営地下鉄堺筋線北浜駅 

2･3･6 号出口すぐ 

※駐車場はご用意できませんので、 

公共交通機関をご利用ください。 



自社の価値を向上させる！ 

マーケティング発想力養成講座 
日時：2017 年 3月 15 日（水） 

●セミナーのねらい
これから先、企業が厳しい競争に勝ち残っていくためには、顧客ニーズを把握して自社に合った

戦略を立て、お客さまから求められる存在になる必要があります。そこで欠かせないのがマーケテ

ィングです。 

本セミナーでは、実像をつかみ辛いと思われがちなマーケティングが、実は身近な学問・発想・

スキルであることを実感していただきます。自社の価値を向上させるマーケティング発想力を磨き、

今後の経営や担当業務に役立つ講座です。 ★セミナーの録音、録画等はご遠慮ください。 

●対 象 
経営者、経営戦略部門・商品開発部門・販売部門の管理者ならびに担当者など 

■カリキュラム（主な内容）

●講 師

●定 員 ４０名 申込先着順 （お申込はお早めにお願いします。）

●受講料 １名 １０，０００円（消費税込み）【２名以上受講の場合、１名につき 8,000 円】

●主 催 株式会社 南都銀行  ●お申込み・ご照会先 一般財団法人 南都経済研究所

日本プレゼンテーション協会認定講師

ビジネス ディベロップ サポート 代表 

ナントビジネスセミナーのご案内 

（講師プロフィール）

同志社大学商学部卒。マーケティング企画会社での営業・企画を経て、平成９年から大手シンクタンクで事業戦略・

営業戦略構築支援に関する経営コンサルティング活動に従事した後、平成２０年独立。経営の最大課題は、人材のモ

チベーションマネジメントであると考え、「人を惹きつける情熱を持った人材を養成する」ことを指導モットーとする。また、

笑顔・情熱・理論で社員のやる気に火をつけるパッションクリエーターとして、クライアントより信頼を得ている。近年で

は、年間２００日以上の講演・研修講師を担当。

TEL ０７４２-７２-０７１１ http://www.nantoeri.or.jp/

１．プロローグ ＊皆様は一般人ＯＲマーケッター？ 

（１）実はマーケティングは疑問だらけ！ 

（２）ディスカッション 例）「なぜ、新商品の売上が

低迷しているか」と上司から質問を受けたら？ 

（３）マーケティング理論のベースは消費財 

２．マーケティングとは？マーケティングの定義 

 ～対極的なセリング発想との相違点～ 

（１）マーケティングとは？ 

（２）セリング発想との相違点 

（３）エスキモーに氷を売るのが営業だとすると？ 

（４）なぜ、ビジネスにマーケティング視点が必要？

３. これだけは知っておきたいマーケティングの基礎 

（１）マーケティングリサーチ機能とは？

（２）「セグメンテーション→ターゲティング→ポジショニング」

（３）４P（ＭＭ）戦略「自社の価値の最大化」

  ①商品戦略（商品・サービス・保証）

  ②価格戦略（顧客が認める価値） 

  ③流通戦略（最適チャネルの選択） 

  ④販売促進戦略（コミュニケーション活動） 

（４）マーケティングにおけるプロモーションミックスとは？ 

４．生産財マーケと消費財マーケの相違点 

５．事例考察～他社マーケティング戦略 

お申込みは当研究所ホームページまたは裏面の「受講申込書」をご利用ください 

会場：かしはら万葉ホール ４階 視聴覚室

奈良県橿原市小房町 11 番 5 号（裏面ご参照） 
13:30～17:00

大軽
おおかる

俊史
としちか

氏



１．お申込方法 

・下記の「受講申込書」の太枠内に必要事項をご記入のうえ、南都経済研究所宛にＦＡＸでお送

り下さい。郵送の場合は本面をコピーしてお送り下さい。 

・当研究所のホームページ(http://www.nantoeri.or.jp/)からもお申込み頂けます。 

・「受講申込書」受理後、派遣責任者様宛に「受講証」をＦＡＸにてお送りいたします。 

(派遣責任者欄のご記入が無い場合は、受講者様宛に送付します。) 

・「受講証」は、セミナー当日にお持ちください。 

・なお、開催日１週間前迄にお手元に届かない場合はご連絡をお願いします。 

２．受講料について・その他お問合せ 

・受講料は、当日、会場にてお支払ください。 

・その他、お問合せは南都経済研究所（TEL 0742-72-0711）まで。         （BK） 

ＦＡＸ 0742-72-1567

受講申込書 マーケティング発想力養成講座 
２０１７年

３月 15日

（水) 

会社名 

会

社

概

要

●従業員数： 約〔      〕名 

●業種（又は主要製品名）： 

所在地 

〒 貴法人の南都銀行お取引店

支店・営業部・出張所

派遣責任者
(ご連絡担当者)

所属・

役職名

  （ふりがな） 

氏    名 

所属・役職

名 

受

講

者

氏  名

●ＴＥＬ       (      )

●ＦＡＸ       (      ) 

●Eメール 

●本セミナー

をどこでお

知りになり

ましたか
（いくつでも）

１．南都銀行営業担当の訪問 ２．南都銀行の店頭チラシ ３．「ナント経済月報」挟み込みチラシ

４．各種アンケートに同封のチラシ ５．当研究所からのＦＡＸ ６．当研究所のホームページ 

７．新聞の掲載記事  ８．会社の上司（部下） ９．他社からの紹介 

１０．その他（                                  ） 

＊ご記入いただきましたお客様の個人情報は、本セミナーに関する確認・連絡および当研究所の 

関連セミナーのご案内をお送りする際に利用させていただきます。 

＜会場案内＞ 【ご注意：今回の会場は、かしはら万葉ホールです。】 

橿原市立かしはら万葉ホール

〒634-0075

奈良県橿原市小房町11-5 

TEL 0744－29－1300 

【交通】 

●自動車の場合 右の地図を参照 

駐車場は約 500 台駐車可能(無料)  

●近鉄から徒歩の場合 

近鉄畝傍御陵前駅から徒歩約 15 分 

●近鉄からバスの場合 

 「大和八木駅」または「橿原神宮前駅」から 

 奈良交通バス利用「小房」下車すぐ。 

 「大和八木駅」からコミュニティーバス利用 

 「かしはら万葉ホール」下車すぐ。 

南都経済研究所 宛
〒631-0801 奈良市左京 6-5-4


