
 

平成２７年９月 
                                      

 
 

「ナントビジネスセミナー」を開催します！ 
～「営業『折衝力・提案力』強化講座」、「社内コミュニケーション活性化のコツ」について～ 

 

南都銀行(頭取 橋本隆史)は、このたび「ナントビジネスセミナー」を開催します。 

「営業『折衝力・提案力』強化講座」(平成２７年１０月２日に大阪で開催)では、営業現場での   

実際のクロージング(商談成立)までの各プロセスにおける折衝スキル及び提案営業の知識の習得を  

目的とします。講師は、実践的な指導に定評のある有限会社アクチャーコンサルティング     

代表取締役の岩月康隆氏を招き講演いただきます。 

「社内 コミュニケー ション 活 性化 のコ ツ」 (平成２７年１０月１６日に奈良で開催)では、     

コミュニケーションの基本から、報告・連絡・相談のさせ方・受け方、組織全体のコミュニケー    

ション活性化について、南都経済研究所 主席研究員の島田清彦が解説します。 

セミナーの詳細は以下のとおりです。 

 

◆テーマ

◆カリキュラム

◆講師

◆対象者

◆開催日時・会場
大
阪
府

平成２７年１０月２日（金）　１３：３０～１７：００
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）

奈
良
県

平成２７年１０月１６日（金）　１３：３０～１７：００
奈良県社会福祉総合センター・５階大会議室
　（橿原市大久保町３２０番地１１）

◆受講料

◆主催

◆申込方法

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お申込
または、同ホームページ掲載の申込用紙によるFAX送信

有限会社アクチャーコンサルティング
　代表取締役
　　岩月　康隆　氏

南都経済研究所
　主席研究員
　　島田　清彦（中小企業診断士）

１名　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）】

１名　８，０００円（消費税込）
【２名以上受講の場合
　１名につき　６，０００円（消費税込）】

営業担当者、営業リーダー、営業係長、
営業管理職

経営幹部・後継者・管理者、リーダー、
小規模企業経営者の皆さま

営業「折衝力・提案力」強化講座 社内コミュニケーション活性化のコツ

１．どんな営業が結果を残しているのか？
２．お客様の購買心理とクロージングステップ
３．提案営業５ステップの実践
４．提案書の作成

１．コミュニケーションの基本
２．部下とのコミュニケーション
３．組織全体のコミュニケーション活性化
４．コミュニケーションスキルを磨くコツ

 
 

 

【本件に関するお問合せ先】 

 南都銀行 総合企画部 TEL : ０７４２-２７-１５５２ 〔中原〕 

南都経済研究所     TEL : ０７４２-７２-０７１１ 〔太田〕 

 
 



 
 

 

営業マンの成約率を飛躍的にあげる！ 

営業「折衝力・提案力」強化講座 
～結果を出す営業が身につけているクロージングプロセスを習得せよ！～ 
 
 

日時：2015 年 10 月 2 日（金） 

                             

●セミナーのねらい 
企業間競争の激化、顧客ニーズの多様化など、営業を取り巻く環境は変化しています。「お客様は何を望

み、何を解決したいのか」という真のニーズをつかみ、さらに半歩進んだ提案をしていかなければ、売上

を伸ばし続けていくことはできません。 

この研修では営業現場での実際のクロージング（商談成立）までの各プロセスにおける折衝スキル及び

提案営業の知識の習得を目的とします。折衝相手の立場や考え方などを基準に、同調、傾聴、質問、ニー

ズ把握、話法などクロージングに向けた能力を養います。★なお、セミナーの録音、録画等はご遠慮ください。 

●対 象 
営業担当者、営業リーダー、営業係長、営業管理職 

■カリキュラム（主な内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●講 師        岩月
い わ つ き

 康隆
や す た か

 氏 

 

                     

 

 

●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 

  

 
 

    ナントビジネスセミナーのご案内 

1．どんな営業が結果を残しているのか？ 

・営業環境が大きく変わってきた 

・どんな営業を目指すのか  

2．お客様の購買心理とクロージングステップ 

・お客様はなぜ買うのか？ 

・提案営業のクロージングへの５つのステップ 

3．提案営業５ステップの実践 

ステップ１ アプローチ ～コミュニケーションの基本～ 

・３つのあいさつ  

・コミュニケーションスタイルを活用した同調 

ステップ２ 人間関係構築 ～距離を縮める技法～ 

・洞察によるお客様の価値探索  

・お世辞にならない「ほめ方」の技術 

・共通点探索 【ワーク】 

ステップ３ 課題確認 ～ニーズ把握話法～ 

・傾聴力と質問力 

・真のニーズを把握する技術    

ステップ４ 必要性・提案 ～プレゼンテーション～ 

・ダウンアップ話法と同意の技術  

・必要性を商品説明につなぐ技術 

・商品説明の基本  

・説得力をアップするＰＲＥＰ法 

ステップ５ クロージング ～商談成立への最後の一押し～ 

・ネガティブな感情との戦い方 

4．提案書の作成 

・提案書の作成技法･･･折衝内容の書面化【ワーク】 など 

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 

 

13:30～17:00 

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

（講師プロフィール） 
大手百貨店、中小デベロッパーを経て、1992 年にコンサルタントとして独立。その後、マーケット対

応力・マネジメント力・モチベーション力の 3 つの力を高める「M-One 戦略」理論を確立し、組織営業

の導入を機軸とした実践的な指導にあたる。成果を出すコンサルティングで 250 社以上の企業において

増収・増益を実現してきた。セミナーにおいては、新任営業の基礎・基本教育から営業部・課長の営業

マネジメント手法に至るまで、営業指導に定評がある。戦略指導⇒戦術指導⇒実践指導にブレイクダウ

ンした営業プロセスの構築と実行の仕組みを 20 年以上にわたり提供し続け、高い評価を得ている。 

有限会社アクチャーコンサルティング 代表取締役 

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） 



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 営業「折衝力・提案力」強化講座 
２０１５年 
10 月 2 日(金) 

会社名 

 

 

会

社

概

要

●従業員数： 約〔      〕名 

●業種（又は主要製品名）： 

 

貴法人の南都銀行お取引店

所在地 

〒 

 
 

支店・営業部・出張所

 （ふりがな） 

氏    名 
所属・役職名 所属・ 

役職名 

 

派遣責任者 
(ご連絡担当者) 

氏  名 
 

 

 

 

 

●ＴＥＬ       (      ) 
 

 

 

 

●ＦＡＸ       (      ) 

●Ｅメール  

受

 

講

 

者
 

 

 

 

●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。 



 
 

 

 

 

 

イキイキした職場づくりに不可欠！ 

社内コミュニケーション活性化のコツ 
～ 聴き方・話し方の基本、報告・連絡・相談、会議運営の見直し等 ～ 

 
 

日時：2015 年 10 月 16 日（金）13：30～17：00 
                             

                  
●セミナーのねらい  

企業の生産性は、職場内の人間関係、特にコミュニケーションの優劣に大きく左右されます。

報告・連絡・相談が適切に行われていない、部下が率直にモノを言わないなど、コミュニケーシ

ョン上の問題点は、聴く側の管理者の態度に難点がある場合も意外と多くあります。職場の人間

関係を円滑にし、企業の生産性を高めるためには、管理者･リーダーの変革が不可欠です。 

本セミナーでは、コミュニケーションの基本から、報告・連絡・相談のさせ方・受け方、組織

全体のコミュニケーション活性化までをわかりやすく解説し、管理者、リーダーとして身につけ

ておくべきマインドとスキルの向上を図ります。奮ってのご参加をお待ちしております。 
 ★なお、セミナーの録音、録画等はご遠慮ください。 

 

●対 象 
経営幹部・後継者・管理者、リーダー、小規模企業経営者の皆さま 

■カリキュラム（主な内容） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●講 師    南都経済研究所 主席研究員  

（中小企業診断士）  

    

      

 

 

 

●受講料 １名 ８，０００円（消費税込み）【２名以上受講の場合、１名につき 6,000 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 

  

 

 

    ナントビジネスセミナーのご案内 

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 

島田 清彦 

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

（講師プロフィール） 
昭和 60 年関西学院大学法学部卒業後、南都銀行に入行。総合企画部、営業統

括部等を経て、平成 9年 8月より南都経済研究所に赴任し、現在に至る。南都銀行で
は、広報やＣＳ活動の企画・推進などを担当。現在、経営相談や企業向け研修、各種
調査研究に従事。一般向けセミナーや各種団体の勉強会等の講師も務める。 

１. コミュニケーションの基本 
・コミュニケーションとは、言葉の限界 

・聴き方・話し方の基本、相手の枠組みを理解

２. 部下とのコミュニケーション 
・阻害要因の認識・解消、部下への関心・理解

・正しい指示の出し方、報告・連絡・相談 

・コーチングの基本〔聴く・質問する・承認する〕

３. 組織全体のコミュニケーション活性化 
・コミュニケーション・マネジメント 

・効果的な叱り方・ほめ方、パワハラに注意 

・会議運営の見直し 

4. コミュニケーションスキルを磨くコツ 
・わかりやすい話し方、スピーチ力を磨く 

・数字で考える・伝える、ディベート思考 

会場：奈良県社会福祉総合センター・５階 大会議室

橿原市大久保町 320 番地 11（裏面ご参照） 

管理者･リーダーに必須のスキル！ 



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 社内コミュニケーション活性化のコツ 
２０１５年 
10 月 16 日(金) 

会社名 

 

 

会

社

概

要

●従業員数： 約〔      〕名 

●業種（又は主要製品名）： 

 

貴法人の南都銀行お取引店

所在地 

〒 

 
 

支店・営業部・出張所

 （ふりがな） 

氏    名 
所属・役職名 所属・ 

役職名 

 

派遣責任者 
(ご連絡担当者) 

氏  名 
 

 

 

 

 

●ＴＥＬ       (      ) 
 

 

 

 

●ＦＡＸ       (      ) 

●Ｅメール  

受

 

講

 

者
 

 

 

 

●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

奈良県社会福祉総合センター 
 

〒634-0061 

 橿原市大久保町320番地11 

TEL 0744－29－0111 

 

＜アクセス＞ 

●近鉄畝傍御陵前駅 

東口から徒歩約 3分 

 

※お車でお越しの方は、会場西隣の 

市営立体駐車場(有料)をご利用ください。 


