今 必 要 な 仕 事 の 実 学 を 学 ぶ
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自分の為に、学ぼう。
１講座 3,000 円の「単科講座」。
短期間で集中的に専門知識が学べる「総合講座」。
現場の悩みを解決できる授業と仕組みです。

新入社員から経営者まで。
ステージに合わせた必修授業を用意。
各ステージで学ばなければいけない「仕事の基本」があります。
渋谷ビジネス教室では、各ステージで必要となる「マインドセット（心持ち）」と「スキル」を
厳選し体系的にカリキュラムをまとめました。
単科講座は１講座から受講いただけますので、
ご興味ある講座をまずはお申込みください。

「相談会」を授業後に実施。
各講座の授業後に仕事のことを何でも質問できる「相談会」を開催します。

僕らに必要な 52 講座。
昇進する度に必要となる新しい知識、スキル、マインドセット。
それらを体系的にまとめ単科講座にしました。階層が上がる度に「総合力」が求められます。
弱いと思われる分野から是非学んでみてください。
［ 階層毎の能力］
経営者の実務知識

経営者

総合講座

・経営分析
・経営戦略
・経営判断
・社風作り

「ベンチャー経営」
「管理職総合」
「営業参謀」
「事業企画参謀」
「組織参謀」
「マーケティング基礎」
「中堅社員総合」

部長

管理職の実務知識
「部長の仕事」
「課長の仕事」
「経済の基礎」
「事業作りの発想」

・経営意識
・戦略作り
・社内調整
・課長育成

一緒に解決を目指していきましょう。

組織運営

課長
・組織目標達成
・実行管理
・戦術作り
・組織作り

管理職の心得
中堅社員の実務知識

渋谷駅から徒歩 5 分の位置に、
社会人がしっかり学ぶことができる教室をご用意しました。
また、企業様、個人様のご負担を極力抑える為、授業料を低価格に設定しております。

「はじめての管理職」
「リーダーシップとマネージメント」
「40 歳からの仕事」

「営業の基本」
「魔法のプレゼン」
「コンサル営業の極意」
「仕事で使うデザイン入門」
「ビジネス文書の作り方」
「マーケティング実践練習」
「プロジェクト管理基礎」
「企画業務の基礎」
「業務改善の基礎」
「小さなチームの作り方」
「Excel の仕事活用」
「決算書の見方〜超入門編〜」
「法務・危機管理の基礎」

係長
・個人目標達成
・リーダー意識
・部下育成

少人数制で低価格！
参加していただく皆様の声を聴く為に、少人数のクラス設定で講義を行います。

主任

チーム作りと他者理解
「信頼と信用を得る技術」
「人を動かす技術」
「後輩の指導法」
「自己分析からはじめよう」
「音楽から学ぶ〜心の成長〜」

・見本意識
・実務能力
・チームワーク

中堅社員の心得
「主任・係長の仕事」
「28 歳の壁」
「昇進の意義と準備」

受講相談・研修相談を無料で行っています。
ビジネス教室の受講や活用のご相談はもちろんのこと、社内における人材育成、
組織作りに関しても無料相談をお受けしております。お気軽にご相談・ご連絡ください。

渋谷ビジネス教室 事務局 メールアドレス： staff @ business - class.jp

新入社員
・働く意義
・仕事の基本

経営者の心得
「会社成長と経営変化」
「飛躍するワンマン経営」
「社長を支える No2 の仕事」
「成功者のリスク」
「囲碁で学ぶ戦略」

「小さな組織の作り方」
「戦略から組織を作る」
「組織の定義と編成」
「人材育成の技術」
「部下を動かす管理と評価」
「ビジョン作りと浸透の基礎」
「異文化理解」

現場の悩みを共有させていただき、可能な限り解決策を共に見つけていく仕組みです。
授業に関すること以外でも結構です。

「20 人からの会社経営」
「100 人からの会社経営」
「500 人からの会社経営」
「戦略と組織の作り方」
「子会社経営の基本」
「経営と会計」
「投資判断の基礎」

社会人の心得
「社会と会社の歩き方」
「組織で働く基礎」

※上記の講座を年間を通して実施していきます。3 か月間で行う単科講座数は約 20 程度となります。

起業塾
「起業塾 (1) 企画編」
「起業塾 (2) 実行編」
「起業塾 (3) 成長編」

渋谷
教室

中小企業
特化教室

単科講座
【講座詳細】

まずは単科講座にお越しください。
2 時間 3,000 円のお得な講座。
経営者から新入社員向けまで幅広い

ラ インナップでお待ちしております。
「お試し無料講座」も 3 種類に拡充。
お気軽にお申込みください！

2018 年 冬 講 座
毎週月曜、水曜

19：30 〜 21：30

［定員］12 名 ［受講料］1 講座 3,000 円（税込）

【お試し無料講座】経営者向け
（月曜日）

「戦略と組織の作り方」

http: //business-class.jp
【お試し無料講座】若手社員向け
（水曜日）

「社会と会社の歩き方」

【お試し無料講座】管理職向け
（金曜日）

「プレイヤーから管理職へ」

会社の拡大につれて、経営スタイルを変化させなければいけません

働く意義、組織で仕事をする意味、信用を得る大切さ。社会人とし

管理職になっても、まだまだプレイヤーとして忙殺されている方

が、日々の忙しさが原因でなかなか変革が進まない状況ではないで

て必須の心構えをしっかり理解し、青年期から大人期に向かう心

が大変多くいらっしゃいます。本来、管理職はチームの生産性を高

しょうか？企業の成長と経営の変革の「王道」をまずは理解し、ぜひ

の成長を解説します。仕事を「自分事」にとらえ、自分らしく生きぬ

めるもの。プレイヤーのままでは組織のレベルアップは見込めま

自社に当てはめてみてください。進むべき方向性が見える講座です。

く為に 20 代、30 代をどう過ごすのか、その秘訣をお伝えします。

せん。本講座では管理職業務の基礎と成長のステップを学びます。

開催日：1/8
（祝・月）、2/5（月）、3/5
（月）

開催日：1/10（水）、
2/7（水）、3/7（水）

開催日：1/12（金）、
2/9（金）、3/9（金）

管理職・経営者向け講座（月曜日）
1/15 「20人からの会社経営」
（月）

すべてのお申込み・お問合せは WEB サイトからお願いいたします。

一般社員向け講座（水曜日）
2/26 「組織を作る技術」
（月）

1/17 「営業の基本」
（水）

2/28 「コンサルタントになる方法」
（水）

社員数が 20 人を超えるあたりで最初の経営改革（組織運営の変更）が求められま

組織とは何なのか。どうすれば組織は動くのか。理想とする組織を作る為に

目標達成ができる営業マンとできない営業マン。どこに差があるのでしょう

特化した知識をベースに「コンサルタント」として収益を得る方法がお伝えします。

す。実際に 20 人程度の規模で立ち止まる企業は多くあり、その壁を乗り越える為

は何をすべきなのか。日本人の特性を理解した上で「組織」の基礎を習得し、

か？できる営業マンの 行動 に着目し、その基本行動を学びます。また様々な

ノウハウの貯め方、ノウハウの表現方法、また収益の得方、営業方法、自分ブランドの

の考え方、手法、仕組みをまとめました。気になる方は是非ご参加ください。

会社の多くの問題が「組織作り」で解決することを学ぶ授業です。

営業手法を学び、必要な能力を高めます。

構築方法まで、コンサルタントとして食べて行く基本を学ぶ講座となります。

1/22 「事業開発の基礎」

3/12 「決算書の見方〜超入門編」

一般的に新事業や新商品の企画は難しいと思われていますが、代表的な発想法があ

決算書は何となく知ってるけど、実際にどういう意味があるのか分からない。そうした方が

デザイナーを雇うほどでもないが、多少でもデザイン力が必要と思う場面が仕事上よ

独立・起業を考えながらも、なかなかその一歩を踏み出せない方が多くいらっ

ります。それはアイデアの広げ方であり、素敵なコンセプトの見つけ方等です。まだ

多くいらっしゃいます。今更聞けない「決算書」の基本を超入門編として解説します。また会

くあります。そうしたデザイン制作はセンスの話ではなく、知識でカバーできます。

しゃいます。不安を払拭するのは知識と計画です。起業に向けて、しっかりと

発想法を学んだことのない方はぜひ一度、本講座に参加してみてください。

社を運営するとき、どんな数字を管理していけばいいのか。そのポイントもお伝えします。

デザインの一般知識を学び、効果が出る制作物を作る基礎を身につけます。

事業のプランを組み立て、準備をすれば、堅実に会社を興すことは可能です。

（月）

1/29 「人材育成の技術」
（月）

（月）

3/19 「考える技術」
（月）

1/24 「仕事で使うデザイン入門」
（水）

1/31 「人を動かす技術」
（水）

3/14 「起業を考える」
（水）

3/21 「自己分析から始めよう」
（祝・水）

管理職にとって人材育成は必須のスキルですが、実務は教えられても、それ以外の指導が

仕事の質を決めるのは「思考力」と昔から言われています。
考え方を改めて学ぶ

全ての仕事の基本は「人を動かすこと」と言われています。商売ではお客様を動

仕事上、自分はどんな特性を持っているのか？心理学の有名な分析手法使い、自

できない方も多いのではないでしょうか？社会の仕組、精神面の改善、キャリアの積み方

機会はなかなかないと思いますが、実際には「思考法」が様々に存在します。
仕

かし、社内では上司や会社を動かします。人の心の理解、立場の理解、コミュニ

分のことをしっかり理解し、必要な改善分野を見つけ出す講座です。良い部分は

等も上司が指導すべき内容であり、それを含めて教育的組織を作る基礎を学びます。

事力を高める思考法とは何なのか、
本講義でトレーニングしていきましょう。

ケーション法、立ち居振る舞と多岐に渡る「人を動かす技術」を学んでいきます。

良い部分として伸ばし、改善すべき点はまずは気づくことから始めましょう。

2/14 「マーケティング基礎」

3/28 「28 歳の壁」

2/12 「本社機能の基本と強化」

（祝・月）

3/26 「報酬制度の作り方」
（月）

（水）

（水）

社員数が 50 人を超えるあたりから、本社機能の強化が必要となります。経理・財務・人

中小企業で報酬制度を作り込むときの基本的な手順と考え方をお伝えします。報

商品アイデアからターゲットを決め、売り言葉を考え、アプローチ方法を検討する。そうし

社会人経験を積み、ほぼ実務はマスターした 28 歳。しかし最も悩みが深くなる時期

事・採用・労務・法務・システム・経営管理等を少人数で回す為には「総合性」がポイン

酬制度をうまく活用することで、社員の成長と行動を促すことができます。具体事

たマーケティングの基礎を学ぶ講座です。マーケティングを体系的に学んだことのない方、

とも言われています。自分を見つけ直し、今度の人生をどう決めていくのか。
「28 歳

トとなります。そのポイントと本社スタッフの心得を網羅的にお伝えする講座です。

例を元に、様々な給与制度を学び、自社に最適な給与制度を考えてみてください。

特に商品販売、商品企画、起業を目指す方には是非受けていただきたい講義です。

の壁」と言われるこの不安な時期を無事に乗り越えるヒントをお伝えします。

2/19 「社長を支える No.2 の仕事」
（月）

2/21 「中堅社員の仕事」

社長のタイプによって求められることは異なりますが、No.2 である取締役の仕事は組織運

はじめて後輩やチームを任される立場となる主任・係長。次の昇進をめざし、中堅社員

営上、とても大切です。社長が行うことができない役割を担い、現場と会社をつなぐ使命を持

がすべき仕事をまとめます。チームで結果を出す為にはどうすべきか？チームをまとめ

ちます。取締役が機能することで会社が発展した事例を含めて、取締役の仕事を解説します。

るにはどうすべきか。中堅社員の心得と合わせ、現場リーダーの実学を学んでください。

（水）
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【講座詳細】

教室

短期集中で専門知識を
総合的に学ぶ

「組織力経営の実践講座 2 Days」 [ 経営者向け ]

1/24
1/31
（ 水）

2/14
2/21
（ 水）

3 /14
3/21
（ 水）

Day-1「組織力経営の威力」

があります。事業戦略に基づいた組

・組織力経営の実例

織を作り上げ、実行力が高く、人も

・事業戦略とコアコンピタンス

育っていく組織です。そうした「組織

・組織戦略の作り方

力経営」の威力を理解し、実現方法を

Day-2「組織戦略の実現方法」

学ぶ講座です。組織に不満を抱える

・ルールと定義作り

社長・経営者様に聞いていただきた

・社員の育成方法

い講座です。

・社長と No.2＆管理職の役割

【講座詳細】

毎週火曜 19：30〜21：30 1講座 3,000円（税込）

東京駅から徒歩 4 分。レンタルオフィス「 TRIE L 東京」様の
スペースをお借りし、毎週火曜日にビジネス教室を開催しています。
どなたでも気軽にご参加いただける単科講座。
ビジネスに役立つ実学をぜひ学び に来てください！

1/16
（火）

会社を強くしたい社長のための【強育】論
〜「経験」を「理屈」にする社員育成法〜

税理士が教えてくれないノウハウ！
2 日間 ×3 時間（13:00 〜 16:00）
受講料：37,800 円（税込）

1/19
1/26
（ 金）

2/13
2/20
（ 火）

3/13
3/20
（ 火）

1 日間 ×8 時間（10 :00 〜19: 00）
受講料：54,000 円（税込／昼食付）

1/28
（ 日）

2/25
（ 日）

3/25
（ 日）

性のない経験則」に頼って部下育成をしており、砂漠に水を撒くがごとく生産性の低

会場

い時間を浪費しています。本講座では、トップ１割の成果を出す人材を再現性高く生

1/23
（火）

4/7〜6/2

毎 週 土 曜 全8回

7/7〜9/1

毎週土曜 全8回

（火）

提案のための課題発見スキル
〜インタビュー力向上〜

「チームメンバー・社員が自発的に動かない」「組織の活力が無い」そんな悩みへの解

企業へのサービス・ソリューション販売や経営コンサルティング提案におけ

決方法として、昨今「インターナルブランディング」が注目されています。チーム・組

る成功の鍵は、いかにお客様の課題を聞き出すかにかかっています。そのため

いらっしゃいます。実はちょっとし

・社長の貯蓄が重要な訳

織として目指すべき方向性をメンバー間で共有し、全メンバーがブレることなく、結

には経営者や管理職へのインタビュー力の向上が必要です。ワークショップ

た対策で、社長の可処分所得を増や

・税金をコントロールする黄金律

束力を高めて同じ方向に進むためのブランディングの活用法をお伝えします。

を交えて実践的なインタビュー力を学んでいただきます。

し、会社にお金を残すことが可能で

Day-2
「可処分所得を増やす」

す。知らないだけで損をしないよう

・国の制度のフル活用

にしてください。ぜひ節税方法の基

・法人制度のフル活用

礎を学んでください。

・まだまだある節税対策

企 業 に と っ て 最 も 重 要 な 役 職「課

・会社の成長と管理職の役割

長」に フ ォ ー カ ス し、結 果 を 出 す

・管理職の心

リーダーに成る為の実務と心得を

・管理職業務とは？

学びます。言葉ひとつで組織がまと
まり、結果が出ることを気がつく講
座です。管理職業務に悩む方、新任
管理職になる方に最適です。

1/30
（火）

個人事業主が知っておくべき「最低限」の
お金と税金のお話

3/6
（火）

仕事獲得につながる、自己 PR・自社 PR 方法

個人事業主に関係する税制を始めとする既存の制度、金融商品をフル活用す

個人ビジネスでチャンスを広げるためには、商品やサービスの良さだけでなく、
「この

ることにより、可処分所得を 3 割増やす方法をお伝えします。また、個人課税

人に頼みたい」と思わせる「魅力」の発信が非常に重要です。15 年以上に渡って「魅力」

が強化され法人税の負担が軽減される中、「個人事業主の法人成り」について

の効果的な伝え方を研究し、多くのキャリア女性や企業、自治体を支援してきた現役

もそのメリットを具体例を交えて詳しくお伝えします。

PR コンサルタントが、仕事獲得につながる自己 PR・自社 PR の極意を伝えます。

2/6
（火）

自分の「経験と勘」を他人に伝授する方法

3/13
（火）

採り切る採用・失敗しない採用のテクニック

「経験と勘」は素晴らしいビジネスアイテムです。しかし、経験と勘から方策が

中小企業においては、ほとんどの経営者が、
「無意味（と思われがち）な根性論」や「再現

・意思決定の方法

導出できるのは、そこに自分だけのオリジナルな言語・数値化されていない

性のない経験則」に頼って部下育成をしており、砂漠に水を撒くがごとく生産性の低

・組織作りの技術

「理屈や法則」があるからこそ。その「理屈や法則」を他人に明確に伝え、理解

い時間を浪費しています。本講座では、トップ１割の成果を出す人材を再現性高く生

・人材育成の技術
・個別相談

「起業塾」 [3 名限定 ]

第九期

2/27

東京都中央区日本橋 2 丁目 1-17 丹生ビル 2 階

Day-1
「税制と貯蓄の仕組」

「組織コンサル養成講座 8Days」[ コンサル独立を目指す方／組織作りを学びたい方 ]

第八期

リーダー・経営者必見！チーム・組織を強く
する「インターナルブランディング」とは

「 TR I EL 東京 」 http : // triel . jp / tokyo/

・日本でお金が貯まらない理由

してもらう方法について、一緒に考えてみましょう。

2/13
（火）

8 日間 ×4 時間（16:00 〜 20:00）
受講料：162,000 円（税込）

丸善日本橋店

い。そんな思いの社長様が大変多く

（開催最低人数：2 名）

コンサル独立するなら、これ！

ヤマダ電機

いくら稼いでも会社にお金が残らな

「管理職総合講座 1Day」 [ 管理職向け ]
1 日で学ぶ管理職の実務と心得！

丹生ビル

中小企業においては、ほとんどの経営者が、
「無意味（と思われがち）な根性論」や「再現

み出し続けるために５つの視点からツボとコツ、タブーについて、お話しします。

「会社と社長の節税講座 2 Days」 [ 経営者向け ]

永 代 通 り
ベルサール八重洲

北口

2 日間 ×6 時間（13:00 〜 19:00）
受講料：108,000 円（税込）

組織の力で順調に成長している企業

単科講座

東 京 駅

組織力を活かした経営の威力！

個人事業主
特化教室

中 小 企 業・零 細 に と っ て 組 織 は 大

Day-1 組織コンサルの仕事と営業法

きな悩み。それを改善指導する「組

Day-2 企業分析による組織戦略作り

織コンサル」を養成する講座です。

Day-3 管理職の育成法

組織コンサルの営業法から具体的

Day-4 20 代社員の戦略化

なコンサル手法、社員の育成方法な

Day-5 中堅社員の育成法

ど、中小企業を活性化する具体的手

Day-6 現場のマーケティングと事業開発

法をお伝えする実践講座です。

Day-7 最低限の財務経理と報酬制度
Day-8 コンサル＆講師スキル

「採用」
「評価」
「人材育成」で活用できる助成金

み出し続けるために５つの視点からツボとコツ、タブーについて、お話しします。

3/20
（火）

個人事業主必見！ビジネスを加速させる
「パーソナルブランディング」とは

国は、雇用の拡大と維持を推奨するために、多くの助成金制度を整備しており

昨今のビジネスパーソンにとって、「自分をブランド化する」ことは必要不可

ます！事業の拡大には人材の雇用は必須になってきます。経営者が従業員を

欠なスキルです。自分自身の価値や魅力を明確にし、相手に的確に伝えること

雇用して活躍してもらうために、助成金を上手に活用する方法と本来の効果

が、
「パーソナルブランディング」におけるポイントです。本講座では、パーソ

について、分かりやすくご案内します。

ナルブランディングの重要性や実施方法についてお伝えします。

2/20
（火）

上司の命令がなくても部下が自ら動くように
なる５つの法則

3/27
（火）

リーダー・経営者必見！チーム・組織を強く
する「インターナルブランディング」とは

中小企業の社長や管理職者にとって、自分は動かず部下を如何に動かすかが

「チームメンバー・社員が自発的に動かない」「組織の活力が無い」そんな悩みへの解

業績向上の鍵であることは明白だが、自分自身が「できる人」である故、できな

決方法として、昨今「インターナルブランディング」が注目されています。チーム・組

い部下の指導方法に悩んでいる。この講座で伝える「部下を動かす５つの法

織として目指すべき方向性をメンバー間で共有し、全メンバーがブレることなく、結

則」であなたの悩みを解決に導きます！

束力を高めて同じ方向に進むためのブランディングの活用法をお伝えします。

教養講座
渋谷ビジネス教室では仕事の実学とは別に教養講座も開催しています。
ビジネスマンに役立つ教養を楽しみながら学んでみませんか？

「囲碁とビジネス思考講座」
囲碁と通してビジネスの思考力を高める講座です。初心者中心に行っています。
開催日：1/25（木）、2/22（木）、3/22（木）
会場：ダイヤモンド囲碁サロン
（麹町駅徒歩 1 分。千代田区麹町 3-4-7 ビルディング啓 4 階）

渋谷ビジネス教室

所在地

神宮前
6 丁目
交差点

渋谷消防署

渋谷中学
高等学校

神南郵便局前
交差点

明 治 通 り

出口 13a
渋谷郵便局
出口 11

109

【神宮前 6丁目交差点】横 にある「 U- natura」ビル 702 号室

宮益坂下
交差点

〒150 - 0001 東京都 渋谷区神宮前 6 -19 -16 -702
TEL . 03 - 6712 - 5823（迷われたらお電話ください。）

出口 13

出口10

JR 山手線、東京メトロ各線「渋谷駅」より徒歩 5 分。
渋谷駅 地下道【出口13】からは 明治通り沿いに 徒歩１分。

みやしたこうえん

神南 1 丁目
交差点

JR山手・埼京線

PARCO
パート 1

cocoti

美竹公園

宮下公園
交差点

西口バス
ターミナル
通り
玉川

青

山

通

り

渋谷警察署

渋谷ビジネス教室 主任講師

駒谷 誠（こまや まこと）
大学卒業後、総合商社日商岩井（現 : 双日 ) に入社。IT を活用した経営改革に従事し、その後、新規事業開発を担当。29 歳の
時、最年少取締役として戦略子会社を立上げ、成功に導く。その後、経営コンサルタントとして独立し 15 年間、様々な事業
の立上げと変革を行ってきた。 専門は、事業経営、新規事業、マーケティング、IT 開発 , 組織作り、人材開発と多岐に渡る。
株式会社イニシャル代表取締役社長。

すべてのお申込み・お問合せは WEB サイトからお願いいたします。

お申込み先

http : // business-class.jp

