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組織力強化のための

をご用意
各階層・役割に必要な
 ビジネスマインド
 ビジネススキルの向上を目指します

2022年度

〒950-0087  新潟市中央区東大通１丁目２番２５号　北越第一ビルディング２階
電話　025-282-5704　E-mail　dhcb2825708@dgin.jp

第四北越キャリアブリッジ株式会社セミナー事務局お問い合わせ先

申込上の注意

受講キャンセル
の 取 り 扱 い

受講申込方法 ○パソコンやスマートフォンからアクセスし、申込フォームに必要事項をご入力のうえお申込
ください。アクセス方法は各セミナーチラシでご確認ください。

○各セミナーとも、先着順で受付し、定員に達し次第締め切らせていただきます。
○申込状況により、受講定員を変更させていただく場合がございます。
○受講証は発行いたしません。

○受講をキャンセルされる場合は、必ず各セミナー事務局までご連絡ください。
○お振り込み後の受講料は、受講をキャンセルされる場合でも全額お返しできないこともご
ざいますので、予めご了承ください。

集合型セミナー 開催における新型コロナウイルス感染症対策について

政府の方針・厚生労働省のガイドライン等に則り、以下の感染予防策を実施し、受講者の皆様が安全で
快適にご参加いただけるよう環境を整えながら開催いたします。

セミナー会場における対策

1）講師・運営スタッフの検温実施、マスクの着用
2）受講者定員数の制限による受講者と講師・受講者間の距離を確保
3）セミナー会場内にアルコール消毒液を設置、手指消毒の徹底
4）密閉空間にならないよう、定期的に窓やドアを開放し、外気を取り入れた換気の実施

受講者の皆さまへのお願い

1）セミナーに参加される前にご自身の体調管理をお願いします。発熱、咳、倦怠感や息苦しさ等自覚
症状がある場合は、事務局へご連絡のうえ、参加をご遠慮願います。

2）受付時、非接触式体温計での検温の実施にご協力をお願いします。
※発熱、体調不良等を確認した場合は、セミナーへの参加をお断りさせていただく場合がございます。

3）参加の際は、マスクの持参、着用をお願いします。
4）セミナー参加中に体調が悪くなった場合は、無理をせず、講師またはスタッフにお申し出ください。

※政府の緊急事態宣言発令や、自治体からの要請があった場合等は、開催を中止、延期あるいはオンライン形式へ
変更させていただく場合がございます。

８講座階層別

目的別14講座



■「階層別セミナー」は、新入社員の早期戦力化から管理職養成までの各階層に対応。

　それぞれに必要とされるスキルやマインドを学び、意識と行動の変革を目指します。

■「目的別セミナー」は、時代のニーズや様々な課題に応じて、専門的な知識や技術を短時間で効率よく学べ

ます。

■普段接することのない異業種の方 と々の交流による「現場の知恵・工夫・悩みの共有」は、書籍や社内研

修では得にくい“新たな気づき”を生み、エンゲージメントの向上につながります。

『人財』育成サポートプログラムならではの
充実したカリキュラム

※日程・会場・カリキュラムは変更となる場合があります。
　詳しくは第四北越銀行の窓口、第四北越キャリアブリッジまでお気軽にお問い合わせください。

3月・4月開催月 5月 6月 7月 8月 9月

11月 12月 1月 2月 3月開催月 10月

各セミナーは、開催日の約２か月前より募集チラシにて詳しい内容をご案内いたします。
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受入対策

伝わる
プレゼンテーション
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社内コミュニ
ケーションの
活性化

新入社員
フォローアップ

１日コース

若手社員
ステップアップ

１日コース

マネジメント
基礎

２日コース

若手社員
ステップアップ

２日コース

中堅社員
スキルアップ

１日コース

リーダーシップ
養成

１日コース

2022年度
新入社員
１日コース
2日コース

DX推進のための
社内人材の育て方

2023年度
新入社員

事業計画策定

各階層に求められる役割・スキルを学び、レベルアップを目指す階層別セミナー

具体的・専門的な知識を学び、スキルアップを目指す目的別セミナー

２０２２年度年間スケジュール

階層別
セミナー

目的別
セミナー

階層別
セミナー

目的別
セミナー

セミナー名 受講料（消費税込）開催地日　　　程

管
理
・
監
督

中
堅

若

　手

新

　人

２日コース
マネジメント基礎

１日コース
リーダーシップ養成

１日コース
若手社員ステップアップ

２日コース
若手社員ステップアップ

１日コース
新入社員フォローアップ

１日コース
新入社員

２日コース
新入社員

１日コース
中堅社員スキルアップ

2022.11.8（火）～9（水）
2022.11.17（木）～18（金）
2022.9.6（火）・14（水）
2022.9.2（金）

別途ご案内いたします

新潟
長岡
新潟
長岡

新潟
長岡

新潟
長岡
新潟
長岡

新潟
長岡

新潟・長岡

新潟・長岡・上越

①19,800円　②22,000円
一般33,000円

①11,000円　②13,200円
一般17,600円

①11,000円　②13,200円
一般17,600円

①11,000円　②13,200円
一般17,600円

①16,500円　②18,700円
一般27,500円

①11,000円　②13,200円
一般17,600円

①8,800円　②11,000円
一般17,600円

①15,400円　②17,600円
一般24,200円

※目的別セミナーの受講料は各セミナー募集時にご案内いたします。

※受講料会員区分　　①第四北越経営者クラブ会員　　②第四北越リサーチ＆コンサルティング会員

セミナー名 開催地日　　　程

事業計画策定

キャッシュフロー経営と
銀行審査

原価計算の基礎と
コストマネジメント

人事マネジメントの基本

社内コミュニケーションの
活性化

ティーチング・
コーチング力強化

女性リーダー養成

新入社員受入対策

電話応対レベルアップ

伝わる
プレゼンテーション実践
ポストコロナ時代の接客・
ビジネスマナーレベルアップ

DX推進のための
社内人材の育て方
市場調査の基本と
データの活用方法
新規事業開発における
マーケティング戦略

経
営
・
財
務

人
事
・
育
成

ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル

そ
の
他

2022.6.21（火）、2022.11.2（水）
2022.6.28（火）、2022.11.11（金）

2022.7.21（木）
2022.7.26（火）
2022.10.3（月）
2022.10.4（火）
2022.8.23（火）
2022.8.24（水）
2022.9.8（木）
2022.9.16（金）
2022.10.17（月）
2022.10.19（水）
2022.11.1（火）
2022.11.4（金）
2023.1.19（木）
2023.1.13（金）
2022.8.10（水）
2022.8.8（月）
2023.1.17（火）
2023.1.11（水）

2023.2.8（水）・16（木）
2023.2.14（火）
2022.7.14（木）
2022.7.15（金）
2022.6.14（火）
2022.6.16（木）
2022.12.2（金）
2022.12.6（火）

新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡
新潟
長岡

階
層
別

01

目
的
別

02

2022.8.1（月）・3（水）
2022.8.5（金）

2022.10.7（金）・12（水）
2022.10.14（金）

2022.12.7（水）～8（木）
2022.12.13（火）～14（水）

2022.7.1（金）・6（水）・13（水）
2022.7.4（月）・8（金）

1 2
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管理職の使命と仕事
～管理者として望ましいリーダーシップとは～

1

仕事のマネジメント
・「マネジメント（管理）」と「リーダーシップ」
・効率的な業務マネジメント

2

人のマネジメント3 リスクマネジメント4

１日目

講演会「幹部社員の心得」1
ワークショップ　課題を発見し、解決策を検討する
視覚化して議論する手順を学ぶ

2

２日目

成果をあげる管理職に必要な
マネジメントスキルと心得を学ぶ！マ ネジメント基礎

管理職には、メンバーを動かして組織目標を達成することが求められます。その使命を果たすために必要な「組織
づくり（組織活性化・業務改善）」と、「人づくり（目標管理・動機づけ）」のスキル向上を目指します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

初級管理者（30～40代の主任、係長、課長及び
候補者）

日　程（2日コース）

これまでの成果（成長）を振り返る1
働く目的と果たすべき役割を考える2
組織人としての行動の再確認3
生産性を高める
[基本動作（報告・連絡・相談、ＰＤＣＡ等）の
徹底、原価意識、問題解決の進め方など]

4

中堅社員のコミュニケーション5

管理職を補佐するスキルと後輩への
リーダーシップを学ぶ！中 堅社員スキルアップ

中堅社員には、目標達成に向けて上司や部下・後輩に対する影響力を発揮していくことが求められます。本セミ
ナーでは、仕事の管理と後輩指導・支援のスキルを学び、個人やチームのパフォーマンス向上を目指します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

入社5～10年目程度の中堅社員

リーダーシップの考え方、
影響力の発揮の仕方

1

チームマネジメントの基本、
部下の管理の仕方

2

部下育成の基本・具体的な方法
効果的なＯＪＴの進め方

3

部下とのコミュニケーション術と
モチベーションの上げ方

4

チームの総合力を向上させる手法5
コミットメント6

マネジメント能力の強化と人材育成の
秘訣を学ぶ！リ ーダーシップ養成

管理職として、自身の変革、部下・後輩の変革、組織変革を推進し、組織体の改善・革新を促すための人材育成
スキルとコミュニケーションスキルの向上を目指します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

チームリーダー、主任、係長、次期リーダーなど、
次世代を担う若手クラス

自己分析に挑戦し、
キャリアビジョンを描く
自己を見つめ直し、行動のクセを導き出す

1

５年後の将来像を描く
目的と目標を設定し、モチベーションを高める

2

自分キャッチコピー作成
方向性を明確にし、何を目的に働くか

3

アクションプランを策定する
明日から実践する具体的な行動設定

4

パフォーマンスアップは
モチベーションにあり！若 手社員ステップアップ〈1日コース〉

若手社員のステップアップを目的として、自己分析から得られる様々な気づきを基に具体的な行動の改善・実践を
考えます。さらに、コミュニケーションを通じて自他のモチベーションを高め、組織全体を活性化できる社員へと成長
する力を養成していきます。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

入社5年目までの若手社員

職務遂行力の自己分析1
自分の資源を理解する（強みと課題）2
思考と行動のパターンを知る3
考え方を切り替えるには4
チーム力を高めるには5

１日目

自律を構成する５つの要素1
ワークショップ3ライフプランとキャリアプラン2

２日目

若手社員のエンゲージメント向上に
お勧め！若 手社員ステップアップ〈2日コース〉

将来的に企業の中心となる新入社員・若手社員のステップアップを目的として、自分自身やチームの意欲（モチ
ベーション）をコントロールするための方法や、成果をあげる考え方・行動などを学び、“受け身社員”から“自律型社
員”への変容を目指します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

入社5年目までの若手社員

入社後から今日までの自分を振り返る1
仕事の進め方の振り返り2
コミュニケーションスキルの向上3

新たな挑戦目標の設定5
自分のキャリアプランを考える4

自ら「考動」する「自律型」社員に必要な
思考と行動を学ぶ新 入社員フォローアップ

入社後の3ヶ月間を振り返り、自身の強み・弱み、現状課題を認識します。また、仕事に前向きに取り組んでいくた
めの考え方やスキルを学びます。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

新入社員

日　程（1日コース）

日　程（1日コース）

日　程（1日コース）

日　程（2日コース）

日　程

新潟会場

長岡会場

2022年11月8日（火）～9日（水）
新潟テルサ

2022年11月17日（木）～18日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年9月6日（火）・14日（水）
新潟テルサ

2022年9月2日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年8月1日（月）・3日（水）
新潟テルサ

2022年8月5日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年10月7日（金）・12日（水）
新潟テルサ

2022年10月14日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年12月7日（水）～8日（木）
新潟テルサ

2022年12月13日（火）～14日（水）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年7月1日（金）・6日（水）・13日（水）
新潟テルサ

2022年7月4日（月）・8日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

※日程・会場・カリキュラムは変更となる場合があります。
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学生から、社会人そして組織人としての心構え1
信頼できる人の基本マナー
挨拶と返事／立ち居振る舞い／身だしなみ

2

言葉づかいの基本／気配り表現とクッション言葉3
仕事の流れと仕事のコミュニケーション
PDCAサイクル／報・連・相のポイント

4

ビジネス電話応対
電話応対３原則と基本フロー／伝言メモの書き方

5

会社の顔としての来客応対と訪問のマナー　訪問のマナー／来客応対のマナー6
今後の行動目標7

社会人としての心構え、仕事の基本、
ビジネスマナーを習得する！新 入社員〈１日コース〉

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

新入社員

職場のしくみとあなたの立場1
職場の人間関係とマナー・エチケット2
仕事の進め方　仕事の基本／命令・指示の受け方／報告・連絡・相談3
正しいことばの使い方4 お客さまの対応5 電話応対のマナー6

～職場のルールとマナーをわかりやすく解説～１日目

ビジネスマナーの実践1 コミュニケーションの重要性2
協働作業による目標達成3
正しいことばの使い方4 ブレイン・ストーミング5

～仕事の段取りやチームワークの大切さを実践～２日目

仕事の進め方、ビジネスマナー、
チームワークなどを体験的に習得する！新 入社員〈２日コース〉

挨拶や言葉づかい、仕事の進め方など、組織人としての心構えや仕事を進めていくにあたっての必要なスキル
（「報・連・相」、ビジネスマナー等）を講義だけでなく実技・ロールプレイングを織り交ぜながら実践的に学び、コミュ
ニケーションのあり方や動機づけを体験的に学習します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

新入社員

目的別セミナー02

事業計画の概要1
現状分析、課題の抽出、
戦略の方向性および目標設定

2

アクションプラン3
事業計画への落とし込み4

事 業計画策定
変化の振幅が激しいビジネス環境では、従来の延長線上を越えたビジネスモデルの再構築やビジネスのイノベー
ションが求められます。本セミナーでは、事業計画の全体像を理解した上で、各種分析手法、フレームワークを活
用し、自社の事業計画の策定までを身につけていきます。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

経営幹部、経営企画や事業企画スタッフ、
管理職、マネージャーなど

日　程

これからやるべきことを明確に！
自社の強みや弱みを分析しよう！

原価のしくみと分類を理解する1
原価の分類・費目別計算2
製品別計算（個別原価計算・総合原価計算）3
直接原価計算、CVP分析、原価管理4
原価管理とコストマネジメント5

原 価計算の基礎とコストマネジメント
主に製造部門で発生する原価を正しく捉えることは、自社の利益を生み、成長の源泉となります。本セミナーでは、
初めて原価計算を学ぶ方を対象に、体系的な知識からコストダウンを実現する具体的な手法まで解説します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

経営幹部・生産管理部門担当者など

原価計算のポイントを学び、
会社の利益の確保・増大につなげる

日　程（1日コース）

日　程（2日コース）

企業と金融機関1
金融機関における信用格付2
融資審査における金融機関の視点3

キャッシュフローの仕組みを理解し、
経営管理に役立てるキャッシュフロー経営と銀行審査

企業経営にとってキャッシュフローは生命線であり、資金繰りの管理は「黒字倒産」にならないためにも極めて重
要です。本セミナーでは、キャッシュフローの仕組みを基本から学びます。また、「資金不足」に応じた銀行の審査目
線をわかりやすくご紹介します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

経営幹部・財務担当者など 第１部

キャッシュフローの構成1
損益計算書と営業キャッシュフローの関係を知る2
所要運転資金とは3
キャッシュフロー経営の重要性4
資金繰り表の活用5

第２部
日　程

日　程

グループ討議などを通して学生と社会人の違いを考え、職業人としての自覚を促すとともに、ＰＤＣＡや「報・連・相」
など仕事の基本的な進め方や、敬語など言葉づかいの基本や職場のエチケット、ビジネス電話や訪問・来客対応
のマナーなど実技を通して社会人の基本を学びます。

新潟会場

長岡会場

別途ご案内いたします

別途ご案内いたします

新潟会場

長岡会場

上越会場

別途ご案内いたします

別途ご案内いたします

別途ご案内いたします

新潟会場

長岡会場

2022年6月21日（火）、2022年11月2日（水）
新潟テルサ

2022年6月28日（火）、2022年11月11日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年7月21日（木）
新潟テルサ

2022年7月26日（火）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年10月3日（月）
新潟テルサ

2022年10月4日（火）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

※日程・会場・カリキュラムは変更となる場合があります。
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※日程・会場・カリキュラムは変更となる場合があります。
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女性リーダーに求められる
指導力とは

1

自分を理解する2
戦略的に自分のキャリアを考える3
部下指導の仕方4
“自分らしい”リーダーであるために必要なこと5

女性リーダーとして活躍するために
必要な考え方やスキルを学ぶ女 性リーダー養成

自己理解と女性リーダーに求められる役割・期待を再認識することで、女性管理職としての意識を醸成します。
また、異業種との交流により参加者同志のネットワークを構築します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

女性リーダーまたはその候補者

他者との交流を考える1
生産性を高める
コミュニケーションフレーム
・かかわり行動とかかわり技法
・ビジネスコミュニケーション

2

印象に残す伝え方3
ビジネス文書（社内文書の書き方）4

かかわり技法を活用した信頼関係構築
と効果的な伝え方のスキルを学ぶ社 内コミュニケーションの活性化

企業において、「コミュニケーションの希薄化」の弊害は業務への支障に留まらず、メンタル不調や若手社員の離
職にもつながっています。本セミナーでは、信頼関係構築の鍵となる傾聴技法や報告・連絡・相談スキル、相手に
伝わる表現力を学び、社員間の連携強化と職場の活性化を目指します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

チームリーダー、監督・管理者など

人事マネジメント概論1
メンバーシップ型から
ジョブ型への転換

2

人事開発体系の整備3
等級制度、報酬制度、評価制度のしくみと
構築・運用ポイント

4

人 事マネジメントの基本
働き方改革の推進などを背景に、企業が直面する人手不足や人材の流動化はますます深刻化すると考えられま
す。本セミナーでは、人材の定着や従業員のモチベーション向上と密接に関わる人事制度の基本について解説
します。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

経営幹部、人事・総務担当者など

活き活きと働ける職場環境を整え、
人と組織を長期的に育てる

リーダーシップスタイルの
自己診断

1

自己認知
＜アンコンシャス・バイアス＞

2

ティーチングの実践
～基本フロー、フィードバック～

3

コーチングの実践
～傾聴、質問、認知～

4

部下・後輩の成長を促すティーチング・
コーチングの効果的・実践的スキルを学ぶテ ィーチング・コーチング力強化

部下や後輩のヤル気を引き出すコミュニケーションスキルとしての「ティーチング（教える）」と「コーチング（育て
る）」について、基本的な考え方、使い分け、実践法を学びます。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

チームリーダー・管理者など
メンバーや後輩の指導・育成に関わる方

日　程

日　程

日　程

日　程

新入社員の受け入れにあたって1
ＯＪＴの目的と進め方2
メンター制度と効果的な運用3
ＯＪＴ指導者・メンターに必要なスキル4
思考の切り替え5

新入社員を受け入れる体制づくりと
ＯＪＴ指導の心構え・スキルを学ぶ新 入社員受入対策

新入社員がいち早く職場に馴染み、一人前の社会人として活躍できるようになるためには、受け入れ側のフォロー
やバックアップが欠かせません。本セミナーでは、新入社員を育成するための体制づくりとＯＪＴ指導者としての心
構え・スキルを学びます。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

人事担当者、OJT指導者

日　程

電話応対の基本を振り返る1
好印象を与える電話のかけ方、
受け方

2

ビジネスシーン別　電話応対3
クレーム対応4

今、求められるワンランク上の
電話応対を学ぶ電 話応対レベルアップ

電話応対者は「会社の代表」です。「正確・丁寧・迅速」な電話応対は、会社の信頼度を高め、イメージアップにつ
ながります。本セミナーでは、感じのよい電話応対をするための、心構えと基本スキル、クレーム対応を学びます。ま
た、電話対応でよくある場面をロールプレイングすることで実践力を鍛えます。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

電話でのお客さま対応の多い方、
電話応対スキルを向上させたい方

日　程

新潟会場

長岡会場

2022年8月23日（火）
新潟テルサ

2022年8月24日（水）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年9月8日（木）
新潟テルサ

2022年9月16日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年10月17日（月）
新潟テルサ

2022年10月19日（水）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年11月1日（火）
新潟テルサ

2022年11月4日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2023年1月19日（木）
新潟テルサ

2023年1月13日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年8月10日（水）
新潟テルサ

2022年8月8日（月）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階
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接客マナーの理想と現状
・あるべき姿と期待される効果
・お客様の評価を左右する７つの要因
・接客の重要性

1

接客のスタート
・接客マナーの基本
・「きく」力を磨く

2

真のおもてなしを意識する
～ポストコロナ時代に何が求められているのか～

3

「自分流」のビジネスマナーを見つめ
直し、あるべき接客スキルを習得するポ ストコロナ時代の接客・ビジネスマナーレベルアップ

組織のイメージアップや良好な人間関係づくりに不可欠なビジネスマナーについて、接客マナーを中心に基本と
応用を学び、ケーススタディに基づくロールプレイングを通じて自身の行動レベルに落とし込みます。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

営業・接客担当者、ビジネスマナーの基本を振り返り、
レベルアップを図りたい方

日　程

プレゼンテーションとは1
プレゼンのコンセプトを考える2
シナリオを設計する3
分かりやすく伝える技術4
プレゼンテーションの実践5

聞き手の目線に立った
プレゼンテーション技術を学ぶ伝 わるプレゼンテーション実践

話し方、資料の見せ方を工夫して、相手の心に響く効果的なプレゼンテーション技術を学びます。
また、演習を通して、自分の癖に気づき、話し方のレベルアップを図ります。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

営業・企画担当者、プレゼンテーションスキルを磨きたい方、
ロジカルな話し方を習得したい方

日　程

DXとは何か1
DXの成功事例・失敗事例2
自部門でDXを進めるためには3
DX推進のための人材育成・戦略4

自社のDX（デジタル・トランスフォーメー
ション）を推進していく人材を育成するＤ X推進のための社内人材の育て方

「DXとは何か」という基本から、DX導入における成功事例・失敗事例等を通して、
社内での導入方法を学びます。
併せて、社内でDXを推進するための人材育成・戦略を学びます。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

経営幹部、管理職、DX担当者、DXによる業務改善に
興味のある方

日　程

市場調査とは1
定量調査と定性調査2
市場調査の手順3
調査の仕方とデータの活用方法4

他社と差別化を図るためのマーケティングに
必要とされる市場調査手法を学ぶ市 場調査の基本とデータの活用方法

マーケティングや商品企画等で必要とされる市場調査に関する基礎を学ぶと共に、データを有効的に活用し、
マーケティング戦略の立案に活かします。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

マーケティング部門、商品企画部門担当者、
本テーマに関心のある方

日　程

マーケティングとは何か1
マーケティング戦略の立て方2
STP（戦略）から４P（戦術）への展開3
ビジネスモデルの成功事例、失敗事例4

新規創業や第二創業に必要とされる
マーケティング戦略を学ぶ新 規事業開発におけるマーケティング戦略

「売る仕組み」としてのマーケティングの基本的視点（STP、４P）を学ぶと共に、「利益を生み出す仕組み」として
のビジネスモデルを成功事例から読み取ります。

対象者 セミナーカリキュラム

ねらい

新規創業や事業多角化による第二創業をお考えの方、
本テーマに関心のある方

日　程

新潟会場

長岡会場

2023年1月17日（火）
新潟テルサ

2023年1月11日（水）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2023年2月8日（水）・16日（木）
新潟テルサ

2023年2月14日（火）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年7月14日（木）
新潟テルサ

2022年7月15日（金）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年6月14日（火）
新潟テルサ

2022年6月16日（木）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

新潟会場

長岡会場

2022年12月2日（金）
新潟テルサ

2022年12月6日（火）
第四北越銀行 長岡コンサルティングプラザ４階

※日程・会場・カリキュラムは変更となる場合があります。

9 10


