定員がございます。お早めに関係部署へご回覧ください。

https://nkbp.jp/ncs190711

周りを巻き込み、
問題を解決できる人を創る

ITリーダー養成

2019年7月
第9期開講

180日 実践塾
開催日程

2019年7月11日／8月20日、21日／9月18日、
25日／10月25日／11月12日／12月6日
［全8回］

開催時間

各回とも 9：30〜19：30（開場9:00）

主 催

会 場

日経BP（日経虎ノ門別館、東京・神谷町）

日経 xTECH、日経コンピュータ

次世代を任せられる人材がいない！
リーダーを育てたいが、方法が分からない！
イノベーションを推進できる人材が欲しい！
周囲を巻き込める人材を育て、チーム力を高めたい！

180日で
貴社のリーダーが
「確実に」育ちます。

２，
３年先すら見通せない、
ＶＵＣＡと称される時代となり、
また劇的に進化する情報技術の活用でビジネス
が大変革する今、
ＩＴリーダーに託される仕事には、益々、先見性やスピード感、人間力が求められるように
なりました。状況を把握し、視点を上げ、本質を考えて、真の問題を見つけ、あるべき姿に向かう解決策を
立案、周囲を巻き込んで実行する
「自ら考え行動する中堅の現場リーダー」が切望されています。
新事業の創出や抜本的な業務改革などイノベーション
（ビジネス革新）
を進めるには、
自分の取り組みを常
に振り返り、改善しすぐに実践する習慣を持つ人材が不可欠です。
本プログラムでは、問題発見や解決策作り、
リーダーシップ、経営戦略的視点、交渉力やキャリア観など、
リーダーに求められる"コアスキル"を、受講者同士の討議や講師のサポートによって身に付けます。
さらに、受講者の職場が抱える実際の問題に向き合い、解決に向けて周りを巻き込む活動を180日間意識
して継続する中で、
コアスキルを実際に使っていきます。
この間、講師が一貫して支援します。
継続的な実践により、
「 分かった」
ことが「できる」
に変わります。
貴社の次世代リーダーの育成に、ぜひ本プログラムをご活用ください。

リーダーが育つ三つの理由

リーダーに必要な コアスキル が身に付く

1

周りを巻き込んで、自社の課題を解決する。そんな人材に求めら
れるコアスキルを 8 回の集合型トレーニングを通じて、一つひと
つ定着させます。

「変化」を実感できる多面的評価診断

2

受講者の上長、部下による多面評価を開講前と修了時に実施。
リーダーとしてのスキルの向上を自覚することで、自ずと自信が
深まります。

現場の事実をぶつけ合う「他流試合」が成長を促進する

3

トレーニングは、優秀な社外の人材との貴重な交流の場です。異な
る企業や業界のリーダー候補と濃密な議論を重ねることで、視野が
広がり、新たな気づきが得られます。

本プログラムの効果
プログラムへの参加が、受講者の行動変容と
して表れていることが、受講者の上司から報告
されています。
リーダーという 山 に気付き、
自ら
登る経験をすることは自信につながります。問
題解決のコアスキルが第2部の実践を通して
日々の業務で使う習慣となり、仕事の進め方が
変わっていきます。限られた時間の中での取り
組みは、効率的な働き方への意識を高めること
にもつながります。

効果の確認 多面評価診断
プログラム受講前と最終回の前の2回、上司、同
僚、部下の方に受講者のリーダーシップやマネジ
メント力などに関するアンケートを実施し、結果を
本人と上司に伝えます。
（詳しくは最終ページ）

講師紹介 プログラム協力：エムズ・ネット・スクエア
杉村 倫代氏（株）エムズ・ネット・スクエア代表取締役

古谷 都紀子氏（株）エムズ・ネット・スクエア取締役

プログラム責任者 リーダーシップ・経営戦略・ キャリア視点

プログラム責任者 問題解決・問題発見・経営戦略・ 交渉・キャリア視点

SEとして製造装置業界のシステム構築に従事。
その後、民間シンクタンク、米国留学（情報システ
ム学修士号）
を経て、1999年エムズ・ネット・スクエアを設立。代表取締役。主に、組織開発/人材
開発のコンサルティング。ITコーディネーター。横浜国立大学経営学部非常勤講師（経営情報論）。

SEとして公共運輸業界のシステム構築に従事。研修講師を経て、
エムズ・ネット・
スクエア取締役。人材開発系コンサルティング、
および研修講師など人材育成を
専門に担当する。中小企業診断士、ITコーディネータ、
キャリアコンサルタント。

樋口 敦子氏

池田 典子氏

リーダーシップ

メインフレーム・システムのOS担当SEとして、社内・顧客への技
術支援に従事。
その後エムズ・ネット・スクエア主任講師として、
メ
インフレームOSの技術コースを担当すると同時に、企業の管理
職、中堅社員向けに、
リーダーシップ関連コースのファシリテータを
務める。

津山 元子氏

問題発見、
問題解決

技術サポート部門に所属し、SEとして社内・顧客支援に従事。
そ
の後エムズ・ネット・スクエア主任講師として、企業の管理職、中
堅社員向けに、
リーダーシップ、問題発見/解決コースのファシリ
テータを務める。大学で就職活動支援を行う。産業カウンセラー、
キャリア・コンサルタント。

交渉

ネットワーク技術およびシステム運用の担当SEとして、多くの顧
客プロジェクトに参加。
その後エムズ・ネット・スクエア主任講師と
して、アプリケーション開発関連コースを企画・担当すると同時
に、企業の管理職、中堅社員向けに、交渉術、
コミュニケーション
関連コースのファシリテータを務める。

第 2 部「問題解決実践プログラム」
がもたらす効果

職場の課題で実践！
これまでも実績が続々上がっています。
これまで8回開講した
『ITリーダー養成180日実践塾』
で受講者が
実際に取り組んだ課題と実際の職場にもたらした効果を紹介し
ます。限られた時間の中で、仮説検証をしっかり行い、
ストーリー
があり、説得力をもって周りを巻き込めるプロジェクトが計画されま
した。
プロジェクトの多くは受講後も職場で継続されています。

課題

若手への委譲と育成

製造業のシステム関連会社
40代の課長のケース

▶組織のあるべき姿として、既存事業を維持するために、若手SE育成
体制の強化策を考えた。柱は若手SE育成スキームの確立と若手
SEの危機感を醸成すること。
▶数々の問題を整理し、若手の意識や上級SEの状況との関係などか
ら原因を導き、説得性の高い資料を作成、組織の枠を超えて周りを
巻き込んでいった。
効果 スキーム確立に向け、
上級SEと管理職が検討中。
危機感醸成の

課題

システム資産の再生

ために現場リーダー業務の一部を若手SEに委譲することを検討。

金融業
30代のチームリーダーのケース

▶導入したものの活用されていなかったシステム資産を、経営層や幹
部が戦略や計画を作る際に利用できるようにすることで、生き返らせ
るプロジェクトを立案。
▶問題の分析を始めた当初は、社内の関心の無さやスキル不足に悩
んでいたが、視点を高くして、組織のあるべき姿から考え直し、
プロ
ジェクトの原型を描いた。
▶早い段階から他部署や上層部にアプローチし、事前に交渉のフ
レームワークを作るなど準備をしっかりした。
効果 180日間経った段階で、
そのシステム資産に社内から数多くの問

課題

価値観の明示

システム開発会社 シニアマネージャーと
直属の部下であるチームリーダーのケース

▶組織の問題を洗い出し、分析する中で
「お客様や上司からの指示待
ち」
を今回の問題として特定した。
効果 複数の仮説を立てて社内インタビューや現状調査を実施、
仕事に

対する価値観を示せていないことを原因とした。解決策の立案に
あたり、詳細な分析と評価をして
「目標管理の仕組み変革」
という
案をとりまとめた。
受講後も導入に向けて活動を継続。

課題

若手の育成

製造業のシステム関連会社
30代チームリーダーのケース

▶担当している顧客からの要請に応えるため、受講者が直面している
問題を整理し、
「若手のスキル不足」
に絞った。
▶「ベテランが時間を割いて若手メンバーを育成する」
という方針を選
び、
「ベテランの対応策をナレッジにする」
「 手順の整備」
「ベテラン
によるOJT」
といった具体策を立案。
効果 取り組みが評価され、
社長表彰を受ける。

サービス会社 人事、営業、経理部門の
シニアマネージャのケース

▶顧客満足度（CS）向上の具体策立案という命題を社長から受けて
参加。3名がマネジメント力、
チームワーク、
目標未達、
クレーム増加、
若手スキル不足といった問題を持ち寄り、討議を重ねた。
▶3人が納得できる問題を特定し、
その原因を分析できたことで、具体
的な解決策をまとめ、役員の支援を取り付けられた。
効果 受講後、
CS向上を狙った若手向け研修を企画し、3人が中心に

なって全社に展開している。

い合わせが来るようになった。

課題

顧客満足度向上

課題

主体性の開花

金融業のシステム関連会社
30代グループリーダー2名のケース

▶当事者意識が欠如し
「言いなり」
になりがちな組織を、顧客の一歩
先を見て主体的に行動できる組織に変えるための施策を検討した。
▶社内のデータや2人が実施したアンケート結果を基に、仮説検証を
行い、取り組みを
「チャレンジの意義を理解し、
やり方を身に付ける」
「顧客を意識した行動をとる」
の2点に絞った。
効果 「ワークショップ開催」
「他社システムの調査・分析」
という解決策

をまとめ、
受講後も継続している。

課題

品質向上

製造業の情報システム会社
40代グループリーダー2名のケース

▶利用しているシステムや開発の品質向上をテーマに分析し、
プロ
ジェクトを第三者の眼から管理する体制を作る、標準ルールと標準ド
キュメントを用意するという対策を立案。
効果 180日の間に事業部長や社長に正式提案し、
「プロジェクト管理

室」
の設置を決裁してもらった。2名の受講者は室長と副室長に
就任し活動中。

ITリーダー養成 180日 実践塾のプログラム
第

1部

第

周りを巻き込んで、
自社の課題を解決する。そんな人材には大きく以下のようなコア
スキルが求められます。事前学習で基礎知識を習得していただき、ベテラン講師が
講義を行います。
さらに受講者同士の討議や演習を通じて一つひとつのスキルを定
着させます。

第

1

問題発見

回

本質に迫り、
真の課題を見つける

第

2

■ 職場、
自組織のビジョン、組織の問題などに関するアンケート
■ 課題図書『世界一やさしい問題解決の授業』
（渡辺健介）

1部 コアスキルトレーニング（9：30〜17：00）
1. 問題発見の考え方
（１）
VUCA時代の問題解決のアプローチ
（２）
問題発見・解決の基本ステップ
（３）問題の捉え方
2. 真の問題を発見する
（１）
問題を特定する
（演習）
（２）
問題を分析する
（演習）

第1部で学んだことを、 実際に使えるスキル に変えるのが第2部の「問題解決実
践プログラム」。受講者の組織が実際に抱えている課題に向き合い、それを解決す
るための方策（アクションプラン）
を立案します。
コンサルティングと情報システム
の両方の実務経験を持つ講師が、受講者一人ひとりを手厚くサポートします。

ビジョン作成（リーダーシップ1）

回

7月11日
（木）9：30〜19：30（開場9：00）12：30〜13：30（昼休み）
事前
課題

2部

ビジョンを作り、
共創するチームを目指す

第

3

チームの動機付け
（リーダーシップ2）

回

8月20日
（火）9：30〜19：30（開場9：00）12：30〜13：30（昼休み）

事前
課題

■ 自分のリーダーシップ、所属チームのチームワークに関するレポート
■ 課題図書『第2版 リーダーシップ論』
（ジョン.P.コッター）

1部 コアスキルトレーニング（9：30〜17：00）
3. 問題発見・解決の基本スキル
（１）
ロジックツリー
（２）MECEで考える
（２）
アイデアの発散と整理
4. 総合演習

画
使う実行計
で
場
職
を
ル
学んだスキ に身に付ける
実
確
、
を作成し
しっかり学ぶ
で
習
演
・
議
義、討
事前学習、講

メンバーを動機付け、
チームの成果につなぐ

4

回

8月21日
（水）9：30〜19：30（開場9：00）12：30〜13：30（昼休み）

事前
課題

■ 課題図書『第2版 リーダーシップ論』
（ジョン.P.コッター）

1部 コアスキルトレーニング（9：30〜17：00）

1. リーダーシップとマネジメント
３. ビジョン策定、
目標達成のための仕事
（１）
リーダーとリーダーシップ
（１）
ビジョンとは
（演習）
リーダーの役割、マネージャーの役割
（２）
（２）
目標設定とコミットメント
（演習）
（３）
リーダーの行動特性
（３）
モニタリングとフィードバック
２. リーダーシップスタイル
（１）
リーダーシップスタイル
（２）
自己の振り返り
（演習）

第

解決策の立案
（問題解決1）

最適解を導く
創造的発想力を鍛える

9月18日
（水）9：30〜19：30（開場9：00）12：30〜13：30（昼休み）
事前
課題

■ 前回のアクションプランの結果報告
■ 課題図書『カモメになったペンギン』
（ジョン.P.コッター）

1部 コアスキルトレーニング（9：30〜17：00）

4. メンバーとのコミュニケーション
6. リーダーの仕事
（１）思考のクセを知る
（１）
リーダー、
マネージャーとして
（２）実りあるコミュニケーションとは
の活動とその内容
5. メンバーへの動機付け
自己変革 周りの力を活かすための気づき
（２）
（１）
メンバーへの動機付けの考え方
（２）
メンバーに対するフィードバック
（演習）

1. 問題発見の復習
2. 問題解決に必要な考え方とツール
（１）
ゼロベース思考
（２）
仮説思考
（３）
フレームワーク思考
（演習）

3. 解決策を立案する
（１）
解決策立案の基本ステップ
（２）
課題を設定する
（３）
解決案を洗い出す
（演習）
（４）
解決案を評価する
（演習）

◆ 多面評価結果の返却、
講師コメント、
アクションプランの策定
◆ 第2回、
第3回の振り返り

2部 180日間の問題解決実践プログラム（17:00〜19：30）

2部 180日間の問題解決実践プログラム（17:00〜19：30）

2部 180日間の問題解決実践プログラム（17:00〜19：30）

2部 180日間の問題解決実践プログラム（17:00〜19：30）

◆ 各自が取り上げるテーマの 真の問題 を見つける
（問題の特定）

◆ 会議の進め方とファシリテーションのポイント
◆ 問題特定の結果を発表

◆ 特定した問題の原因を見極める
◆ 第4回までに原因の仮説立案と検証を実践

◆ 仮説検証結果の発表
◆ 解決策のためのアイデア出し

第

5

実行計画の策定
（問題解決2）

回

具体的で実現可能な計画を
策定する

第

9月25日
（水）9：30〜19：30（開場9：00）12：30〜13：30（昼休み）
事前
課題

■ 課題図書『カモメになったペンギン』
（ジョン.P.コッター）

1部 コアスキルトレーニング（9：30〜17：00）
3. 続）
解決策を立案する
（5）
解決策の仮説を立案する
（6）
仮説検証計画を策定し検証する
4. 総合演習

5. 実行計画を策定する
（1）実行計画策定の基本ステップ
（2）実行計画策定の目的
（3）実行計画に盛り込む項目
（4）
モニタリングの視点
（5）投資対効果の考え方
（6）実行計画のまとめ
6. 総合演習

◆ 第4回、
第5回の振り返り

6

交渉力

回

合理的なロジックで
快諾を得る

第

10月25日
（金）9：30〜19：30（開場9：00）12：30〜13：30（昼休み）
事前
課題

■ 自分自身の過去の交渉事例の振り返り
■ 課題図書『【決定版】ハーバード流Noと言わせない交渉術』(W.ユーリー）単行本

1部 コアスキルトレーニング（9：30〜17：00）
1. 交渉で大事な考え方
（１）
これまでの交渉と振り返り
（２）思い通りにいかない交渉とは
（３）思い通りにいかない原因
2. 合理的な交渉の進め方
（１）交渉に成功する とは

7

戦略的思考

回

必要不可欠な
経営感覚を身につける

11月12日
（火）9：30〜19：30（開場9：00）12：30〜13：30（昼休み）
事前
課題

■ 前回のアクションプランの結果報告
■ 課題図書『経営戦略の教科書』
（遠藤功著）

1部 コアスキルトレーニング（9：30〜17：00）
3. 実践から学ぶ
（１）交渉の実践
（演習）
（２）交渉準備の振り返り

（２）交渉の７要素
（３）交渉の準備（演習）
◆ 交渉力のアクションプランの策定

第

１. 経営とIT
２. 経営環境分析と事業価値分析
（１）
事業ドメイン分析
（演習）
（２）
経営環境分析
（演習）
3. 経営課題の洗い出し
（１）経営環境マトリクス
（演習）
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キャリア視点＆第2部取り組みの最終報告

回

組織の成長を支える
キャリア観を育てる

12月6日
（金）9：30〜19：30（開場9：00）12：30〜13：30（昼休み）

事前
課題

■ キャリアワークシート作成
■ 課題図書『明日を変える働き方』
（金井壽宏著）

1部 コアスキルトレーニング（9：30〜17：00）
4. 業務効果測定の考え方
（１）
効果測定と効果の確認
（２）
IT成熟度の考え方

（２）BSCの視点とビジネスモデル戦略マップ

１. なぜ今キャリア視点か（討議）
２. 自分でキャリアをデザインするための３ステップ
（演習）
（１）
自分自身を知る
（ タイプ診断）
（２）
今の仕事と役割を見つめ直す
（今の職務と役割、
関係者の期待）
（3）
周囲の環境変化も想定してキャリアの可能性を洗い出す
3. 部下のキャリアビジョンを描く
（討議）

◆ キャリアデザインのための相互インタビュー
◆ 戦略的思考のアクションプラン策定

◆ 多面評価結果の返却、
講師コメント ◆ 本日の振り返り
◆ キャリア視点に関するアクションプランの策定

2部 180日間の問題解決実践プログラム（17:00〜19：30）

2部 180日間の問題解決実践プログラム（17:00〜19：30）

2部 180日間の問題解決実践プログラム（17:00〜19：30）

2部 180日間の問題解決実践プログラム（17:00〜19：30）

◆ 解決策の仮説を立案し、
検証計画を策定
◆ 検証後の実行計画を作成、
実行を開始

◆ 解決策の実施状況を発表 ◆ キャリア志向インタビュー
◆ 計画実施時の協力依頼相手の洗い出しと交渉準備ワークシートの作成

◆ 多面評価のアクションプランの進捗報告
◆ 第2部取り組みの中間発表

◆ 第2部取り組みの最終報告
◆ 修了証授与

◆180日間の振り返り

プログラム内容は、事情により変更になる場合がございますので、
あらかじめご了承下さい。講義、演習中の携帯電話やパソコンの利用はご遠慮下さい。会場内は禁煙ですのでご協力をお願いします。

持！
圧倒的な支
受講者から
れた方の

さ
8期に受講
第1期〜第
します。
声をご紹介

コアスキルトレーニング［第1部］
●毎回の課題図書を仕事の合間に頑張って読んで出席した。他の受講者もしっかり読
んできており、朝の討議から深い指摘や疑問が出てきて驚いた。
課題図書は何度でも
読み直したい。
●業種業務が違う人と討議し、
楽しく話すことで、
貴重な情報交換ができた。

問題解決実践プログラム［第2部］
●第2部の実践では、せっかくの機会と思い、会社の制度改
善に活かせるプロジェクトに取り組んだ。苦労したがその
後、
実際に活かされている。
●職場の問題を分析して作った成果物はそのまま社内への
説得材料に使用できると実感した。
●自分の職場の問題発見に2カ月かかったが、
講師や仲間か
らの問いかけやアドバイスによって自分が当初考えていた
解決策とは異なる方向があることに気付けた。

●受講して学んだリーダーに必要な行動様式をリストにまとめ、毎日見ながら過ごしてい
る。見るたびに受講時に気付いたことが蘇える。
●演習や討議、
実践報告の場は盛り上がり、
笑い声も多く、
楽しく過ごせたが、
自分のス
キル不足がよく分かった。
自分で立てたアクションプランは継続して実行していきたい。
●演習や討議では、
受講者のリアクションに対して、
講師から即座に追加の説明や問い
かけが入る。
そのポイントが的を射ており、
理解がかなり深まった。
●講師は全員、IT業界出身の女性だったので、同性ということもあり、業務経験や人生
について参考になる話を聞けた。
●グループワークやグループ討議が多く、
その後の振り返りの時間も長かった。思いもつ
かなかったことにも沢山、
気付けたことが印象的だった。

●問題解決を実践するにあたって、関連部署に簡単なアンケートを実施した
際、全員から率直な意見をもらえたのは印象的だった。
この意見がその後の
プロジェクト推進の原動力になった。
●問題解決に半年間取り組む中で、
目の前の問題から考えるのでなく、
あるべ
き姿は何で、
そこに向かう時に何が問題なのか、
と考えることが大事だとよう
やく分かった。
●第1部の講義で理解したつもりでも、第2部の実践を通じて、
自分の無理解や
課題が初めて見えた。

受講者の上司の方からもコメントを頂きました

「会社の問題を考える姿勢になってくれた。

引き続き他の社員を巻き込んで問題解決に取り組んでほしい。
」

「自分ひとりでやってしまうタイプだった。
部下や上司との対話の頻度が増え、
チームのやる気と業務効率が明らかに増した。」

受 講 後
●180日は長いようで終わってみると短かった。上司やメンバーとの関係
や業務に対する考え方など、
間違いなく自分は変わったと思える。
この
ように変わることなど当初は考えられなかった。
●自分を見つめ直す6カ月になった。多面評価があるので、
他人の目にど
う映るかを意識しながら過ごせたことは良い経験になった。
●問題解決を進めるため、多忙な部長と話す機会が持て、上司を身近
に感じることができた。同時に、正確な情報を上司と共有できていな
いこと、
自分への期待の中身が分かり、仕事の上での転換点となった。

「業務で苦労していた点に受講したことを

すぐ活用できたせいか、

若手ではあったが、
しっかりした計画と実績を作ってくれた。
」

「物事の捉え方や考え方・行動が明らかに変化した。
」

「仕事はできるが周りに強く指示する自信家タイプだった。
そこを変えてもらいたいと送り出した。

期待に応えて変わってくれた。」

これまでに頂いた質問にお答えします
リーダシップや交渉術などのコアスキルトレーニングは
すでに受講しているが、
再度学ぶ意味はあるか。

多くの場合、実践を伴わないコアスキルは使えるレベルになっていません。本プ
さらに自
回 答 ログラムの事前学習（課題図書）、講義、討議・演習を通して再認識し、
分の問題解決に活用することで使えるスキルにしていただきます。

個々人で異なる職場の問題を、研修内で解決するの
は難しいと思われるが、
どのように実践しているのか？
支援内容や進め方はどうなっているのか？

講師陣は受講者が問題に取り組む過程の要所要所で助言し、個々の問題解
また、異なる業界・業種の受講者からの新たな気づきや、受講
回 答 決を支援します。
者同士のやり取りが、個々の問題解決のヒントになっています。

半年という短期間で
職場の問題がどこまで解決できるのですか？

180日あれば、問題解決のためのプロセスを体験することは可能です。問題の
本質を捉え直し、身近でできる仮説検証に迅速かつ的確に取り組むことで、
プ
回答
ロセスの途中から、小さな効果や兆しが見え、多くの人は、解決に近づいている
ことを体感できます。

質問 4

リーダークラスは全員忙しくしており、
180日間にわたって実践プログラムに
取り組む負荷が気になる。

皆さん本業との両立に苦心されていますが、優先順位を明確にすることや周囲
回 答 を巻き込んで業務を遂行するための知恵と工夫もこの研修の中で身に付けてい
ただきたいことです。本プログラムのもう一つの成果はそこにあると考えています。

質問５

プログラムを終了した人たちが、
数年後、
リーダとしてどのように成長しているのか、
事例を聞きたい。

受講者の上司とは研修後も会う機会を作るようにしています。5-8年経った卒
業生の多くの上司からは、"仕事への向き合い方が変わった"、"自問自答する習
回答
慣がついた"、"幅広くアンテナを張り、職場の風土や売上に大きく貢献し頼れる
リーダーとして今も成長している"と伺っています。

質問 1
質問 2
質問 3

受講料

会場

全8回コース 《定員24名限定》

日経BP（日経虎ノ門別館、東京・神谷町）

1名申込み

498,000円（税込）

2名同時申込み

848,000円（税込）

3名同時申込み

2名以上のお申し込みを
おすすめします

2名以上お申し込みの場合
は、
告知サイト掲載の
「複数名
を
（税込） 同時申し込み専用申込書」
お使いください。

1,198,000円

※4名以上の同時申込は別途お問い合わせください。
※各回で昼食・軽食をご用意します。課題図書は各自でご用意ください。
※受講者の職場における問題解決をサポートいただくために、上司のお名前を事前にお知らせいただきます。
また受講者がやむを得ず欠席される場合、上司の方の代理出席をお願いいたします。

〒105-8308

東京都港区虎ノ門4-3-12

お申し込みについて
下記申込欄に必要事項をご記入の上、FAXでお送りください。
後日、受講券と請求書をお送りします。
※受講料は開催日
（受講開始）前日までにお振り込みください。お申し込み後の
キャンセル、
ご送金後の返金はお受けいたしかねます。代理の方が出席ください
ますようお願いいたします。
※講師企業と競合すると考えられる製品やサービスなどをご提供される会社の方
は、主催者の判断に基づき受講をお断りさせていただく場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
※参加申込人数が最少開催人員
（10名）
に達しない場合は、開催を中止させてい
ただくことがあります。
また、
やむを得ず講師等が変更になる場合もございますの
で、
あらかじめご了承ください。
※下記にご記入いただいた情報に不明な箇所があった場合等、確認のために
e-mail・電話等での連絡をさせていただくことがございます。
※お申し込みいただいた時点で本セミナーが満席の場合は、事務局からご連絡しま
す。
キャンセルが出た場合は事務局からご連絡さしあげますので、
その時点で、改
めて受講のご希望を確認させていただきます。

受講特典 多面評価診断プログラム
受講前後の変化を確認
本プログラムでは、受講の前と、最終日の前の２回、所属
会社の５名（上司、同僚、部下）に評価アンケートをお送り
して、結果を本人にフィードバックします。
受講後にどのような変化があったのかを実感できます。

お申し込み・お問い合わせ先
日経BP
読者サービスセンター
セミナー 係

0120-255-255

TEL

土日祝日を除く9:00〜17:00
携帯電話・PHSからは 03-5696-1111

https://nkbp.jp/ncs190711

URL

FAX

03-5696-1139

ITリーダー養成 180日 実践塾 申込書
下記の必要事項をご記入の上、A4のままでお送りください。

※FAXでの申込締切：2019年7月4日
（木）
まで

フリガ ナ

受講者名
フリガ ナ

会社名

※正式名称をご記入ください。

部署・役職名
会 社
所在地
※ 課題のご案内をメール
アドレスとお電話番号
あてにお届けします。

住所

〒

TEL.

FAX.

e-mail :

受講料

498,000円（税込）

2名以上お申し込みの場合は、告知サイト掲載の
「複数名同時申し込み専用申込書」
をお使いください。

恐れいりますが、
下欄の業種・部署・役職区分の番号に１つずつ◯をお付けください。
0. 製造業−消費財

5. ホテル・レジャーサービス

0. 総務・庶務

5. マーケティング

10. 研究開発

0.経営幹部

5.専門職

1. 製造業−生産財

6. 金融・保険業

1. 人事・労務

6. 広報・宣伝

11. 情報システム

1.監査役

9.その他
（個人含む）

2. 卸・小売業

7. 建設・不動産

2. 経理・財務

7. 秘

12. 国際・貿易

2.部長・支店長

3. 輸送業

8. コンピューター・情報処理業

3. 経営企画

8. 物流・輸送

13. 法

3.課長・係長

4. 外

9. その他

4. 営業・販売

9. 生産・工場

99. その他

食

書

※
「個人情報取得に関するご説明」
（https://www.nikkeibp.co.jp/p8.html）
をお読みいただき、
ご同意のうえお申し込みください。

務

4.一

般
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E12-0 9 2

