社会人に必須の
基本を学ぶ

大阪開催

「知っている」から「できる！」に変わる

ビジネスマナー実践セミナー
開催日時

2020年10月 6日（火） ※各回とも
10:00〜
2021年 2月 8日（月） 17:00

■ セミナーのねらい

●知識としては「知っている」つもりでも、実際やってみると意外と
正しく するのが難しいビジネスマナー。その基本を学ぶとともに、
マナーについての理解を深め、実践レベルで「できる」スキルを
習得します。
●実践で自信を持って「できる」ようにするため、ロールプレイや
ワークを多く取り入れます。また、
トレーニングやフィードバック
をすることにより、一人ひとりのマナーのクセも直します。

●応用力を活かしたワンランク上の対応をするために必要な力を
身につけ、社内外ともに信頼されるよう行動変容を促します。

プログラム

会

場

日本能率協会 関西事務所
研修室（大阪市北区・梅田）

■ 参加対象

● 基本のビジネスマナーを身につけたい方
● 新社会人や第二新卒、中途入社の方
● 異動により顧客や外部との接点が増えた方
● マナーの考え方や型を再確認したいベテラン
社員の方

新入社員研修や新入社員フォローアップ研修
としてもおすすめです

10 ：00〜17：00 ＜昼食時間 12：00〜13：00＞

1 なぜビジネスマナーが重要なのか
■
・なぜビジネスマナーが重要なのか
・ビジネスマナーとは何か
・あなたの印象が企業イメージを決定づける
・ビジネスマナーの徹底がワンランクアップの
仕事につながる
■
個人ワーク
・ビジネスマナー実践度チェック
■
チェックリスト

2 信頼感を与える立ち居振る舞い
■

4 お客様の心をつかむ電話応対
■
≪基本編≫
・これだけはおさえよう！ビジネス電話の留意点
・電話の受け方・かけ方
■
ロールプレイング
・ワンランクアップの不在対応
≪実践編≫
・迷いがちなケース別対応
・クレーム電話を受けたとき

5 チャンスを呼び込む訪問・来客応対マナー
■

・好印象を与えるための印象管理術
・相手の心をつかむ爽やかな挨拶
・好印象を与える表情トレーニング
■
トレーニング
・好感の持たれる身だしなみ 3つのポイント ■
個人ワーク
・プロの挨拶 徹底トレーニング
■
トレーニング

≪基本編≫
・訪問・来客応対の流れ
・案内の仕方
・お茶出しのマナー 〜おもてなしの心を伝える〜
・名刺の扱いと名刺交換
■
ロールプレイング

3 正しい言葉遣いはビジネスの基本
■

≪実践編≫
・あらゆる席次の知識
・商談におけるマナー
〜オープニングからクロージングまで〜

≪基本編≫
・敬語の種類と正しい使い方
・職場でよく使う敬語トレーニング
≪実践編≫
・あなたは大丈夫？よくある敬語の間違い
・お客様に安心感を与える話し方

■
個人ワーク
■
個人ワーク

6 心をつかむ対応を身につける
■
・基本をおさえた上で応用力を活かす
・目指すのはONE TO ONE の対応
・相手の心をつかむ対応に必要な「3つの力」
※プログラム内容・スケジュールは変更することがあります。

「知っている」から「できる!」に変わる ビジネスマナー実践セミナー
講
紹

師
介

（敬称略）

畠

杏奈

参加者の声
・実用的な部分の実践を行うことで、本やネットで調べて学ぶよりも身につく
と感じた。

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

司会業で1,500組以上のお客様と接してきた経験から、
「一つひとつのご縁を
大切に」をモットーに受講者に向き合う。
心のあり方 という観点からアプローチする講義は、受講者の行動変容へと
導くと評価をいただく。

関連セミナー

・広範囲で実践的な内容を学べたのがよかった。
・講師が物腰やわらかく、非常に丁寧に指導してくださり、受講しやすかった。
・電話対応・来客対応における自分の間違いに気づけた。

詳しくは、セミナーID（半角数字）

ID：100632

社会人に必須の基本を学び、
文書を通して質の高い仕事を目指す

ビジネスメール＆文書作成
基本研修
ビジネスメール・文書の基本ルールを知り、
伝えたい内容を明瞭・簡潔に伝えるコツを
習得する。

■ ビジネスメール＆文書作成に
必要な考え方
■ 分かりやすい文書のまとめ方
■ ビジネスメール作成のコツ
■ 実践！ 伝わるメール作成
■ 文書作成のルールとマナー
■ 社内文書・社外文書
■ 実践！ ビジネス文書作成

お申込みについて

1

・書き込み式のテキストで、より一層集中して取り組み事ができた。

で検索

ID：100633

基本的な営業マナーと
顧客志向の考え方を身に付ける

ロールプレイで学ぶ
営業力養成セミナー
［入門編］

■ 顧客満足を追求する
営業マインドを理解する
■ 営業職に必要なマナーを習得する
■ 印象力を高める

営業職に最低限必要な営業マナーなどのスキルを
■ 雑談力を高める
身につけることができます。
営業をこれから始める方、OJT担当者の営業に ■ 動機付けのスキル
同行する新人の方にもわかりやすい内容です。 ■ 実践演習

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

セミナーID（半角数字）

JMA （6ケタのID）

JMA マナー実践

または

JMA 100587

で検索

2
スマートフォン
タブレットから

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話（03-3434-6271）にてお問合せください。

参加料 （消費税抜） ※本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。
一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

45,000円/1名
50,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/

会員制度のご案内
小会は法人を対象とした会員制度を設けセミナー参加料割引をはじめ各種サービスを提供
しております。詳しくは関西事務所までお問合せください。

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつかない
場合は、下記の規定によりキャンセル料を申し受けますので予めご了承ください。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールあるいはFAXでご連絡ください。）

ご注意
・参加申込規定はお申込ページにございますので、ご確認・同意の上、お申込
ください。
・同業他社からのご参加はお断りする場合があります。
・参加者数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止にさせてい
ただく場合がございます。

申込に関する問合せ先 参加証・請求書、キャンセル・変更 等

JMAマネジメントスクール

TEL：03（3434）6271

電話受付時間 月〜金曜日9:00〜17:00 ただし祝日を除く
メール：seminar@jma.or.jp FAX：03（3434）5505

企画に関する問合せ先 プログラム内容、講師派遣、会員入会 等
本研修は、各社に講師を派遣して社内研修として開催できます。
研修プログラムは、各社の希望に合わせてカスタマイズしますので、社内研修を
ご検討の方はお気軽にお問合せください。

一般社団法人日本能率協会 関西事務所
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー 19階
TEL：06（4797）2050（代表）／メール：jma-kansai@jma.or.jp

これから求められる経営モデルの提唱

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な変革
運 動、経 営 理 念を 体 現する人づく
り、ダイバーシティ経営、新しいチャ
レンジを進めるプロジェクトなど、
人・組織の力を結集する様々な取り
組みを対象にした表彰制度です。

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大に
することを通じ、新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための
長期プログラム、役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング
など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を
開催しています。
また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

