
1. ５つの「Shin」の覚醒に貢献する 

会社名称  株式会社シンスター （Shin Star Co., Ltd.) 
 

所在地    〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル10F 
 

Tel/Fax   Tel: 03-5728-4305    Fax:  03-5728-4246   ＵＲＬ:  http://www.shinstar.co.jp/ 
 

代表     代表取締役CEO  井上 浩二 
 

設立     2008年10月1日 
 

事業内容  企業の人材育成のための教育業務・研修業務、ビジネスリーダーが集うコミュニティーの企画・運営      

        企業経営・人材育成に関する書籍・論文・執筆・出版 
 

資本金    20,000,000円 
 

提携先   株式会社ケーティーコンサルティング  

 会社概要   Corporate Profile 

Shin Star Co., Ltd. 

企業理念  Philosophy 

 ～自分らしさを出して仕事を楽しみ、個々が光り輝くために～ 
  

シンスターは、３つの企業理念を元に、ビジネスリーダーが集い、成長する機会（研修）と場（コミュニティ）を提供する
ことで、個々が「自分らしさ」を出して仕事を楽しみ、光り輝くお手伝いをします。 

 
 

シンスターは、ビジネスリーダーには５つの要素が 

必要と考えています。それは「新」「真」「心」「芯」「信」、 

５つの「Shin」です。これは、実は誰もが持っているもの 

ですが、様々な理由から十分に発揮されていません。 

私たちは、お客さまの中にある、この5つの「Shin」を呼び 

覚ますお手伝いをし、世の中を輝く人々で一杯にしていき 

たいと考えています。   
 

 

私たちは、事業の芯は変わることなく大切にしていきながらも、新しい試み/チャレンジを絶え間なく続けていきたいと 

考えています。それにより、私たちは、 自らが率先して活き活きと輝きながらお客様と共に語り合うことができます。 

そしてお客様は「楽しみながら輝く」私たちに、絶えずワクワクした気持ちを抱く、そんな関係を築きたいと考えています。 

2. お客様と「志」を共にする 
 

私たちは、お客様とは、単なる提供者の関係ではなく「志」をともにするチームでいたいと考えています。お客様の要望 

や期待に耳を傾けるだけでなく、お客様が現在抱える問題やその背景を理解しながら、その時その状況でその人に 

最善のテーマ、方法論を考え続け、それをお客様に伝えていきます。このような「お客様にとっての最善を考え続ける」 
姿勢こそが、我々の最も大切な行動指針です。 
 

 
3. お客様に「ワクワク感」を提供し続ける 
 



研修の3つのコンセプト  Concept 

Shin Star Co., Ltd. 

シンスターの研修は以下の3つをコンセプトとし、研修プログラムの設計・提供を行っています。研修の設計にあたっては、 
必ず担当講師も参加をし、受講者の知識・スキルレベルを把握した上で、最適な研修の提案をさせて頂きます。 
 
 
 

 Concept 1 
【ディスカッション中心のセッション構成】 

 

シンスターの研修プログラムは、インタラクティブレクチャー（討
議を交えた双方向講義）を基本スタイルとしています。座学を通
して頭で理解するだけでなく、ワークやグループ討議、全体討
議を行い、自ら考え、自ら発言し、更に他者との議論を交わすこ
とで、学んだ内容をさらに深めることが可能になります。 

 Concept 2 
【自社のトピックを盛り込んだ演習内容】 

 

シンスターの研修プログラムは、演習やケースに必ず企業様の
業界や自社のトピックを盛り込みます。その理由は、受講者が
研修後に、学んだ知識やスキルを仕事ですぐに実践、活用でき
るように、研修の間に、より具体的な活用イメージを持ってもら
うためです。「実務でどれだけ使えるか？」にこだわり、演習や
ケースなどの研修教材を開発しています。 

 

 Concept 3 
【個人と組織のバランスを押さえたプログラム】 

 

個人の力を伸ばす事はもちろん重要ですが、仕事においては、
個人の力だけでできる事には限界があります。シンスターは、
組織としてビジネスを行う以上、「組織」や「チーム」としての成
果に拘ることが大切と考えています。そのためシンスターの研
修プログラムは、「個人」のスキルを伸ばすと共に、それを「組
織」として最大限の成果をもたらすためにどう使うべきかを要所
に取り入れた設計をしています。 
 



知る 
（ビジネス知識） 

考える 
（思考力） 

伝える 
（コミュニケーション） 

動かす 
（リーダシップ） 

経営層 
及び 

経営幹
部候補 

管理職 

中堅 
社員 

     

若手 
社員 

営業職対象 
◆新入社員・若手対象営業基礎研修      ◆営業活動に必要な顧客心理理解 
◆組織を超えるコーディネート力         ◆お客様の財務分析に基づく提案の仮説構築 
◆外部環境変化を捉えた市場洞察力       ◆実案件によるセールスコーチング 

女性活躍推進 
◆女性管理職候補育成研修（キャリア開発＋ビジネススキル） 
◆ロールモデルによるパネルディスカッションセミナー  

その他 
◆研究者・エンジニア向けコミュニケーション    ◆議論の見える化 
◆問題解決力向上 集中講座              ◆自社分析研修                   
◆業界別研修（製造業、小売、金融）             ◆グループ会社合同 シナジー創出研修 

研修プログラム構成図 Our Services 
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納得と共感の 
コミュニケーション 

Shin Star Co., Ltd. 

 
ビジネス 

コミュニケーション 

 

【個別テーマ・課題に対するオリジナル研修開発例】 

【知識・スキル習得研修】 
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 上記の研修は一例です。この他、講演、ワークショップのファシリテーションもお引き受けしています。 



アクションラーニング    

Shin Star Co., Ltd. 

スキル・知識インプット 
（レクチャー） 

応用フェーズ 
（ケースディスカション） 

実践フェーズ（自社課題） 自社に対する理解を深める、ありたい姿を考える 

最終 
プレゼン 

実施期間：6ヶ月～1年 

・自らの目指す姿を考える（ロールモデルとの対談を通して） 
・自社の歴史を知る（役員や上司講話を通して） 
・自社のビジネスを理解し、今後の変革テーマを考える 
 （現状の実地調査や課題分析、勉強会を通して） 

【アクションラーニングの全体像】 

シンスターのアクションラーニングとは、受講生の実際のビジネスにおける課題を題材にしてグループディスカッションを行い、解決策を
考え、その策を実施し、振り返りをするという一連の行動を通じて、「学習する力」と「組織の力」を養成する学習方法です。自社の実際
のビジネスを題材とするため、リアリティがあり、議論の質が高まる学習方法とされています。 
 

シンスターでは、主に実務課題解決（初級）、自社課題解決（中級）、自社戦略立案（上級）、3つのカリキュラムを提供しています。 

研修での学びをビジネスに直結させる、効果の高い研修として、次世代リーダー育成として、多くの企業様に導入されています。 
 

個社の課題に合わせた、完全カスタマイズの研修となりますので、お気軽にお問合せください。 

◆スキル・知識の平仄合わせ             

経営戦略やマーケティング、財務会計
など、自社課題を議論する上で必要と
なるビジネスの基礎知識、論理思考・
問題解決力等のベーシックスキルを 
総合的にインプットする。 

◆ケース議論による応用力強化 

ケース（他社事例）を使って、習得したス
キル・知識の理解を深め、実践的な考え
方を身につけ、ビジネスを「考える」訓練
を積む。 

◆自社課題議論による実践力強化 

実際のビジネスを題材としたテーマ設定
を行い、検討チームを組成し、実務で現
状分析・仮説検証を行いながら実行可能
なビジネスプランを創り上げる。 

大手人材紹介会社 某事業部・経営幹部候補者育成研修 

不動産デベロッパー 
マネジメント層対象 戦略実現研修 

若手・中堅層対象 ビジネスプロデューサー育成研修 

大手システム会社 新規クラウドビジネス創出力研修 

ソフトウェア開発会社 エンジニア対象 次世代リーダー育成研修 

ＩＴ系社団法人 会員企業の各社選抜メンバーによる新規ビジネス創造研修 

【アクションラーニングに関する事例】 

Our Services 



提供サービス概要 

領域 プログラム名 概要 
対象者 標準 

実施 
期間 

標準 
価格 

若 中 管 経 

知る 

マーケティング 

環境変化が激しい中で、顧客満足を勝ち取り、継続的に「買っ
てもらえる」仕組みを作るために必要となる、マーケティングの
理論・分析手法・プロセスを学ぶプログラム。他社の成功事例
でマーケティングプロセスを体感することで、自身の日常の業
務と自社のマーケティング戦略を結び付けて考える力を養う。 

■ ■ 
1日～ 
2日 

50万 

 
財務・会計 
 

財務諸表など経営資源としての「カネ」を理解するための基本
は押さえた上で、削減しうるコストと削減してはいけないコスト、
投資すべき領域と投資し得る資金、及びそのリスクなどを、
ケースと自社の財務状況を題材に理解し、経営資源としての
「カネ」を有効活用するための力を養う。 

■ ■ 1日 50万 

ＩＴと企業経営 

競争優位力を持つビジネスモデルを考える上で欠かせない経
営資源となっているITを有効活用するために、あらゆる部門の
マネジメントが理解すべきITの構成要素と技術変化を押さえ、
ケースと自社の題材を基に経営の視点からITの活用手法を考
える力を養う。 

■ ■ 1日 50万 

経営戦略 

企業及び事業の戦略の策定・実行に置いて必要となる、理
論・分析方法・意思決定までのアプローチ等を一通り学ぶプロ
グラム。他社の成功事例を題材にして、実務における戦略立
案から実行までのプロセスを体感し、自社の戦略理解及びそ
の理解に基づく戦略立案力を養う。 

■ ■ 
1日～ 
2日 

50万 

グローバル 
戦略概論 

組織としてグローバル化に取り組むために、自身の役割に応
じて自ら現場で取るべき行動、本社を含めた組織を動かすた
めに必要な行動を具体的に考え、実務での今後の取組にお
ける実行力を高める。 

■ ■ 
1日～ 
2日 

50万～ 

考える 

ビジネス 
着想力 

環境変化を的確に捉え、ビジネスを創る・変革するための「着
想力」を、個人のスキルとしてだけでなく、組織のスキルとして
高めるプログラム。ビジネスを改善・改革する視点、拡張する
視点、創造する視点という3つの切り口から、複数社の成功事
例を題材に、必要な知識やスキルを習得し、その後自社のビ
ジネスに関する議論を通じて「着想力」を養う。 

■ ■ 
 
■ 
 

1日～ 
2日 

50万～ 

ＰＤＣＡ 
実践力強化 

「PDCA」サイクルを回すためのポイントの理解と、具体的な
「実行計画」に落とすための重要ポイントの理解を通じて、自
身及び組織の目標達成に向けた計画策定・実行支援に必要
なスキルを強化するプログラム。 

■ ■ ■ 1日 50万～ 

考える 
＋ 

伝える 

ビジネス 
論理思考 

(ロジカルシンキング） 

論理思考を机上の理屈に終わらせず、「わかる」から「できる」
に変えるためのプログラム。ロジカルであるための思考パター
ンを理解 した後、アウトプットを強化するための効率的で効果

的な思考テクニックを学ぶ。さらには相手の納得を創り出すた
めの論理思考のポイントを理解することで実務で実務で論理
思考を使いこなす力を養う。 

■ ■ 
1日～ 
2日 

50万～ 

一網打尽の 
問題解決力 

問題解決の基本的な考え方を一通り学んだ上で、さらにワン
ランク上のメカニズム分析による問題解決のスキルを身に付
けるプログラム。 問題の本質的なメカニズム（問題を生み出
す悪循環）を浮き彫りにし、問題の悪循環を断ち切るトリガー
を特定した上で、実現可能な解決策を論理的にひねり出し、
正しく評価する力を養う。 

■ ■ 
1日～ 
2日 

50万～ 

Shin Star Co., Ltd. 

シンスターでは、個社の目指す人材像に合わせて、研修プログラムをカスタマイズ設計しています。こちらのプログラム一覧は、標
準的な内容となります。ご検討中の育成課題を網羅するプログラムがない場合は、オリジナルの研修プログラムの開発も行います
ので、お気軽にご相談ください。記載の価格は標準価格で、実際の価格は講師・人数・内容により異なります。 

Our Services 



提供サービス概要 

領域 プログラム名 概要 
対象者 標準 

実施 
期間 

標準 
価格 

若 中 管 経 

伝える 
ビジネス 

コミュニケーション 

ビジネスにおけるコミュニケーションの基本、ヒアリング（傾聴
力・質問力）、ライティング（文章構成力）、プレゼンテーションの
3つを学ぶプログラム。１対１、文書、1対複数、それぞれのシー
ンにおけるコミュニケーションのポイントを理解し、「ビジネス」で
相手・目的・手段に合わせてより効果的なコミュニケーションを
取る力を養う 

■ 1日～ 50万～ 

伝える
＋ 

動かす 
 

巻き込み力 
ベーシック 

組織の一員として自らに求められる「役割」を理解し、チーム全
体の成果に貢献するために必要な 「具体的行動」を体系的に
学ぶプログラム。個人の成果だけでなく、組織としての成果に
貢献する姿勢と、そのために取るべき行動を理解した上で、
「人の巻き込み」における理論や概念を学び、「誰に・どんな場
面で・どのように話すのか？」といった具体的なアクションの取
り方までを習得する。 

■ ■ 
1日～ 
2日 

50万～ 

巻き込み力 
アドバンス 

リーダーとして、社内だけに留まらない広い視野を持ち、ビジネ
スのゴール達成に向けて、組織のリソースとパフォーマンスを
最大限に引き出すための力を高めるプログラム。お客様、取引
先、時には競合企業などの利害関係が複雑にからむ関係者と
の協働関係構築の考え方・手法について習得する。 

■ 
1日～ 
2日 

50万～ 

ファシリテーション
ベーシック 

（ミーティング参加力） 

参加者視点から自律型会議を創り出す力を養うログラム。自分
に求められる役割を理解しながら、ファシリテーターの意図に
自分の見解を上手く噛み合わせて表現していく力を身に付ける
と同時に、将来自らがファシリテーターとして活躍する土台作り
を行う。 

■ 1日 50万 

ファシリテーション
アドバンス 

ビジネスのゴールを踏まえた自律型会議を創り出す力を身に
つけるプログラム。感情への配慮、非言語コミュニケーションへ
の対応、表面的合意に対する問題再提起など、多様な参加者
の考え・真意を引き出す力を強化し、全員が自律的に参加する
会議の場を創りだしながら、全員にとって納得感の高い結論を
導き出す力を養う。 

■ 1日 50万 

納得と共感の 
コミュニケーション 

「理解する」「伝える」という一時的なコミュニケーションスキルだ
けでなく、会社・組織・そして自分の目的やゴールの達成のた
めに、 「相手に気持ちよく、かつ主体的にこちらの希望する行
動をとってもらうためのコミュニケーション力」を養うプログラム。 

■ ■ 1日 50万 

ビジョン 
浸透力 

会社のビジョンを理解し、これを自部門・自身の具体的な目標
に落とした上で、最終的には個々人の具体的な行動に結びつ
けていく力を高めるプログラム。 

■ ■ 内容・人数による 

動かす 

コーチング＆ 
ティーチング 

リーダーの立場としてメンバーを指導・育成する際に求め
られるコーチングとティーチングの考え方と具体的手法を
学プログラム。テーマやメンバーの立場・状況に応じた使
い分けのポイントを理解し、適切な指導・育成の力を養う。 

■ ■ ■ 1日 50万 

上司力 
(リーダーシップ） 

部下や後輩に対して果たすべき役割と責任、求められる意
識・行動、指導・育成に必要なコミュニケーションのスキ
ル等リーダーに必要とされる総合的を養うプログラム。 

■ ■ 1日 50万 

部下力 
（フォロワーシップ） 

会社や部門の戦略・方針を理解し、上司の方針・考えを自
分なりに咀嚼した上で、戦略・施策の実行部隊として自発
的に行動する力を養う。自律的に行動するための意識・心
構え、実践的な思考・コミュニケーションを学ぶ。 

■ ■ 1日 50万 

Shin Star Co., Ltd. 

Our Services 



井上 浩二(いのうえ こうじ） 株式会社シンスターCEO /株式会社ケーティーコンサルティング 代表取締役 
アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア）を経て、1994年にケーティーコンサルティング設立。アンダーセンコンサルティング
では、米国にてスーパーリージョナルバンクのグローバルプロジェクトに参画後、国内にてサービス／金融／通信／製造等幅広い 

業種で戦略立案／業務改善プロジェクトに参画。ケーティーコンサルティング設立後は、流通・小売、サービス、製造、通信、官公庁 

など様々な業界でコンサルティングに従事。コンサルタントとしての戦略立案、BPRなどの実務と平行し、某店頭公開会社の外部監査
役、MBAスクール、企業研修での講師も務める。 
 

【主な担当領域 】   論理思考、問題解決、ファシリテーション、経営戦略、マーケティング戦略  

                             上記領域に関する各種ケース、自社課題（自社の戦略立案、課題解決など）  

講師紹介  Ｉntroduction Of the Faculties 

有江 敬寛 （ありえ たかひろ）  株式会社シンスター 取締役 
日本ディジタルイクイップメント（日本DEC）を経て、1994年に株式会社ケーティーコンサルティング設立。日本DECでは、Microsoft 

公認インストラクタとしてWindowsNTベースのシステム管理者や開発者向け技術教育を担当。 Instructor Of TheYear授賞2回。 

ケーティーコンサルティング設立後は、最新の技術を組合せ、安価で付加価値のあるシステムの企画や構築、セキュリティ対策プロ
ジェクトに従事。著書に『Google Appsでつくる仕事便利ツール ～Google Apps Scriptで実践構築～』マイナビ（旧社名：毎日コミュ 

ニケーションズ）がある。 
 

【主な担当領域 】  ITコンサルティング力養成、ITスペシャリスト向け技術研修（システム開発、セキュリティ関連など）  
                            技術者向けコミュニケーション研修  

曽我 充貴（そが みつたか） 株式会社シンスター シニア・マネジャー 
村田機械、伊藤忠商事が設立したベンチャーを経て、シンスターの親会社であるケーティーコンサルティングに入社。食品流通におけ
るロジスティクスシステムの構築、食品工場のFA・配送センターの物流の構築・改善などを経験。大手外食チェーンに対し、調達改革
やロジスティクス構築（3PLも含めたスキーム構築）などのSCM・オペレーション効率化プロジェクトに従事。 

その後、シンスターにクライアント・ソリューションのシニアマネジャーとして参画。営業経験、コンサルティング経験を活かし、営業向け
研修や若手向けの研修講師も務める。 

 

【主な担当領域】 ビジネスベーシックスキル研修（巻き込み力、論理思考、問題解決、コミュニケーション全般）、営業力強化研修 

小林 知巳 (こばやし ともみ） 株式会社シンスター パートナー・コンサルタント 
アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）にて12年間に渡り、管理部門・営業部門・IT部門などの組織・業務改革プロジェクト
を数多く遂行。同社アソシエイトパートナーを経て、2000年に退社。以降、アウトソーシング事業を展開するベンチャー企業や教育事
業を展開するベンチャー企業の経営メンバーを歴任。人材育成計画の立案・実践や企業研修の講師を務める。 
2009年、株式会社小林マネジメント研究所設立。同社代表取締役。筑波大学大学院ビジネス科学研究科修士課程修了。 
東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。 
 

【主な担当領域 】   コンサルティング基礎力育成、ファシリテーション、論理思考、問題解決 
                          上記領域に関する各種ケース開発、自社課題解決支援 

Shin Star Co., Ltd. 

寺西 厚人（てらにし あつひと） 株式会社シンスター パートナー・コンサルタント 
NTT、グロービスを経てシンスターに参画。NTTでは、システム開発・設計、国際事業企画、新規事業開発業務に従事。グロービスで
は、eラーニング、マネジメントスクールの事業統括など、個人・法人に対する人材・組織開発事業に携わるとともに、マネジメントス
クール・企業研修の講師も務める。大企業とベンチャーというまったく異なる組織でのマネジメント経験と、人材・組織開発事業におけ
る経験をもとに、ロジカルな側面からアプローチする研修と、人間感情面からアプローチする研修の両方を担当する。 

 

【主な担当領域】 論理思考、問題解決、リーダーシップ、ファシリテーション、 コーチングなど 

           上記領域に関する各種ケース、自社課題（自社の戦略立案、課題解決など） 
 

峯 陽子（みね ようこ） 株式会社シンスター パートナー・講師 
約20年の専業主婦業の後、2005年にオリエント信販（当時）に入社。新規事業の立上げ、各種プロジェクトの運営・管理に従事。その
後、システム統括本部業務の一環として、従業員のITリテラシー向上のため勉強会等の講師を経験。2012年、研修会社に入社。人
材育成のための社員研修講師として企業の課題に合った研修を提案、実施。また、2007年より2年間、企業におけるダイバーシティ・
マネジメントの促進と定着を支援することを目的とした団体にも参加。異業種メンバーとのネットワークや自身の体験も活かし、女性の
社会復帰支援活動や企業で働く女性への講演、女性活躍推進セミナーのコーディネート等も担当。 

 

【主な担当領域】 ビジネスマナー研修、新入社員研修（社会人への意識改革、ビジネスマナー等） 

＊この他に契約講師も在籍しております。 



お客様事例 Client Success 

知識・スキル系研修 

  

アクションラーニング 

特定職種・テーマ別研修 

大手 
ハウスメーカー   

女性社員向け 

キャリアアップ研修 

グループ各社から選抜された、将来管理職やロールモデルとして活躍を期待される
女性社員を対象に、長期視点で自身のキャリアビジョンを描く「キャリアセッション」、
短期的に仕事の成果を高めつつ、ビジョン実現に向けて必要となるベーススキルを
習得する「ビジネススキルセッション（論理思考・問題解決・巻き込み力）」を提供。 

総合 
電機メーカー 

顧客のココロを掴む 
営業アプローチ 

グループ各社の営業若手社員を対象に実施。営業における各購買ステージの顧客 
の心理の変化を理解した上で、最適なコミュニケーションとアクションを取ることで、 
最終的な受注率をアップする力を養成。 

Shin Star Co., Ltd. 

特定の職種や、特定のテーマ別に研修を開発し、企画・実施しました。営業職、マーケティング職、 

コールセンター、ホスピタリティ業界、医療業界、金融業界等、特別な知識が必要な職種・業界にも 

対応可能な講師陣を選任し、研修の開発を行います。 

某ＩＴ系 
社団法人 

新規ビジネス立案
研修 

業界の今後を担うリーダー育成のために、協会に所属する企業から数名ずつを選抜。 
ビジネス知識・スキルを学んだ後に、会社を超えてグループを作り、新規ビジネスの 
立案をゴールとし、環境分析から協会役員へ対する事業案のプレゼンまでを行った。 

大手人材 
紹介会社 

次期幹部候補者 
育成研修 

事業部の将来を担う経営幹部候補者を選抜し、リーダーとしてのマインドの醸成、経 
営の知識・スキルの習得、戦略立案力の強化のために研修を企画。必要知識のイン 
プットに加え、事業部の課題に基づいたテーマ選定・検討を行い中計へ反映できるビ 
ジネスプランのアウトプットを最終ゴールとした。 

某化学メーカー   
階層別研修 

（主任・係長研修） 

チームリーダーとして必要となる、ビジネス環境や、会社全体を俯瞰して物事を考える
力や、組織的に課題解決を行う力等を養うために、巻き込み力（アドバンス）、問題解
決力、ビジョン浸透力、ビジネス着想力を実施。 

ブライダル 
サービス会社 

上級管理職研修 

会社が次のステージに飛躍するために、目標設定力と計画実行の力をつける研修を 
企画。トップのビジョンを咀嚼した上で、環境変化を分析して、自部門の適切な目標・ 
計画を設定し、その目標に向かってPDCAサイクルを推進する力を高めるために、ビ 
ジョン浸透力・リーダーシップ・ＰＤＣＡ実践力強化を組み合わせた研修を実施。 

英会話 
スクール 

スタジオ 
マネジャー向け 
実務課題演習 

英会話スクールの運営を任されているマネジャーを対象に、長期・短期双方の視点を
持ちながらビジネスを考える力を高めることを目的として研修を企画。問題解決力と
マーケティングの視点を中心に、実務課題で自分の担当スタジオの現状分析とアク
ション策定を行う実務課題型研修を実施。 

某独立行政法人 
新任課長代理 

研修 

組織のハブとなり、目標達成に向けて現場を牽引する力を養う事を目的に研修を 
企画。様々な人の意見を引出してまとめる力を養うためにファシリテーション、自ら組 
織に働きかけ、効果的・効率的に物事を推進する力を養うために巻き込み力を実施。 

リーダー育成、新規ビジネス立案、事業戦略立案等、様々なテーマでアクションラーニング研修を 

企画・実施しました。個社の課題に合わせて必要な要素を組み合わせる完全カスタマイズ研修と 

なります。一人ひとりの受講生の力を確実に伸ばし、組織の変化を実感できる研修です。 

 

ビジネスを「知る」、物事を「考える」、考えたことを「伝える」、組織と人を「動かす」。様々なアプローチ 

方法で、ビジネスを動かせる人材になるための研修を企画・実施しました。全てのプログラムで、個社 

毎の業界テーマやトピックスを盛り込んだ、オリジナルの研修を提供しています。 


