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パソコン

お申込み方法

社長幹部のためのビジネスSGA 検索

※  コンサルティング業関連・セミナー教育業関連等、 同業の方の参加はご遠慮ください。
※ セミナー中の撮影・録音は、お断りさせていただきます。
※ 暴力団関係者（準構成員等も含む）・暴力団関係企業・団体、
　 その他反社会的勢力に属する方の参加はご遠慮ください。
※ 申込数が一定数に達しない場合や自然災害・感染拡大などの状況によっては、
　 開催方法を変更したり、延期・中止を行う場合がございます。予めご了承ください。
 

オンラインセミナーご受講にあたっての注意点
ご参加にあたり以下の点をお守りください。
１．ご自身の内面に向き合うセミナーになりますので、
　 なるべく個室でご自身の空間を確保してご参加ください。
　 一人につき一台のパソコンとイヤホン、WEBカメラが必須です。
２．申込をされていない方の周りでの聴講は固く禁止させていただいております。
３．セミナー画面を撮影、録画、録音は固く禁止させていただいております。
４．個人情報を守るために別途ルールがございますのでお守りください。

「個人情報のお取り扱いについて」～下記の内容に同意の上、お申込みください～
○本セミナーにお申し込みの際に、お客様より頂きました個人情報は、NISSOKEN グループ（（株）日本創造教育研究所・（株）コスモ教育出版・（株）COD コンサルタント・（株）企業研修・
　Webinar Japan（株））のサービス内容のご案内に利用させて頂くことがあります。
○お客様から頂きました個人情報に関して、修正、利用停止、削除などの必要が生じた場合、ご本人様から直接ご連絡頂くことにより、適宜、ご要望に沿った対応をさせて頂きます。
○NISSOKEN グループは、ご案内の発送業務において契約している委託業者に、当グループが保有する個人情報を開示することがあります。これらの契約業者とは機密保持契約を締結
　しており、当該業務以外の目的で情報を使用することを禁じています。

オンラインセミナーの受講の流れ
１．申込

QRコード、または
日創研ホームページから
お申込みください。

２．セミナー案内受信

受付完了後に
セミナーに関するご案内
がメールで届きます。

３．接続確認をしよう

オンラインセミナーは
WEB会議システム“ZOOM”
を活用します。
事前に接続確認を行って
いただきます。

４．セミナーURL受信

セミナー前日に
当日のセミナーURLが
メールで届きます。

セ
ミ
ナ
ー
受
講

ホームページ
セミナー情報、
お申込みはコチラ

メールアドレス
ご入力の際
個人のメールアドレスをご入力ください。
代表アドレスや役職アドレスは登録できません。
（例：「info@」「postmaster@」「ceo@」など）　

ご注意ください

QRコードまたは日創研ホームページからお申し込みください

参 加 要 領

■ご  案  内 ： 当日のご案内や資料はメールでお送りします。
ただし、必要に応じて、お電話・郵送・FAXをさせて
いただくこともあります。

お問い合わせ先

（税込）
■受  講  料 ：

※フレックスコースおよびオーナー会員のSGA受講特典をご使用いただけます。
　【フレックスコース引落額】お預かり金から、次の受講料を引き落とします。
　・SGA目標実現コース  （初受講・再受講）  73,150円
※お申込み受付後、お支払いが必要な場合、請求書をお送りいたします。
※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。
※受講者ご本人様の都合により受講を中断された場合、
　受講料の返金はいたしかねます。
※【可能思考セミナーSGA目標実現コース】
　修了基準を満たします。

TEL（03）5632－3030
FAX（03）5632－3051■ 東京研修センター

TEL（092）475－1466
FAX（092）482－8392■ 福岡研修センター 

TEL（011）729－2141
FAX（011）729－2145■ 札幌研修センター 

TEL（082）502－6281
FAX（082）502－6282■ 広島営業所 

■ シリコンバレーオフィス

■ 名古屋研修センター TEL（052）483－0471
FAX（052）483－0500

■大阪研修センター TEL（06）6388－7741
FAX（06）6388－7739■受講対象 ： 経営者・経営幹部・後継者

※SA自己成長コース、ＳＣ自己実現コースを受講されていない方も
　受講して頂けます。

 

会社を変えたいなら、社長が変わりなさい。
社員を変えたいなら、自分を変えなさい。

松下 幸之助 翁

 ●2021年 開催日程

5月13日（木）～14日（金） 6月8日（火）～9日（水） 7月15日（木）～16日（金）

お一人様
99,000円

108,900円

再受講 73,150円

一般法人会員

※過去に1度でもSGA目標実現コースをご利用頂いた方は
　【再受講】として割引させて頂きます。

社長・幹部のための

目標実現コース

社長・幹部の心を一体に！社長・幹部の心を一体に！社長・幹部の心を一体に！社長・幹部の心を一体に！

ＳＡ、ＳＣを
未受講の方でも

 ご受講いただけます。

オンラインビジネスSGAオンラインビジネスSGA

第1講 第2講 第3講

日程

各講  1日目  9：00～19：00  ／  2日目  9：00～18：00

期間︓60日間
（2日間×3回）

２０２1年版

２０２１年も我々を取り巻く厳しい環境は続いています。
しかし、このコロナ禍の中であっても、ビジネスモデルを
変え、イノベーションを巻き起こし、業績を伸ばしている
会社があります。その共通点は、社長幹部が一体となり、
可能思考能力を発揮し、環境変化にアジャイル
思考（トライ＆エラー）で取り組んでいることです。
SGAは、行動力とスピードを高めるために、目標を掲げ
て、達成に向けて行動する力を磨きます。体験を通して、
心の資本を蓄え、どんな状況でも乗り越えていく組織
を作る実践型セミナーです。
是非、皆様のご参加をお待ちしております。

サクセスパートナー目標を通して

石橋  和明

日創研 専務取締役

―　講　師　―

イノベーションを起こす！イノベーションを起こす！イノベーションを起こす！イノベーションを起こす！
業績向上目標を通して

変化への対応力、新ビジネスモデルの構築には

が必須！！

社長と幹部のマインドイノベーションマインドイノベーション

先行き不透明な今を乗り越える！！

つまり、可能思考能力の強化可能思考能力の強化

フレックスコースをご利用の場合
73,150円（ （

高業績を上げる実務経営者であり、３TTを修了後、
日創研の営業スキルアップセミナー講師としても活
躍している。各種企業経営・営業活動・製造業務の
実体験と２６年間の営業企画、販売経験を持つ。

可能思考、新ビジネスモデル構築、営業スキルア
ップ、業績向上など複数のセミナー講師を努めて
いる。これまで40,000名を超える指導実績があり、
人材育成に貢献している。

日創研 パートナー講師

末武 弘稔

3月改訂



人と企業の成功をつくりだすため、人に対する
誠実な態度、お客様や仲間のお困り事の解決
に対する情熱、高い志と素直さや謙虚さや感
謝力、任務に対する責任感、たゆまず自己実
現を目指す向上心。そうした生き方を実習・実
践を通して学ぶ60日間のセミナーです。

セミナー効果セミナー効果

人と企業の成功づくり関係図

あなたの成長 の成長チーム
家 族 お客様の満足 会社の成長発展 社会に貢献

for me

for you

for customer

for company

for society

貢献度
影響度

成長度

困難や変化に挑戦するためには、 60日間で徹底的に良い習慣（リハーサル）をつくりだす

セミナーの目的

マネジメントサイクルをまわす
トレーニング

DO
(実行)

PLAN
(計画)

CHECK
(評価)

ACTION
(改善)

目標実現
アンバサダー

目標実現能力を
身につけます

やり抜く力
伝える力、聴く力
愛する力、愛される力
人間力、考える力、仕事力、感謝力
経営感覚と可能思考能力

リーダーシップ
コミュニケーション
貢献力
志、理念、ビジョン、使命
目標実現と相互信頼関係

毎講、個人で目標を設定し、実際の職場で目標達成に
向けて実践を行う。60日間繰り返し実践を行う事で良い
習慣（リハーサル）を身につけていきます。

０２０２

０３０３

０１０１

０4０4

０5０5

０7０7

０8０8

０6０6

０9０9

1010

現実の人生を切り開き、成功を勝ち得るための原理・原則を学びます。
講義は「目標実現書き込みシート」に沿って行い、自分自身の考えや気
づきを書き込むことができます。

顧客接点を向上させるための目標を設定し、実践しながら目標を実現
する力を高めます。自らが源となって業績向上を行うことで、より良い職
場を創ります。

自分の目標を実現させ、自社の成長発展に貢献して下さるサクセスパ
ートナーを設定し、面談を行っていただきます。

自分と関わる全ての人への感謝の気持ちを高めます。
各貢献目標を取り組む中で関わる人達に、感謝の気持ちを伝えます。

朝礼教材「13の德目」を活用し、毎日の仕事の振り返るとともに、考える
力を高めます。毎日実践し、良い習慣を身につけていきます。

①「PSVプログラムテキスト」と「目標実現書き込みノート」

②業績向上目標

③サクセスパートナー目標

④ありがとうカード

⑤13の德目

目標実現アンバサダーを育成しよう！
SGA目標実現コース修了後も継続して学び続けられる環境を整えるため、「目標実現アンバサダー制度」
を導入しました。アンバサダーとは「推進役」という意味で、社員さん自身が目標実現できる人材になり、
周囲に良い影響を与え、部下を目標実現できる人材に育てていく力を身につけることが目的です。

セミナーの目的

60日間の主な活動内容60日間の主な活動内容 目標達成に向け、
教材等の様々なツールで
サポート致します。

いち早く業績を上げている会社は可能思考能力が高い！
（可能性を信じる力）

アジャイル思考（すぐやる習慣）でトライ＆エラーを実践する力を養う！

目標実現する人から学び、
自らと重ねて課題を明確にする
生きる喜び、働く喜びを知る
会社全体で参加することで、
チームワークと目標に対するコミットメントが高まる
JOB型の人材育成の方法を知る

目標実現する人から学び、
自らと重ねて課題を明確にする
生きる喜び、働く喜びを知る
会社全体で参加することで、
チームワークと目標に対するコミットメントが高まる
JOB型の人材育成の方法を知る

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

２０２１年も我々を取り巻く厳しい環境は続いています。
しかし、このコロナ禍の中であっても、業績を伸ばしている会社、
目標実現している人がいるのも事実です。

そこに共通するものは一体何か。

それは、可能思考能力を発揮しているということです。
本大会は、ＳＧＡ目標実現コースで設定した半年～３年先の
仕事目標をどのように実現してきたのか、その体験談を
発表していただく大会です。
発表者は全員、社員さんです。社員さんに光を与える大会です。
●目標実現に向け、可能思考能力を発揮して逆境を乗り越えてきた。
●職場、お客様、地域社会にこんな影響を与える自分に成長した。
といった体験談を発表いただきます。
本大会を通して、どのように結果をつくれる人材育成の方法を
学んでいただければ幸いです。

発表者は全員、社員さんです。
社員さんに光を与える大会です。

会社を変えるには社長・幹部自ら学ぶ！
リハーサルメソッド

参加無料

アフターコロナを生き抜くために 
JOB＆チームワークモチベーション型の人材を育成しよう！

マインドイノベーションが必須！！社長と幹部の

オンライン
開催

オンライン
開催月
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