
＜1月以降に開催するセミナー 一覧＞           Web･･･オンライン Liveセミナー 

日程 セミナー名 講師 
開催 

場所 

1 月 15 日(金) 一日で学ぶ 税金の基礎知識講座 
税理士・米国税理士・CFP® 

高下 淳子氏 

富山・

Web 

1 月 19 日(火) 成果を上げる問題解決力 
株式会社 Y’s オーダー 

 代表取締役 藤野 佑美氏 

金沢・

Web 

1 月 22 日(金) 
With コロナ時代の 

技能伝承活動基本セミナー 

株式会社プロカレント 

 代表取締役 下田 浩貴氏 

富山・

Web 

1 月 27 日(水) 「わかりやすく、簡潔に話す技法」講座 
有限会社ベイスマネジメント 

 代表取締役 真殿 道生氏 

金沢・

Web 

2 月 4 日(木) 管理職に必要な基礎力強化セミナー 
グローアップ教育センター 

 代表 西澤 浩二氏 

金沢・

Web 

2 月 15 日(月) 
若手社員を自立型人材へと育てる！ 

リーダーとしての導き方 

株式会社セブンフォールド・ブリス 

 代表取締役 本田 賢広氏 

富山・

Web 

2 月 16 日(火) 営業するならこれだけは押さえたい 
営業コンサルタント 

 浦上 俊司氏 

富山・

Web 

2 月 18 日(木) 
With コロナ時代に求められる生産性向上の 

ための会議ファシリテーション研修 

株式会社ナレッジ・プラクティス・コンサ

ルティング 代表取締役 宇井 克己氏 

Web 

のみ 

2 月 24 日(水) 
新入社員指導担当者のためのビジネスマナー

研修 

エンパワーモチベーション 

 代表 北川 和恵氏 

富山・

Web 

3 月 2 日(火) プレゼンテーション研修 
株式会社ネクストステージプロデュース 

 代表取締役 三神 結衣氏 

富山・

Web 

3 月 9 日(火) 経営判断に不可欠な採算分析と業績管理 
東邦ビジネスコンサルタント株式会社 

 代表取締役 粕井 隆氏 

金沢・

Web 

3 月 10 日(水) OJT・メンター研修 
株式会社ポールスターコミュニケーション

ズ 代表取締役 北 宏志氏 

金沢・

Web 

2021年度 

日程 セミナー名 講師 
開催 

場所 

4 月 5～6 日 

（月・火） 新入社員研修 

「働くことの意味」と日常の「基本行動」 

を重視する 

グローアップ教育センター 

 代表 西澤 浩二氏 

富山 

4 月 7～8 日 

（水・木） 
金沢 

4 月 9 日(金) プロフェッショナル・リーダー研修 
グローアップ教育センター 

 代表 西澤 浩二氏 
金沢 

4 月 13 日(火) 総務担当者の基礎実務 
兼子・山下経営労務事務所 

 代表 社会保険労務士 山下 順子氏 

富山・

Web 

4 月 15 日(木) 製造業向け「ものづくり」基本研修 
株式会社ウィレンス 

 代表取締役 島ノ内 英久氏 

富山・

Web 

4 月 20 日(火) 新任営業担当者の「営業の基本」の基本 
株式会社 アイル アソシエイツ 

代表取締役社長 平松 直起氏 

金沢・

Web 



日程 セミナー名 講師 
開催 

場所 

4 月 22～23 日 

（木・金） 

新入社員研修 

「働くことの意味」と日常の「基本行動」 

を重視する 

グローアップ教育センター 

 代表 西澤 浩二氏 
福井 

5 月 11 日(火) 管理職のためのレベルアップセミナー 
人事政策研究所 

 代表 望月 禎彦氏 

金沢・

Web 

5 月 12 日(水) 営業アシスタント研修 
エンパワーモチベーション 

 代表 北川 和恵氏 

富山・

Web 

5 月 18 日(火) 職場の「報・連・相」習得セミナー 
株式会社ビジネスプラスサポート 

 吉竹 優子氏 

福井・

Web 

5 月 20 日(木) ５S の基本～導入・展開の進め方を学ぶ 
中部産業連盟 

 理事 主幹コンサルタント 小坂 信之氏 

富山・

Web 

5 月 21 日(金) 簿記と経理の基礎知識〈入門〉 
税理士・米国税理士・CFP® 

高下 淳子氏 

金沢・

Web 

5 月 24 日(月) 
採用から退職までの法律知識と 

労働法・労務管理の基礎知識 

千葉総合法律事務所 

 代表 千葉 博氏 
Web 

5 月 25 日(火) 
経営幹部・経営企画部門のための経営改革力

強化セミナー 

東邦ビジネスコンサルタント株式会社 

 代表取締役 粕井 隆氏 

金沢・

Web 

5 月 27 日(木) ビジネスマナー研修 
株式会社ウィルファースト 

 代表取締役 植田 絵美子氏 

金沢・

Web 

6 月 2 日(水) 
若手社員を自律型人材へと育てる！ 

リーダーとしての導き方 

株式会社セブンフォールド・ブリス 

 代表取締役 本田 賢広氏 

福井・

Web 

6 月 8 日(火) 営業力「超」強化セミナー 
株式会社サンクスマインドコンサルティング 

代表取締役社長 伊藤 弘一氏 

富山・

Web 

6 月 11 日(金) 人事マネジメントの基礎セミナー 
株式会社寺崎人財総合研究所 

代表取締役 寺崎 文勝氏 
Web 

6 月 15 日(火) 中小企業の「しなやかで強い組織」創り 
トータルビジネスマネジメント株式会社 

 代表取締役 頴川 武司氏 

富山・

Web 

6 月 16 日(水) 電話応対向上セミナー 
株式会社 NCB リサーチ＆コンサルティング   

研修事業部長 吉田 美穂氏 
Web 

6 月 22 日(火) 中堅社員に求められる役割とスキル 
株式会社マネジメント・ラーニング 

代表取締役 久保田 康司氏 

小松・

Web 

6 月 23 日(水) 管理職の基礎・基本 
株式会社マネジメント・ラーニング 

代表取締役 久保田 康司氏 

福井・

Web 

※ 各地会場とオンライン Live 併用開催のセミナーは、定員が現地会場 20 名＋オンライン 20 名となります。 

※ 会場での開催の場合は、会場施設の状況により定員数を少なくする場合がございます。 


