第 5 期より、好評を頂いております「実務力アップ無料研修」を定期勉強会の第 2 講座で
開催させて頂きます。
年間スケジュールを参考に、関連部門の方にお声掛け頂き皆様でご参加ください。

【4-5 月勉強会

実務力アップ無料研修

講座】

4 月 11 日（水）仙台、4 月 12 日（木）名古屋、4 月 13 日（金）高松
5 月 16 日（水）福岡、5 月 17 日（木）大阪、5 月 18 日（金）東京
【講座テーマ】

シニアビジネス
株式会社

成功&失敗のポイントとは!?

スターコンサルティンググループ

伊谷俊宣（トシノリ）講師
介護等、シニアビジネス NO1 コンサルティング
会社『株式会社 スターコンサルティンググループ』の敏腕
コンサルタントを招き、シニアビジネスに取り組むための、
‟成功のポイント“と“よくある失敗例”について講演頂きま
す。ホール業界がシニア市場に向かう中、先行異業種市場の経験談を勉強してください。
【プロフィール】
千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障がい者との交流を機
に「高齢や障がいを理由に、不当な差別を受けることのない社会を作りたい」と、介護事業
者の門をたたいた。介護保険施行前より中心メンバーとして、数々の特別養護老人ホーム、
グループホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。その後、大手介護事業者に入社し、
介護付有料老人ホームやサ高住の立ち上げ、複数施設の運営、管理職育成などに関わる。 現
在は、現場での豊富な経験をもとに、高齢者住宅、デイサービスを中心に「人気の施設 づ
くり」を積極的にサポートしている。講演・執筆活動も多数行っている。 ＜保有資格＞ □
介護支援専門員 □介護福祉士 □認知症介護実践者研修修了
〇コンサルティング実績 ・デイサービス・サ高住集客支援 ・デイサービス・デイケア・
サ高住現場オペレーション構築、改善支援 ・キャリアパス制度構築支援 ・人事評価制度
構築支援 ・商圏調査（競合調査・内部調査） ・某大手ハウスメーカー主催サ高住セミナ
ー講師 ・主要 5 都市デイサービス革新セミナー講師 ・経産省、IoT 推進ラボのメンタ
ーに選任され活動

【6-7 月勉強会

実務力アップ無料研修

講座】

6 月 13 日（水）名古屋、14 日（木）仙台、15 日（金）札幌、19 日（火）高松
7 月 17 日（火）福岡、18 日（水）広島、19 日（木）大阪、20 日（金）東京
【講座テーマ】

苦戦期でも人を動かせる!!
管理職向けコーチングスキルアップ入門編
株式会社

MillReef（ミルリーフ）

榎本あつし

講師

2017 年実務力アップ無料研修にて「労務関係 セクハラ・
パワハラ研修」を実施し、年間 NO1 評価を獲得した株式会
社 MillReef 榎本あつし講師を招き、
「管理職向けコーチング
スキルアップ」の講座を頂きます。市場全体の苦境感が漂う中、
マネージメントスキルアップや部下の動機付けに悩む幹部・店
長はぜひご参加ください。
【プロフィール】
2004 年、大手人材派遣会社人事部よりコンサルタントとして独立。専門は人事評価制度、就業規
則・社内規定、組織活性化ツールの導入など。業界特有の労働問題に特化したリスク回避型就業規
則の実績は述べ 100 社以上で、実績と専門能力はナンバー1 と高い評価を受けている。
人材育成に的を絞りシンプルで小規模企業での運用に最適な「A4 一枚評価制度」を開発。評価制度
の構築から運用、評価者研修などを日本各地にて実施している。日刊遊戯情報、シークエンスにも
原稿執筆。

【8-9 月勉強会

実務力アップ無料研修

講座】

8 月 21 日（火）仙台、22 日（水）名古屋、23 日（木）高松
9 月 12 日（水）福岡、13 日（木）大阪、14 日（金）東京
【講座テーマ】

これから最も注力すべきテーマはコレだ!!
パチンコホール向け階層別顧客管理!!
成功のポイントとは!?
株式会社 フリコユラス
教育者育成コンサルタント

鶴見純一

講師

今後、ホールビジネスにとって最も重要なノウハウの
１つ、
「階層別顧客管理」の考え方と手法について、新進気鋭の
コンサルティング会社

株式会社フリコユラスの鶴見純一コン

サルタントに講義を頂きます。2 歩も 3 歩も進んだ顧客管理手
法について、しっかりと勉強してください。
【プロフィール】
大学卒業後、中堅大手チェーン店に入社。数々の新規出店を経験。教育・オペレーション
責任者として４００名以上の社員、スタッフ育成に携わる。
その後、㈱フリコユラスに入社。現在は「接客向上」「社員育成」「離職率改善」をテ
ーマにコンサルティング業務を行う。
“教育者育成コンサルタント”と名乗り、「動画を活用したスタッフ育成」等、店頭のオ
ペレーション強化、
スタッフ育成等のコンサルティングについては業界 NO1 の評価を得る。
苦境期でも成長を続ける注目コンサルタント。

【10-11 月勉強会

実務力アップ無料研修

講座】

10 月 16 日（火）札幌、17 日（水）仙台、18 日（木）名古屋、19 日（金）高松
11 月 17 日（火）福岡、18 日（水）広島、19 日（木）大阪、20 日（金）東京
【講座テーマ】

6 号機市場前夜!!
6 号機パチスロ営業
株式会社

取り組みの考え方とは!?

エスサポート

三木貴鎬

講師

パチスロ営業で業界 NO1 コンサルタント 株式会社三木貴鎬
講師を招いた“定例パチスロ営業講座”
。2018 年は 6 号機市場に
本格的に突入する年末商戦前に「6 号機市場をどのように想定し
ておけば良いか？」
、
「6 号機営業のポイントはどこか？」につい
て三木講師の考察結果を講演頂きます。パチスロ営業を頑張りた
い幹部・部長・店長はぜひご参加ください。
【プロフィール】
パチスロ専門店を創業当時から陣頭指揮。多店舗のコンサルティングに携わり、全ての
店舗で 15000 枚以上の稼働を維持。2007年独立し、コンサルティング活動を本格化。
講演依頼多数の実績で今に至る。業界紙での執筆も多数。2016 年、パチスロ営業 NO1 コン
サルタントを決定する“S1 グランプリ”にて二代目王者となる。特に、「ジャグラーの活
用」や「機種配置ノウハウ」等、現場の実践経験に裏付けされたパチスロ営業ノウハウにつ
いては、業界内で圧倒的高評価を得る。現在、ホール業界でパチスロ営業に関しては間違い
なく“NO1 コンサルタント”

【12-1 月勉強会

実務力アップ無料研修

講座】

12 月 12 日（水）仙台、13 日（木）名古屋、14 日（金）高松
2018 年 1 月 16 日（水）東京、17 日（木）大阪、18 日（金）福岡
【講座テーマ】

メーカー別機械実績分析 2018
&パチンコ・パチスロ機械評価のポイント
株式会社

Redesign

小野真二郎

講師

パチンコ・パチスロ機械評価で定評がある株式会社
Redesign 代表取締役 小野真二郎講師を招き、2018 年メ
ーカー別の機械実績分析結果と、2018 年市場の結果をふま
えたパチンコ・パチスロ機械評価のポイントについて講義を
頂きます。機械購入関与者様は必ずご参加ください。
【プロフィール】
大手パチンコチェーン店に 12 年勤務。店長・ブロック長・バイヤーを経て 2011 年に独
立。2015 年 4 月よりホール向けのツール・情報サイト「Re.design」の運営をスタート。
新台評価、および商圏分析、機械の導入提案などを行う。2017 年、パチスロ営業 NO1 決定
戦「S1 グランプリ」では（株）エスサポート 三木貴鎬氏の連覇を阻み第三代王者に輝い
た。座右の銘は「最も強いものが生き残るのではなく、最も賢い物が生き延びるのでもない。唯一生き残るの
は、変化できる者である。」by チャールズ・ダーウィン

【2-3 月勉強会

実務力アップ無料研修

講座】

2019 年
2 月 12 日（火）札幌、13 日（水）仙台、14 日（木）名古屋、15 日（金）高松
3 月 12 日（火）東京、13 日（水）大阪、14 日（木）広島、15 日（金）福岡
【講座テーマ】

ココに注目!! ガサツチェック 2019
全国大会の結果をふまえた
店舗環境改善の傾向と対策!!
グローバルアミューズメント株式会社

冨所芙美
全国 200 店舗が参加見通し（2018 年 2 月時点 107 店舗）の「ガサ
ツチェック 2018」の結果を分析し、
「店舗環境の改善がデキ
たお店」と「そうでないお店」の取り組みの違いについて解
説いたします。常連客様に好かれる‟ストレスの少ない店作り
“を目指す幹部・部長・店長はぜひご参加ください。
【プロフィール】
関東に直営 100 店舗を展開する食品メーカーにて、全店舗のサポート業務に携わる。主
に、魅力的な店舗作りの一環として、女性客がワクワクする店頭づくりの促進や、店舗従
業員の接客研修、トレーナー育成研修を行う。 2011 年 船井総合研究所入社後は、アミ
ューズメント業界・女性ランジェリー業界・全国 30 店舗を展開する物販店に対し、「体
育の先生」として店舗従業員向け接客研修・売場作り研修を行う。受講すると“元気”・
“やる気”になり、自身・店舗の活動量が上がると高い評価を受け、冨所ファンも増加
中！2013 年 12 月、グローバルアミューズメント株式会社の創業と同時にメンバーとして
参画。急成長中の女性コンサルタント。

