＝＝最高のコストパフォーマンス！！＝＝
コンサル ALL STAR による偏差値 70

人財育成プログラム
参加人数無制限!!

皆様でご参加ください!!

グローバルアミューズメント株式会社 Zoom勉強会
【時間】

受付開始：10時45分～

講座時間：11時15分～12時30分（75分間）

講師

講座内容

6月19日

(金)

株式会社 エスサポート
三木貴鎬 講師

パチスロ大学リターン 第1回講座

7月17日

(金)

株式会社 フリコユラス
鶴見純一 講師

コロナに負けるな!! 常連様カムバックプロジェクト

8月21日

(金)

株式会社 フリコユラス
吉田真晃 講師

2021年に向けて、今、取り組んで頂きたいこと

9月18日

(金)

株式会社 エスサポート
三木貴鎬 講師

パチスロ大学リターン 第2回講座

10月16日

(金)

株式会社 ビルズ
金村龍馬 講師

お店レベルにあわせた営業戦略の立て方

11月13日

(金)

株式会社 MillReef
榎本 あつし 講師

セクハラ・パワハラ研修 2020年版

12月18日

(金)

株式会社 エスサポート
三木貴鎬 講師

パチスロ大学リターン 第3回講座

1月15日

(金)

株式会社 Re:design
小野 真二郎 講師

2020年機械 実績振り返り＆機種評価講座

2月19日

(金)

株式会社 フリコユラス
鶴見純一 講師

他がやっていない、効率の良い顧客常連化施策

3月12日

(金)

株式会社 エスサポート
三木貴鎬 講師

パチスロ大学リターン 第4回講座

講師
2020年7月
15日（水）、16日（木）
2021年2月
17日（水）、18日（木）

【時間】

講座内容
ガサツチェックコンテスト2020 評価ポイント解説

グローバルアミューズメント株式会社
冨所芙美

受付開始：13時00分～

ガサツチェックコンテスト2020
調査結果からお伝えしたい取り組みの重視ポイントとは？

講座時間：13時30分～15時00分（90分間）

講師
毎月3回実施

グローバルアミューズメント株式会社
青山 真将樹

講座内容
市場動向＆機械評価講座

※日程につきましてはグローバルアミューズメント株式会社HPにてご確認ください。

＝＝＝＝＝外部講師＆カリキュラムのご紹介①＝＝＝＝＝
【6 月・9 月・12 月・3 月】
～エスサポート

三木講師の～

パチスロ大学リターン（全 4 回講座）
株式会社 エスサポート
代表取締役

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”。2 パチスロ営業の基礎知
識から応用編、Q＆A までパチスロ営業のイロハを学びたい若手
店長、社員の方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、2019 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”

＝＝＝＝＝外部講師＆カリキュラムのご紹介②＝＝＝＝＝
【7 月 17 日（金）開催】

コロナに負けるな!!

常連様カムバックプロジェクト

【2 月 19 日（金）開催】

他がやっていない効率の良い顧客常連化施策
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「常連化」の事例と考え方について、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。

＝＝＝＝＝外部講師＆カリキュラムのご紹介③＝＝＝＝＝
【8 月 21 日（金）開催】

2021 年に向けて、今、取り組んで頂きたいこと
株式会社 フリコユラス
代表取締役

吉田真晃

講師

パチンコ業界の現場支援で定評がある株式会社

フリ

コユラス 代表取締役 吉田真晃様に、2021 年に向けた
準備と強化ポイントについてお話頂きます。
「今、何をすべ
きか？」について確信を持つために、経営者様・部長様・その他幹部様を中心に皆様で
受講してください。
【プロフィール】
1994 年 6 店舗のパチンコチェーン店入社。1997 年 最年少記録で店長に昇格。2001 年
複数の新店立ち上げの責任者へ。担当した店舗は、全店稼働率地域一番店を達成。2014 年
新たなステージを求め独立し、株式会社フリコユラスを設立。
「現場」と「具体的な戦術」にこだわったサポートは、勉強会が終わった瞬間にすべき事が
明確になると定評あり。

＝＝＝＝＝外部講師＆カリキュラムのご紹介④＝＝＝＝＝
【10 月 16 日（金）開催】

お店レベルにあわせた営業戦略の立て方
株式会社 ビルズ
代表取締役

金村龍馬

講師

パチンコ業界で“現場”に徹底的にこだわり、戦略・戦
術・戦闘の全てを知り尽くしたコンサルタント。人気ブロ
グ「パチンコ店長の右脳。
」でもパチンコ業界に数多くの
有益情報を発信してきた有名コンサルタントが GA 社の
勉強会に遂に登場。
「各店舗レベルにあわせた営業戦略の立て方」について講座を実施して
頂きます。経営者様・部長様・店長様、皆様で受講してください。
【プロフィール】
店舗アルバイト、班長、主任、店長、取締役を経て独立後、平成 25 年 4 月末現在、61 店舗
のクライアントに短期集中型ホールコンサルティングを行う。
パチンコホール向け「3 番店維新セミナーシリーズ」
、
「パチンコ店長の右脳セミナーシリー
ズ」
、
「龍馬流マーケティング実践塾」を全国各地で開催。
またブログ「パチンコ店長の右脳」
、無料メルマガ「マーケターR の朝食」、有料メルマガ「R
店長の逆襲」を連載中。
単独セミナーは常にソールドアウト。ホール運営関係者に圧倒的な支持を得る。

＝＝＝＝＝外部講師＆カリキュラムのご紹介➄＝＝＝＝
【11 月 13 日（金）
】

セクハラ・パワハラ研修

2020 年版

株式会社 MillReef（ミルリーフ）
代表取締役

榎本あつし

講師

年実務力アップ無料研修、GA 機械評価勉強会での「労務関
係 セクハラ・パワハラ研修」を実施で外部講師様 年間 NO1
評価を獲得した株式会社 MillReef 榎本あつし講師を三度招
き、
「セクハラ・パワハラ研修 2020 年版」の講座を頂きます。
管理職の基礎知識として必須の講座。熱心さのあまりにオラオラ化してしまう熱血店長
は絶対にご参加ください。部長様・店長様・主任様を対象とした講座です。皆様でご参加く
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。

＝＝＝＝＝外部講師＆カリキュラムのご紹介⑥＝＝＝＝
【講座テーマ】

2020 年機械 実績振り返り＆機種評価講座
株式会社 Re:design
代表取締役

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
Re:design 代表取締役 小野真二郎講師を招き、2020 年メ
ーカー別の機械実績分析結果と、2020 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

