
令和3年11月開催 生産性向上支援訓練オープンセミナーのご案内

新型コロナウイルス対策を実施し、開催いたします。

■ お一人様、１コースでも、４コースでも、お申込みが可能です。
■ 各コース、定員１２～１５名：先着順（最小催行人数６名）
■ 優秀な講師陣と受けやすい受講料（2,200～3,300円税込）
■ 受講申込は、FAXでお願いいたします。
■ セミナーの内容は次ページ以降をご覧ください。
■ セミナーの詳細はホームページでも確認できます。

主催
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部
ポリテクセンター中部 生産性向上人材育成支援センター

〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見4階
TEL：052-221-8754 担当者 小野、樫本、勝又
E-mail:nagoyaj-seisan@jeed.go.jp
URL https://www3.jeed.go.jp/aichi/poly/biz/seisansei.html

仕事の生産性を高め、スキルアップに繋げる４コース！

① 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用
② 効率よく分析するためのデータ集計
③ 相手に伝わるプレゼン資料作成
④ 提案型営業手法

申し込みから受講日当日までの流れ

受講申込書
FAX頂く

請求書送付
申込締切後発送

受講料を
お振込頂く
センター指定日
（入金締切日）迄

受講日当日

1 2 3 4

共催
厚生労働省
愛知労働局



仕事の生産性を上げる！表計算ソフトの業務活用 こんな方におススメ！
・関数の使い方を知りたい。 ・関数を使って、もっと仕事の生産性を上げたい。
・業務に役立つ関数の活用方法を身に付けたい。

【コース名】 業務に役立つ表計算ソフトの関数活用

会場 インテックス研修室（名古屋市中村区）

＜講師＞株式会社インテックス 中西 夏基
（内容）
１．データの処理 ２．関数の実務活用

・関数の書式 ・論理関数 ・算術関数 ・文字列操作関数
・関数の設定方法 ・検索関数 ・日付・時刻関数
・関数のネスト ・情報関数 ・統計関数

仕事の生産性をより上げるためのデータ集計 こんな方におススメ！
・さらに表計算ソフトを使いこなしたい。 ・データの集計を簡単に行いたい。
・集計方法を理解し、生産性を上げたい。

【コース名】 効率よく分析するためのデータ集計

会場 インテックス研修室（名古屋市中村区）

＜講師＞株式会社インテックス 中西 夏基

（内容）
１.データ集約 ２.データ集計 ３．データ集計に役立つ機能

・データの活用 ・テーブルの管理 ・データベースの効率化
・データの抽出 ・ピボットテーブルの管理

（受講対象）表計算のソフトの基本操作
ができ、仕事の生産性を上げたい方

（受講対象）表計算ソフトの基本操作
ができ、データ集計を身に付けたい方

コースNo 訓練日 時間帯 定員 受講料 申込締切

A01 11月2日（火） 9:30～16:30 15名 2,200円 10月19日（火）

A02 11月8日（月） 9:30～16:30 15名 2,200円 10月25日（月）

A03 11月15日（月） 9:30～16:30 15名 2,200円 11月1日（月）

コースNo 訓練日 時間帯 定員 受講料 申込締切

B01 11月12日（金） 9:30～16:30 15名 2,200円 10月29日（金）

B02 11月17日（水） 9:30～16:30 15名 2,200円 11月2日（火）

B03 11月19日（金） 9:30～16:30 15名 2,200円 11月5日（金）



・プレゼンテーションソフトを活用した効果的な表現の仕方
を学び、プレゼン資料作成のスキル向上を目指します。

【コース名】 相手に伝わるプレゼン資料作成

会場 コスモアカデミー（名古屋市中区）

＜講師＞株式会社コスモウィンズ 磯辺 匡鋭

（内容）
１．プレゼンテーションソフトの活用 ２．目的に合わせたスライド作成

・プレゼンテーションソフトの概要と特徴 ・効果的な画面構成

・プレゼンテーションソフトの使い方 ・配色、フォント、画面構成等

３．資料提案時のポイント

・効果的なプレゼン資料とは ・プレゼン資料作成と実践

【コース名】 提案型営業手法

会場 マーケティング・トルネード研修室（名古屋市中村区）

＜講師＞株式会社マーケティング・トルネード 佐藤 昌弘

（内容）
１.提案型営業とは

・営業の心がまえ

・営業のベルトコンベア・パターンの解説・活用

（受講対象）
プレゼンテーションソフトの活用
方法を習得したい方

・新規顧客開拓を効果的に行うためのコツ・事例を理解することにより、ルートセールスの新規開拓
が出来るようになり、それに加えセールスツールやセールストークを学ぶことでセールスの実務能力
向上を目指します。また、オンラインセールスについても、オンラインならではのハードウェアの選定・
活用方法を学びます。

（受講対象）
営業初任者

２．顧客ニーズと自社商品・サービスの強み
分析
・新規見込み客開拓のコツ
・ルートセールスの「案件」開拓
・セールス段階の全体像の理解
・合意のプロセスを取り入れると成功率があがる
・商品・サービス・会社のアピール実務
・オンラインセールスのコツ

コースNo 訓練日 時間帯 定員 受講料 申込締切

C01 11月22日（月） 9:30～16:30 12名 2,200円 11月8日（月）

C02 11月30日（火） 9:30～16:30 12名 2,200円 11月16日（火）

C03 12月1日（水） 9:30～16:30 12名 2,200円 11月17日（水）

コースNo 訓練日 時間帯 定員 受講料 申込締切

D01 11月1日（月） 9:30～16:30 14名 3,300円 10月18日（月）

D02 11月9日（火） 9:30～16:30 14名 3,300円 10月26日（火）

D03 11月18日（木） 9:30～16:30 14名 3,300円 11月4日（木）



ＦＡＸ ０５２－２２１－１２７１
※お申込みは、本紙の太枠内の必要事項をご記入の上、上記までFAXでお送りください。なお、送り間違いにご注意ください。

受講申込書

貴社名 申込ご担当者連絡先

TEL：

E-mail：

申込ご担当者 氏名 部署等

所在地 〒

企業規模（該当箇所に○）Ａ：1人～29人 Ｂ：30人～99人 Ｃ：100人～299人
Ｄ：300人～499人 Ｅ：500人～999人 Ｆ：1000人以上

業種（該当箇所に○）01建設業 02製造業 03運輸業 04卸売・小売業 05サービス業 06その他

（記入例）

ふりがな こよう たろう

氏名 雇用 太郎

性別： 男
年齢： ３５ 才

k

コースNo ふりがな

性別：
年齢： 才

コースNo ふりがな

性別：
年齢： 才

コースNo ふりがな

性別：
年齢： 才

コースNo ふりがな

性別：
年齢： 才

□正社員
□非正規雇用
□自営業、その他

□正社員
□非正規雇用
□自営業、その他

□正社員
□非正規雇用
□自営業、その他

□正社員
□非正規雇用
□自営業、その他

□正社員
□非正規雇用
□自営業、その他

１．個人での受講はできません。企業（事業主）からの指示による申込みに限ります。
２．本訓練を実施する機関（企業）の関係会社（親会社、子会社、関連会社等）の方は受

講できません。
３．応募者多数の場合は先着順とさせていただきます。なお、申込締切時点の応募者が5

名以下の場合は、コースを中止させていただくことがありますので、あらかじめご了
承ください。

４．受講料は当センターが指定する日（入金締切日）までにお振込をお願いします。詳細
につきましては、受講申込書の到着確認後、申込ご担当者あてに郵送する請求書をご
確認ください。
なお、請求書がお手元に届かない場合は、当センター（052-221-8754）までご連絡
ください。
また、入金締切日を過ぎてからのキャンセルは、受講料を全額ご負担いただきます。

５．新型コロナ感染症の拡大などにより、コースを中止させていただくことがあります。

※注意事項
お申込みの前に、下記の事項をご確認ください。

【当機構の保有個人情報保護方針、利用目的】
（１）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第59号）を遵守し、

保有個人情報を適切に管理し、個人の権利利益を保護いたします。当機構では、必要な個人情報を、利用目的の範囲内で利用させていただきます。
（２）ご記入いただいた個人情報は、生産性向上支援訓練の実施に関する事務処理（訓練実施機関への提供、本訓練に関する各種連絡、本訓練終了後の

アンケート送付等）及び業務統計に利用させていただきます。

会場のご案内

※（お願い） 受講者の属性欄（就業状況、性別、年齢）の記入は任意ですが、業務統計として必要としていますので、
ご記入にご協力願います。

氏名

氏名

氏名

氏名

コースNo

A01

ポリテクセンター中部 生産性訓練担当 行

○株式会社インテックス インテックス研修室
名古屋市中村区椿町21-2 第2太閣ビルディング5階

○株式会社コスモウィンズ コスモアカデミー
名古屋市中区錦1-7-27 三同ビル錦3階

○株式会社マーケティング・トルネード
マーケティング・トルネード研修室
名古屋市中村区則武1-10-6
側島ノリタケビル（ノリタケ第1ビル）

✓


