
 
  

 

 

 
 

 

 

安くて良い商品があふれ、商品・サービスを機能や品質で差別化することが難
しくなっています。このため、顧客の心の中に深く働きかけるブランディングが重要と
なってきています。従来のようにプロモーションを場当たり的に行うのではなく、「な
ぜ、どのような意図をもって行うのか」という目的を明確にする必要があります。 
本研修では、企業を取り巻く環境分析から、市場の細分化および見込み客の

選定、独自性の発見を経て、自社のブランドアイデンティティを確立します。その後、
ブランドアイデンティティに基づいたプロモーション戦略を立案し計画することで、一
貫性・継続性のあるプロモーションの実行に結び付けることを学んでいただきます。 
自社の「ウリ」「強み」を見つけ、ターゲット顧客にどのように認知してもらい、選ん

でいただくかについての基礎的な手法について学び、自社の売上を拡大させたい方、是非ご参加ください！ 

 

【中小企業診断士】とは…経営コンサルタントとして唯一の国家資格であり、中小企業の経営課題に対応するため、診断・助言を行う専門家。当協会に所

属する中小企業診断士は「地元企業とともに成長発展する」をモットーに、さまざまな活動で地域経済活動をサポートしています。 
  
 

 

一般社団法人 香川県中小企業診断士協会事務局：八木行 ＦＡＸ：０８７－８４０－０３２１ 

【「ブランディング研修(基礎編)」参加申込書】  お申込締切：2018年7月5日(金) 

企業・団体名: 電話番号:     －     － 

ご住所: 〒    -        

お申込者(連絡窓口)/役職・部署名:              /            Ｅメールアドレス:          ＠ 

※参加者多数の場合は、この申込書をコピーしてご使用ください。    ↓↓ 懇親会 参加→「○」、欠席→「×」をつけてください 

ご参加者①/役職・部署名:               /             懇親会(  ) 携帯番号(緊急連絡時):      －        － 

ご参加者②/役職・部署名:               /             懇親会(  ) ご参加者③/役職・部署名:               /             懇親会(  ) 
 

  

ね ら い 
自社の「ウリ」「強み」を見つけ、ターゲット顧客にどのように認知してもらい、選ん

でいただくかについての基礎的な手法を学んでいただきます。 

特 徴 ブランディングの基礎について学ぶワークショップ型の研修です。 

対象者 自社のブランディングについて考えてみたい方(役職は問いません) 

実施日時 2019年7月13日(土) 9:30～17:00 ※ 9:10～受付開始 
9:30 ① オリエンテーション 研修の狙い・留意点・自己紹介 

10:00 ② ブランディングとは ブランディングについての解説 

10:50 ③ 企業を取り巻く環境分析 環境分析についての解説・グループワーク 

12:00 ■ 昼食・休憩 

13:00 ④ ブランド・アイデンティの確立 ブランドアイデンティティ確立までの解説・グループワーク 

16:30 ⑤ まとめと振り返り ～17:00 一日のまとめと気づき・学びのシェア 

会   場 サンポートホール高松52会議室 

講 師 香川県中小企業診断士協会 会員 櫻田登紀子 

定 員 12名 ※ グループ参加(1社4名様まで)大歓迎！ 

受講料 12,000円(消費税別)／名 ※ テキスト代を含む 

懇親会 研修終了後17:15頃～、サンポート高松近辺の店 (参加費4,000円／名 程度) 

申込締切 2019年7月5日(金) 申込方法 eメールまたはＦＡＸ 

お申込み 

お問合先 

一般社団法人 香川県中小企業診断士協会 事務局:八木 

〒761-0301 高松市林町 2217-15 香川産業頭脳化センター402号 

電話：087-814-6456   メール: mail8@shindan-kagawa.org 

自自社社ののブブラランンデディィンンググににつついいてて考考ええててみみたたいい方方  

ブブラランンデディィンンググ研研修修（（基基礎礎編編））  
～ 選ばれる会社になるために、オンリーワンのブランドを作ろう！～ 

  

2019年度「テーマ別研修」シリーズ 



一般社団法人香川県中小企業診断士協会 研修 2019年度ご案内 
プロ意識の確立・リーダーシップから、管理者実務、コミュニケーションまで！ 

熱い【中小企業診断士】(※)を講師に、 
「自発的に行動できる社員」に成長するお手伝いをします！！ 
(※)【中小企業診断士】とは…経営コンサルタントとして唯一の国家資格であり、中小企業の経営課題に対応するため、診断・助言を行う専門家。 

当協会に所属する中小企業診断士は「地元企業とともに成長発展する」をモットーに、さまざまな任務で地域経済活動をサポートしています。 

【お申込・お問合先】 

一般社団法人香川県中小企業診断士協会 
(事務局:八木) 

eメール: mail8@shindan-kagawa.org 
〒761-0301 高松市林町2217-15 
香川産業頭脳化センター402  電話：087-814-6456 

研修名 (講師名) 開催日 会場 締切 対象 ねらい・内容 受講料/人(税別) 

◆働き方改革を成功 
させる「組織創り」 

 
中小企業診断士 大西 健永 

5/22(水) 
13:30～ 
16:30 

香川産業頭

脳化センター 

第3会議室 

5/17 
(金) 

経営者、後継者、マネー
ジャー、リーダーなど組織
創りに関心がある方 

働き方改革により整備したハード面(仕組みや制度)の運用が上
手くいかないということはありませんか？それはソフト面(人の意識
や行動習慣)へのアプローチが十分ではないからです。本研修で
は、組織創りの基本を習得し、真の意味での「働き方改革」とは
何かを学びます。 

5,500円 

※テキスト含 

◆MG(マネジメント 
ゲーム)研修 

中小企業診断士 乾 京子 

6/1(土) 
9:30～
19:00 

サンポート
ホール高松 
51会議室 

5/24 
(金) 

経営者 
(従業員の方もOえK) 

ゲーム盤という市場と、会社盤という会社、会計表を使って会社
経営を学び、意思決定の力を磨きます。今回はマネジメントゲー
ム入門編としての位置づけです。 

15,000円 

※昼食、テキスト含 

◆ブランディング研修 
(基礎編) 

中小企業診断士 櫻田 登紀子 

7/13(土) 
9:30～
17:00 

サンポート
ホール高松 
52会議室 

7/5 
(金) 

ブランディングとは何か？
を学び、自社のブランディ
ングについて考えてみたい
方(役職は問いません) 

安くて良い商品があふれ、商品・サービスを機能や品質で差別化
することが難しくなっています。本研修では、自社の「ウリ」「強み」を
見つけ、ターゲット顧客にどのように認知してもらい、選んでいただく
かについての基礎的な手法について学んでいただきます。 

12,000円 

※テキスト含 

◆次の一手を出す営業マンの 
ための対トップ営業研修 

 
 
 
中小企業診断士 渡辺 日菜子 

8/23(金) 
10.:00～
17:00 

サンポート
ホール高松 
64会議室 

8/16 
(金) 

営業に関わっている方(役
職は問いません、法人営
業が中心です) 

トップを意識した営業活動を行える、高い視点の営業マンになるこ
とをねらいとしています。そのための自身の営業についての振り返り
と、経営者に直接的・間接的にアプローチするための方法をたっぷ
り学んで考えられる1日です。 

 

12,000円／回 

※テキスト含 

 

2回とも受講の方は

20,000円 

と大変お得です！ 

8/24(土) 
10:00～
17:00 

営業に関わっている方(役
職は問いません) 
「決算書」の理解を深めた
い方 

決算書への苦手意識をなくし、経営者と対等に会話ができるよう
になり、信頼関係を形成する土台部分を整えられる営業マンにな
っていただくことをねらいとしています。基礎知識部分の習得と、多
くの事例を用いながら、受講生同士の「対話」をすることで、数字
への理解を深められる1日です。 

◆人材不足をチャンスに 
変える！業務改善と 
IT導入の進め方 

 

中小企業診断士 安野 元人 

9/21(土) 
9:30～
17:00 

サンポート
ホール高松 
53会議室 

9/13 
(金) 

業務改善や IT 導入を推
進することで働き方改革
や従業員のモチベーション
向上を実現したい方 
(役職は問いません) 

人材不足は現場の業務を見直すチャンスです。限られた人材で
業務改善を行う視点、手法、全従業員を巻き込み改善を進める
方法を学びます。また、業務改善にはITの導入が欠かせません。
ITの最新動向をわかりやすく説明し、IT導入を生産性向上に結
びつける方法を学びます。 

12,000円 

※テキスト含 

◆同一労働同一賃金に 
対応する「人事制度」 

 

中小企業診断士 大西 健永 

2020年 
1/18(土) 
9:30～
17:00 

サンポート
ホール高松 
52会議室 

2020/ 

1/10 
(金) 

経営者、後継者、課長ク
ラス(管理者)、人事・労
務、総務の担当者 

2020年 4月よりパートタイム・有期労働法が施行され、非正規
社員を理由に、賃金を低くする・諸手当がないということが許され
なくなります。そこで本研修では、同一労働同一賃金時代の人事
制度(等級・評価・報酬制度)の構築を講義と演習を通じて、学ん
でいきます。 

12,000円 

※テキスト含 

 


