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中小企業大学校広島校メルマガ担当の仁藤（にとう）です。
広島校だより 11 月号をお送りさせていただきます。どうぞご覧ください。
中小企業大学校広島校ホームページ
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/
■ ＩＮＤＥＸ ■
◆１－ ＮＥＷＳ ～ 広島校からのお知らせ ～
◆２－ 広島校研修のご案内（2018 年 11～12 月開講）
◆３－ その他のご案内
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■ １．ＮＥＷＳ ～ 広島校からのお知らせ ～
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■人材育成プラットフォーム「ビジログ」のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「ビジログ」は、中小企業の従業員の皆様が、自分のキャリアを考え、社会
人としての基礎力を蓄え、ビジネスに必要な知識や能力を身に付けるため
のカリキュラムを、いつでも・どこでも学べるプラットフォームです。
https://busilog.go.jp/
提供するコンテンツは、将来の企業活動の中核を担う人材に必要な『専門
知識』7 テーマや、その土台となる『キャリア・オーナーシップ』
『社会人
基礎力』があり、学習履歴や成果を可視化できるのも特長です。
また、3 つのスタイルで、受講者の環境や状況に合わせた学習が可能です。
・ウェブ型
時間：3～10 分（PC・スマホ）
・双方向ライブ型
時間：90 分（PC・スマホ）
・ワークショップ型 時間：6 時間（集合・座学）
◆ビジログ・ワークショップのご案内◆
ビジネスに必要な知識が身につくワークショップを全国で開催します！
【広島会場】
2019 年 1 月 9 日(水) ：社会人基礎力
2019 年 2 月 1 日(金) ：キャリア・オーナーシップ
2019 年 2 月 14 日(木)：専門知識「生産性向上術」
【高松会場】
2019 年 1 月 18 日(金)：キャリア・オーナーシップ

2019 年 1 月 28 日(月)：専門知識「サービス向上術」
2019 年 2 月 6 日(水) ：社会人基礎力
ワークショップの詳細はこちらからご覧ください
https://busilog.go.jp/data/syllabus.pdf?v=181026
＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジログ事務局 TEL：03-6226-8919 E-mail：busilog@d2c.co.jp
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■ ２．広島校研修のご案内（2018 年 11～12 月開講）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11 月 14 日(水)～11 月 15 日(木)、12 月 11 日(火)～12 月 12 日(水)
＜インターバル研修・全 4 日間＞
[18-33] 実践!工場の現場改善
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000es5q.html
【研修の概要】
現場管理者に必要な現場改善の基本技法と実践法を理解し、模擬生産現場
での演習と自社課題の解決演習により、実践力を養成します。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11 月 15 日(木)～11 月 16 日(金) ＜2 日間＞
[18-34] 近未来を見据えた営業活動のためのデータ分析
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000ercl.html
【研修の概要】
自社で有する顧客データ・営業活動データの分析手法や、分析結果の活用
方法を習得し、営業活動の効率化と生産性向上を図ります。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12 月 13 日(木)～12 月 14 日(金) ＜2 日間＞
[18-35] 顧客を見抜く営業のリスク管理
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000errg.html
【研修の概要】
取引の開始・継続・中断の目安について、財務的視点や、営業活動の中で
捉えた取引先の変化をどのように判断するのか、演習を交えて学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■その他の広島校研修情報はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/index.html
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■ ３．その他のご案内
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経営アドバイス・窓口相談】
経営上の課題を相談できるアドバイスコーナーを中小機構中国本部と岡山
大インキュベータに設け、経験豊富な専門家が相談に応じています。
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/consulting/index.html
-----------------------------------------------------------------【海外ビジネス定期相談会】
中小企業の皆様の海外ビジネスに関するお悩みについて相談できる相談会
を開催します。11 月の相談会は次のとおりです。
11 月 12 日(月)
11 月 13 日(火)
11 月 19 日(月)
11 月 26 日(月)
11 月 28 日(水)

中小機構中国本部(広島)
岡山大インキュベータ
中小機構中国本部(広島)
中小機構中国本部(広島)
岡山商工会議所

製造業（事業企画等）
製造業（アジア・欧米）
ブランディング
製造業（アジア・欧米）
製造業（事業企画等）

http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/overseas_consulting/index.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■日本の優れた商品を世界へ！
┃ 販路開拓プロジェクト『Ｕ×Ｕ』(ゆう)応募開始！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『Ｕ×Ｕ』(ゆう)は、日本の優れた商品を世界へと広め、新たな販路開拓を
目的とするプロジェクトです。
日本語の「結う」と英語の「YOU」。2 つの「U」が掛け合わさった名称は、
メーカーと消費者が強く末永く結びつくことを願う気持ちから生まれまし
た。おもてなしの心と、伝統技術が生んだ日本の逸品で、世界中に穏やか
な心のゆとりをお届けしましょう。
https://uu.smrj.go.jp/oubo/
◆参加メーカーに豊富なメリット◆
【WEB での支援】プロモーション支援、越境 EC モールでのテスト販売支援
【イベント】
国内外実店舗でのテスト販売、国内外展示会出展
◆参加対象者：
（1）生活雑貨・食品・素材の商品を有する中小企業
（2）商品を自社または委託先企業で製造している中小企業
（3）海外市場への展開を含めた販路拡大に意欲的な中小企業
◆応募締切（2 次締切）
：2018 年 11 月 30 日(金)
※書類選考等を経て参加登録決定となります
＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ｕ×Ｕ事務局 担当：前川・佐藤・村穂
TEL：03-6432-4417 E-mail：contact@unei-jimukyoku.jp

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島市産業振興センターからのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【マーケティングセミナー「売り手発想から生活者発想への転換」
】
～そもそもの存在意義から発想する～
マーケティングを行う上で、生活者視点で発想することの重要性について
学びます。
◆日時：2018 年 12 月 6 日(木) 13:30～16:30
◆会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市中区袋町 6-36）
◆講師：赤松 範麿 氏（株式会社博報堂）
申込・詳細ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-57.html
＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人広島市産業振興センター（中小企業支援センター）
TEL：082-278-8032 E-mail：assist@ipc.city.hiroshima.jp
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「省エネ機器導入促進マッチングセミナー in 広島」のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国経済産業局では、省エネルギー機器・設備の導入を促進することによ
り、産業部門、民生部門など各部門での省エネの取組を加速させることを
目的に、メーカーから最新の省エネ機器・設備に関する情報提供を行うセ
ミナーを開催します。
◆日時：2018 年 11 月 28 日(水) 10:00～17:00
◆会場：広島国際会議場 地下 2 階 中会議室「コスモス」
（広島市中区中島町 1-5 平和記念公園内）
◆申込締切：2018 年 11 月 21 日(水)
申込・詳細ページ
http://assistinc.co.jp/ms_2018hiroshima
＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成 30 年度省エネルギー促進に向けた広報事業 TEL：082-541-5901
（事業受託者：株式会社アシスト 担当：伊達・永吉）
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★ ご利用ください！受講料助成制度 ★
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
多くの皆様にご活用いただいている国の「人材開発支援助成金」のほか、
広島校の研修を受講するにあたり利用可能な受講料等の助成制度を実施し
ている自治体や商工会議所・商工会等があります。

◆地方自治体・商工会議所・商工会等の助成制度について
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/aid/index.html#01
※詳細は各実施主体にお問い合わせください。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■「広島校だより」の 配信解除・お問い合わせはこちらからお願いします。
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/contact.html
********************************************************************
編集・発行：中小企業大学校 広島校
〒733-0834 広島県広島市西区草津新町 1-21-5
TEL 082-278-4955 FAX 082-278-7201
********************************************************************

