お勧め研修ラインナップ
【１１月～２月実施推奨】
■お勧め① 「評価関連研修」
評価は一般的な組織の場合、４月（期初）～次の年の３月（期末）の通年で行われます。
しかし、２０１６年１１月～２０１７年２月にインソースで実施した研修の回数をジャンルごとに
カウントした結果、評価関連研修がランキングの上位を占めておりました。
これは、ほとんどのお客さまが「期末の評価・面談」に向けて研修をご希望されるからです。
インソースでは「評価の仕方、面談の仕方に重点を置いた研修」を、数多く取り揃えており、
お客さまのご要望に沿ったカスタマイズが可能でございます。

■お勧め② 「コールセンター向け研修」
２月頃までは、コールセンターの業務量が比較的落ち着く時期と一般的に言われています。
よって、「管理職、SV、オペレーター、それぞれのスキル向上に合わせた研修」に加え、電話
応対の「CS調査」も、業務への負担が少ないこの時期に実施をお勧めします。
インソースでは、コールセンター向け研修の実績が数多くあり、お客さまにご満足いただける
教育サービスを提供してきました。ご要望に応じて土日開催や短時間の研修にも対応いたし
ます。また、お１人からでも受講可能な「公開講座」もあり「スケジュール調整がしやすい」と
大変ご好評いただいております。

■お勧め③ 「新作研修」
「評価関連研修」「コールセンター向け研修」それぞれに新作研修がございます。
また、その他にも、インソースで最も人気のある研修の１つ「段取り研修」の最新ブラッシュ
アップ版や、昨今ビジネスの世界で注目されている、臨機応変かつ迅速な意思決定の理論
「OODAループ」をいち早く取り入れた研修など、新作研修が充実しております。
更に本ラインナップでは、研修以外の新商品「組織マネジメント・キャリア・働き方診断」や
「標的診断」に関する情報も掲載しております。
是非、ご検討ください。
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（１）評価関連
【基本ラインナップ】
①評価者研修
②評価者研修 ～評価面談実践編
③被評価者研修 ～目標設定編

【新作ラインナップ】
④評価者研修 ～評価のすりあわせ演習編
⑤被評価者研修 ～来期へつなげる振り返り編

3
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基本

評価者研修

本研修では、評価者としての役割を認識をするとともに、公正で納得感の高い評価のためのポイント、
留意点、部下との面談・フィードバックの手法を習得します。
時間

内容

手法

1日間

１．評価者としての役割認識
（１）組織・部下が評価者に期待していることは何ですか？
（２）評価者として不安に思っていることを洗い出す
※評価表を作成することが仕事ではなく、人材開発の一貫として部下の課題を明確に
し、人的資源の活性化を図ることが評価者（管理職）の役目であることを理解する。

ワーク

２．人事評価の意義と重要性
（１）人事評価制度とは ～組織目標達成のツール
（２）評価者への期待 ～人材育成
（３）評価者にもとめられるもの
（４）人事評価の基本的構成
【参考】目標管理をなぜおこなうのか

講義

３． 評価の手順
（１）プロセス１ ～行動の選択
（２）プロセス２ ～評価項目の選択
（３）プロセス３ ～段階の選択
【評価の演習】

講義
ワーク

４． 評価面談のポイント
（１）面談実施の前に ～部下、上司共に面談の「準備」を行う
（２）面談時の環境
（３）面談時の注意点

講義

５．評価面談の流れ
（１）面談のフロー
（２）話す内容を整理する ～面談フロー①
（３）相手の自己評価を聴く ～面談フロー②
（４）相手との同異を整理する ～面談フロー③
（５）自分の評価を伝える ～面談フロー④
（６）互いの意思を確認し、今後の成長を認識させる ～面談フロー⑤

講義
ワーク

６．実践ケーススタディ
【演習テーマ例①】意欲はあるが仕事に時間がかかる職員への評価
【演習テーマ例②】下位評価を伴う注意・指導の仕方
【ご参考】面談チェックシート

ワーク

７． 評価者としてのあり方
【ワーク】評価者として気をつけたいことを３つ挙げてみましょう

ワーク

■公開講座スケジュールはこちら ↓
開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年10月04日（水）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年10月06日（金）10：00～16：45

愛知県

26,000円

2017年10月11日（水）10：00～16：45

愛知県

26,000円

2017年10月12日（木）10：00～16：45

北海道

26,000円

2017年10月18日（水）10：00～16：45

東京都

26,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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基本

評価者研修 ～評価面談実践編（半日間）

人事評価の基本を理解している方を対象として、評価面談スキルを向上させるための研修です。
とくに、評価面談を単に「評価結果を伝える場」にするのではなく、次のような場にすることを目指します。
①組織や上司が求めていることと、期中の部下の行動や結果との乖離を共有する
②今後の成長に向けて、部下が自ら考え行動する方向へと導く
時間
半日間

内容

手法

１．人事評価の意義と重要性
（１）人事評価制度とは ～ 組織目標達成のツール
（２）評価者への期待 ～ 人材育成
（３）評価者に求められること
（４）人事評価の基本的構成

講義

２．評価面談のポイント
（１）評価面談の意義 ～ 成長意欲を引き出す
（２）期中に部下をよく見ていることが大前提
（３）評価面談実施の前に ～ 部下、上司共に面談の「準備」を行う
（４）面談時の環境
（５）面談時の注意点

講義

３．評価面談の流れ
（１）面談のフロー
（２）話す内容を事前に整理する ～ 面談フロー①
（３）部下をねぎらい、面談の目的を伝える ～ 面談フロー②
【ワーク】 部下の１人を想定し、面談開始時に伝える言葉を考える
（４）相手の自己評価を聴く ～ 面談フロー③
【ペアワーク】 相手の話を「聴く」
（５）相手との同異を整理する ～ 面談フロー④
（６）自分の評価を伝える ～面談フロー⑤
【ワーク】 部下・後輩を行動面・特性面で褒めるところを考える
（７）互いの意思を確認し、今後の成長を認識させる ～面談フロー⑥

講義
個人ワーク
ペアワーク

４．演習
事務所移転プロジェクトのメンバーの１人を想定して評価及び面談を行う

グループワーク

＜進め方＞
①評価基準と自己評価に基づいて、評価を行う
②面談で話したいことを書き出す
③ペアになって面談のロールプレイングを行う
５．まとめ
本日の研修を踏まえ、今後の評価面談において、どのようなことに気をつけていくか考
える。

個人ワーク
グループワーク

■公開講座スケジュールはこちら ↓
開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年11月28日（火）10：00～13：00

東京都

13,000円

2018年01月25日（木）14：00～17：00

東京都

13,000円

2018年02月22日（木）10：00～13：00

東京都

13,000円

2018年03月16日（金）14：00～17：00

東京都

13,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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基本

被評価者研修 ～目標設定編 （半日間）

目標を立てることによって、人は自分の仕事の意義と目標を明確に把握し、能力やモチベーションを
向上させていきます。
本研修では、人事評価制度の目的や目標管理の役割を理解のうえ、目標設定について学びます。
具体的には、目標の設定ルールや設定方法・注意点を学習し、実際に自分の目標を設定していただ
きます。
時間
半日間

内容

手法

１．評価の意義と重要性
（１）人事評価制度とは～組織目標達成のツール
（２）人事評価制度の役割
（３）人事評価制度における責任、役割

講義

２．目標管理をなぜ行うのか
（１）目標管理とは何か
（２）目標管理を行う理由
（３）目標達成への動機づけ

講義

３．目標設定の具体的方法
（１）目標設定の基本ルール
（２）目標設定の実務的なポイント
・組織目標を踏まえる、前期の反省、現状の把握、達成水準の明確化等
（３）目標値の具体的設定方法
・数値で設定、明確な表現
【ワーク】あいまいな目標を修正する
（４）目標設定・難しい事例の対応方法
・サブ目標の設定
【ワーク】自分の業務で数値目標を立てる

講義
ワーク

４．目標の達成に向けて
（１）実現できる計画づくり
（２）自分自身の目標を立てる
【ワーク】 自分の目標を設定する （何を、どのレベル、いつまで、どのように）

講義
ワーク

■公開講座実施予定あり。スケジュール調整中です。
インソースHＰよりご確認ください。ＱＲコードはこちら→

４名様以上でご検討の際は、
開催予定が表示されていない場合でも
開催のリクエストが可能です。
お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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新作

評価者研修
～評価のすりあわせ演習編（半日間）

1

本研修のねらい・目的
・評価のすりあわせ会議演習を通じて評価のばらつきを是正します。
・基本的な評価のポイントを学べます。
・一次評価者用、二次評価者用の二つのカリキュラムがあり、それぞれの評価
のポイントを学べます。

2

開発した背景
「評価の目線が合わない」、「評価のばらつきが改善されない」というお悩みは
最も多く耳にする悩みの一つです。すでに基本は学んでいる方に、より実践的
な演習をしていただけるよう、評価のすりあわせ会議をイメージし、演習を作成
いたしました。

3

対象とする受講者層
・評価者の方
（すでに評価の基本は学んでいらっしゃる方）

4

本研修のポイント
演習で評価者同士の議論を深めていただきます。
・Ａ～Eさん５名分のケースを準備。
・Ａさんの上司役、Ｂさんの上司役ということで各々に評価してもらいます。
・全員分の評価結果を持ち寄り、各評価について議論していただきます。
（Ａの上司役もＢさん～Ｅさんについての感想を持っている設定）。
評価項目や評価基準はお客さまの評価制度に合わせて作成するので、より
実践的な演習となります。
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新作

評価者研修
～評価のすりあわせ演習編（半日間）

■ 一次評価者用カリキュラム
時間
半日間

内容

手法
講義
個人ワーク
グループワーク

１． 評価の意義と重要性
【ワーク】組織・部下から期待されているものを考える
（１）人事評価制度とは～組織目標達成のツール
（２）評価者の役割～人材育成
（３）人事評価制度を活用する～ＰＤＣＡで育成する
（４）評価者に求められるもの
【ワーク】人事評価をするにあたって不安に思っていることを洗い出す

講義
個人ワーク
グループワーク

２．能力評価のポイント
（１）評価の手順
（２）評価の精度を高める ～評価者が陥りがちなケースと防止策

３．評価のすりあわせ～実践演習
A～Eさんの５名について、期中の行動が書かれています。
受講者はＡさんの上司役、Ｂさんの上司役ということで各人別々に評価してもらいます。
全員分の評価結果を持ち寄り、評価について議論します。
Ａの上司役もＢさん～Ｅさんについての感想を持っています。（役割カードあり）
最終的な評価表を完成させます。

個人ワーク
グループワーク

個人ワーク
グループワーク

４．まとめ

■ 二次評価者用カリキュラム
時間
半日間

内容

手法
講義
個人ワーク
グループワーク

１． 評価の意義と重要性
【ワーク】組織・部下から期待されているものを考える
（１）人事評価制度とは～組織目標達成のツール
（２）評価者の役割～人材育成
（３）人事評価制度を活用する～ＰＤＣＡで育成する
（４）評価者に求められるもの
【ワーク】人事評価をするにあたって不安に思っていることを洗い出す

講義
個人ワーク
グループワーク

２．評価者の役割と評価の目的
（１）二次評価（調整）の役割と位置づけ
（２）修正・調整段階における諸問題
（３）二次評価者が把握しておくべき評価情報
（４）評価調整方法
（５）「評価すり合わせ会議」の効用

【参考】評価のポイント
３．評価のすりあわせ～実践演習
A～Eさんの５名について、期中の行動が書かれています。
受講者はＡさんの上司役、Ｂさんの上司役ということで各人別々に評価してもらいます。
全員分の評価結果を持ち寄り、評価について議論します。
Ａの上司役もＢさん～Ｅさんについての感想を持っています。（役割カードあり）
最終的な評価表を完成させます。

個人ワーク
グループワーク

個人ワーク
グループワーク

４．まとめ

■公開講座実施予定あり。スケジュール調整中です。
インソースHＰよりご確認ください。ＱＲコードはこちら→
４名様以上でご検討の際は、
開催予定が表示されていない場合でも
開催のリクエストが可能です。
お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
Copyright
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新作

被評価者研修
～来期へつなげる振り返り編

1

本研修のねらい・目的
・振り返りのポイントを学ぶ
・面談における心構えと伝え方を練習する
・次の目標に向けて、目標設定方法を学ぶ

2

開発した背景
「被評価者が自身の振り返りをうまくできていない」、「来期の目標につながって
いない」といった声をもとに作成しました。期初に決めた目標に対してどのよう
に振り返りを行っていくかを学びます。また、その振り返りの結果を面談の場で
上司にきちんと伝えることで明確にし、自身の次の目標につなげることを目指し
ます。

3

対象とする受講者層
・被評価者の方

4

本研修のポイント
「目標達成へ向けての期中の行動（D）」、「振り返り（C）」、「面談準備（A）」、
「来季に向けての目標設定（P）」という PDCAを回していくという流れで構成し
ています。
・ケーススタディで振り返りをし、面談時に上司に伝える伝え方も実践形式で
学んでいただきます。
・PLANの部分では来期の目標設定に役立つように具体的なポイントを学んで
いただきます。
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新作

被評価者研修
～来期へつなげる振り返り編

時間
１日間

内容

手法

１．目標管理をなぜ行うのか
（１）ビジネスパーソンとして常に成長していく
（２）目標管理とは何か
（３）目標管理を行う理由
（４）目標達成への動機付け
（５）ＰＤＣＡで成長していく
（６）継続的にＰＤＣＡを行う重要性

講義

２．ＤＯ～実行する
（１）目標達成に向けて
（２）管理項目を設定する
（３）状況によっては目標を修正することも必要

講義
ワーク

３．ＣＨＥＣＫ～振り返り
（１）振り返りの根拠を明確にする ～定期的に振り返り、記録しておく
（２）振り返りのポイント
【ケーススタディ】業務マニュアル作成を目標としたＡさんの行動を、自身の行動として
振り返ってみる
【ワーク】今期の自身の行動を現時点で振り返ってみる

講義
ワーク

４．ＡＣＴＩＯＮ～次につなげる上司との面談
（１）「面談」の重要性を知る
（２）面談実施の前に ～ 部下、上司共に面談の「準備」を行う
（３）面談の目的
（４）面談に臨む心構え
（５）分かりやすく伝える
（６）話の展開例
【ワーク】ケーススタディで振り返った内容を整理し、上司役・部下役に分かれて伝える

講義
ワーク

５．ＰＬＡＮ～目標を立てる
（１）目標設定のポイント
（２）目標値の具体的設定方法
【ワーク】よりよい目標に修正する
（３）目標設定・難しい事例の対応方法
（４）実践できる計画づくり

講義
ワーク

６．まとめ

ワーク

■公開講座実施予定あり。スケジュール調整中です。
インソースHＰよりご確認ください。ＱＲコードはこちら→
４名様以上でご検討の際は、
開催予定が表示されていない場合でも
開催のリクエストが可能です。
お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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（２）コールセンター向け
【お勧め商品】 電話応対品質調査（ＣＳ調査）
≪調査の種類≫
①お客様目線（基本的な調査項目、強み・弱みの現状把握）
⇒ＣＳ調査パックライト ※調査は提携会社が実施
②プロ目線 （詳細な評価項目、深い分析による改善案の提示）
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ＣＳ調査
リアルな現状を把握できる「お客さま目線」と、より詳細な分析・アドバイス
を行う「プロ目線」の評価を選べます。
お客さま目線
（ＣＳ調査パックライト）

ミステリーコール

音源調査
プロ目線
ミステリーコール
インソースオリジナルの「ＣＳ調査プログラム」と「ＣＳ向上研修」がお勧めです！

ＳＴＥＰ１
調査（現状把
握）

ＳＴＥＰ２
現状分析

ＳＴＥＰ３
評価とご提案

ＳＴＥＰ４
研修の実施

ＳＴＥＰ５

■プロ目線

■お客さま目線

ＣＳに精通した講師・コンサルタントが、
プロの目線で詳細に調査・分析します。

専門スタッフが、一般のお客さま・利
用者目線で評価します。

現在の応対クオリティーを、実績のあ
る当社独自の評価シートを用いて数
値化。
ご希望に応じて、最適な評価項目へ
のカスタマイズも承ります。

電話応対における汎用的な調査項目
で、できているか、できていないかを
軸に現在の応対クオリティーを評価し
ます。

電話応対調査に精通した弊社専門ス
タッフが、統計的な手法を用いて分析
し、全体および個人に見られる問題
傾向を明確化します。

電話応対調査に精通した弊社専門ス
タッフが、調査結果を基に強み・弱み
を洗い出します。

明らかになった改善点と、今後の品
質向上に向けた具体的な改善方法を
提示し、センターの傾向に合わせ徹
底的にカスタマイズした研修を提案し
ます。

調査結果をふまえた改善点を提示し、
弱みを改善するために効果的な研修
を提案します。

調査結果のフィードバックを交えなが
ら、応対品質を向上させるため具体
的に何をすればよいか示す、実践的
な研修を実施します。

調査結果に触れながら、応対品質向
上を実現するスキルと心構えを学ぶ
研修を実施します。

研修後、現場での実践を経て効果測
定のため再度調査を実施します。

調査（効果測
定）

Copyright

2016 Insource Co., Ltd. All right reserved

ＣＳ調査
■「音源提供」「ミステリーコール」お客さまにとってのメリット・デメリット
１．音源提供
お客さまから電話応対の音源をもらい評価
【メリット】
・応対内容やお客様の反応がリアル
・もともと応対内容を全て録音しているセンターの場合、音源を用意しやすい
・特定のオペレーターやクレーム電話に限定するなど、調査したい音源を先方が
自由に選ぶことができる
【デメリット】
・応対内容を録音していないセンターの場合、音源を採取する必要がある
（＝手間がかかる）
・問い合わせ内容やお客さまとの相性によって応対難易度に差があり、純粋な
スキルの評価が難しい場合がある
⇒このようなお客様にお勧めです！

①センターの全体傾向を知りたい
②満遍なくオペレーター全員の応対力を調査したい
③特定の対象者や音源を調査したい
２．ミステリーコール（覆面調査）
調査員が架電し、電話応対の様子を評価
【メリット】
・他社と比較できる
・音源提供の手間がかからない
・一定のシナリオで架電するため、応対難易度に差が出にくく評価のブレが少ない
【デメリット】
・誰が出るか分からないので、特定の応対者の評価や比較には向かない
・問い合わせに際して、個人情報や企業情報が必要なセンターは実施が難しい
（契約者・取引先しか問い合わせをすることがないセンターなど）
⇒このようなお客様にお勧めです！

①センターの全体傾向を知りたい
②特定の問い合わせへの応対力を把握したい
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（２）コールセンター向け
ジャンル① 管理職
【基本ラインナップ】
■コールセンターマネジメント研修

～KPIによる目標達成編
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基本

コールセンターマネジメント研修
～KPIによる目標達成編

「ＫＰＩ指標」の意義について改めて認識し、コールセンターのコンセプト実現のために、ＫＰＩの具体的な
活用方法（部署全体の管理、部下の業務管理）を考えます。
①ＫＰＩは、自社コールセンターのコンセプトを実現する「道具」である。
②ＫＰＩは、センターの現状を把握する「ものさし」である。
③ＫＰＩは、人材育成のための「指導指標」である。
ＫＰＩを正しく理解して、現場で活用できるようになります。
時間
1日間

内容

手法

１．コールセンターの基本コンセプトを明確にする
（１）コールセンターの類型
（２）多面的にあるべきコールセンターを定義する
【ワーク】顧客であればコールセンターに何を求めるか
【ワーク】ユーザー側の責任者であれば委託先のコールセンターに何を求めるか
【ワーク】オペレーターであれば、自身のコールセンターに何を求めるか
（３）コールセンターコンセプトを作る
【演習】あるべき「目標」を「ことば」で定義する
２．ＫＰＩの意義
（１）ＫＰＩとは？～基本コンセプトを実現する「道具」
（２）ＫＰＩを何に使うのか？
（３）測定対象のＫＰＩ

講義
ワーク

講義

３．各種数値指標のおさらい
（１）生産性管理
（２）収益性管理
（３）品質管理
（４）人材管理・評価関連
【演習】現在のセンターで各指標はどうなっているか？
（５）ばらつきに注意

講義
ワーク

４．演習
【ケーススタディ】確認すべきＫＰＩとは？ なぜ確認しなければならないのか？
【ワーク】今までにうった施策と、その結果を共有

ワーク

５．ＫＰＩを仕事に活用する
（１）自らの仕事にＫＰＩを活用する
（２）ＫＰＩ目標の達成計画を立てる

講義

【参考】
（１）パレート図による分析
（２）特性要因図から原因は何かを体系的に考える

講義

■公開講座スケジュールはこちら ↓
開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年11月21日（火）10：00～16：45

東京都

26,000円

2018年01月29日（月）10：00～16：45

東京都

26,000円

2018年02月06日（火）10：00～16：45

大阪府

26,000円

2018年03月07日（水）10：00～16：45

東京都

26,000円

2018年03月26日（月）10：00～16：45

福岡県

26,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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（２）コールセンター向け
ジャンル② ＳＶ（スーパーバイザー）
【基本ラインナップ】
①（コールセンター向け）スーパーバイザー研修
～ＳＶとしての役割を知る
②モニタリングスキル研修
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基本

（コールセンター向け）スーパーバイザー研修
～SVとしての役割を知る

スーパーバイザーには、業務のプロセス全体を把握・管理し、最適化することができる「マネジメント力」や、
オペレーションコントロールなどの 「実務遂行能力」、そして最前線で応対を行う部下・後輩を育てる「指導
育成能力」の３つの力が求められます。 本研修ではそれらのスキルにつき、具体的に解説いたします。
時間

内容

手法

１日間

１．多面的に考えるスーパーバイザーの仕事
【ワーク】自分がコミュニケーターだったら、スーパーバイザーに何をしてほしいで
すか？
【ワーク】自分が所長・センター長（上司）だったら、スーパーバイザーに何をして
ほしいですか？
【ワーク】スーパーバイザーとしてやってはいけないことは何ですか？

ワーク

２．スーパーバイザーとは
①業務遂行・管理 ②教育・指導者

講義

③プレイヤー

講義

３．業務遂行・管理における役割

講義
ワーク

４．教育・指導者としての役割
（１）指導の前に（ゼロポジション） （２）「ほめること」の効用
（３）「ほめること」実践講座
【ワーク】自分が言われて嬉しい言葉、ほめ言葉リストを作成
（４）「注意する」ということの理解 （５）「叱る」と「怒る」は違う
（６）注意の仕方の「手順」
【ワーク】「言いにくいこと」言い換え辞典を作成する
（７）スーパーバイザーとしてコミュニケーションする
（８）ＯＪＴ指導とＯＦＦ-ＪＴ指導
５．部下・後輩への指示の出し方
（１）指示の出し方 （２）助言・援助の仕方

講義
（３）質問への答え方

６．目標の立て方
（１）目標の設定方法 （２）具体的な目標の立て方
（３）４つのポイントで目標を設定する （４）目標値の設定方法
（５）目標実現のために何を行うか～工夫の仕方を考える
（６）行動目標を立ててみよう
【ワーク】行動目標、方法、実施にあたり工夫する点を書き出す

講義
ワーク

７．リスク管理のポイント
（１）「時間」のリスク～何をいつまでに （２）「コスト」のリスク
（３）「運用」のリスク （４）「リスクマネジメント」
【ワーク】リスク発生時の対応を「リスク管理シート」に記入する

講義
ワーク

８．最後に
【ワーク】研修を踏まえ、スーパーバイザーとしての認識を再チェックする

ワーク

■公開講座スケジュールはこちら ↓
開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年10月16日（月）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年10月17日（火）10：00～16：45

北海道

26,000円

2017年10月31日（火）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年11月07日（火）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年11月28日（火）10：00～16：45

東京都

26,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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基本

モニタリングスキル研修

電話応対を評価する「良い耳」を持つために、電話応対の重要性や、良い応対を構成する諸要素を
再確認し、コール診断の具体的評価手法を習得します。
①自社が目指す「良い電話応対」とは何かを考え、そのビジョンを踏まえて評価項目を考えます。
②コール診断演習を通して評価のすり合わせディスカッションを行います。

時間
１日間

内容

手法

１．多面的に考える"良い電話応対"とは？
（１）【ワーク】自分がお客さまだったら、どのような電話応対を望みますか
（２）良い電話応対とは
２．良い電話応対の構成要素
（１）電話応対評価の構成要素

講義
ワーク

講義
（２）複合的に判断する

３．評価視点
（１）顧客視点
（２）コールセンターの「目的」と「現状」を改めて確認する
【ワーク】自分のコールセンターの「目的」と「現状」を整理する
（３）コミュニケーターの現状を踏まえて評価視点を変える

講義
ワーク

４．評価基準
（１）モニタリングで評価できる項目とは （２）評価項目の配分を検討する
（３）評価項目のバランス（プロポーション）
【ワーク】プロポーションを決める
（４）評価項目を考える
【ワーク】録音をきいて、気づいたことを話し合い、評価項目を考えましょう
【ご参考】評価基準の詳細化方法

講義
ワーク

５．コール診断演習
①全員で同一のサンプル音源を聴き、各自で評価する（評価記入シート）
②グループ内ですり合わせの上、発表する
③全体で評価結果を共有する

講義

６．評価を効果的なものにするために
（１）「評価は愛」 （２）センターとして評価を活用する

講義

７．評価結果の分析と改善
（１）結果分析は平均点よりも「偏差」を重視

講義
（２）コール品質向上の具体的方法

８．まとめ
【ワーク】研修を踏まえ、今後のモニタリング向上策を考える。また、アクションプランを
作成する

ワーク

■公開講座スケジュールはこちら ↓
開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年10月06日（金）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年12月06日（水）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年12月14日（木）10：00～16：45

福岡県

26,000円

2017年12月14日（木）10：00～16：45

大阪府

26,000円

2018年01月25日（木）10：00～16：45

京都府

26,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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（２）コールセンター向け
ジャンル③ オペレーター
【基本ラインナップ】
①オペレータースキル向上研修
～相手が満足するトークスキル
②電話応対レベルアップ研修
③クレーム電話対応研修

【新作ラインナップ】
④電話応対レベルアップ研修
～顧客志向を声に表す編
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基本

オペレータースキル向上研修
～相手が満足するトークスキル

オペレーターとしてお客様から信頼される電話応対に必要なスキルを習得する
電話応対には、上手と下手を決定づける１０の要素があります。それぞれの要素について、よい応対例と
わるい応対例を知り、自らの電話応対を振り返りながら、ワーク・ロールプレイングで実践。相手の立場で
考え、信頼関係を築く電話コミュニケーション力向上を目指します。
時間
１日間

内容

手法

１．経験から振り返る電話応対
【ワーク】「良い電話」「腹立たしい電話」とはどのようなものか考える
■電話応対の３つの鉄則 ～会社の顔として、相手に配慮する

講義
ワーク

２．良い電話応対の構成要素

講義

３．電話応対における基本
（１）意識 （２）業務知識

講義

４．電話応対の基本テクニック
（１）挨拶～第一声・終了挨拶・保留時 （２）声・話し方 （３）言葉遣いの基本
（４）復唱
【ワーク】今までのスキルを活用して、より良い応対の仕方を考える
（５）基本的な応対フロー

講義
ワーク

５．信頼関係を作るコミュニケーション
（１）相手の話を受け止める （２）相手の言葉に反応を示す
【ワーク】事例をもとに、心情理解に気をつけてお客さまからの電話に出る

講義
ワーク

６．情報収集とわかりやすく伝えるコミュニケーション
（１）話す内容を明確にする （２）説明力
【ワーク】難しいことを分かりやすくお伝えする
【ワーク】お客さまの感情を想像する
（３）質問力

講義
ワーク

７．よりよい電話応対を目指す～プラスαの気づかい
■相手の言外のニーズを察する・探る

講義

８．実践ロールプレイング
【ワーク】お客様のご要望にそった案内を目指す

ワーク

■公開講座スケジュールはこちら ↓

開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年10月02日（月）10：00～16：45

大阪府

26,000円

2017年10月26日（木）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年10月31日（火）10：00～16：45

愛知県

26,000円

2017年11月08日（水）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年11月22日（水）10：00～16：45

福岡県

26,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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基本

電話応対レベルアップ研修

ビジネスでの電話応対経験者を対象にした研修です。
顧客満足の意識向上を前提に、経験して感じた課題・悩みを共有しながら解決策を考えていきます。
電話だからこそ求められるコツ・テクニックを学び、さらなるスキルの向上を目指します。
※電話録音機を使用しての研修となります。

時間
１日間

内容

手法

１．経験から振り返る電話応対
（１）１つの電話応対における構成要素
【ワーク】「お客さまにあまり満足いただけなかった」と感じた事例をあげる
（２）各構成要素を強化する

講義
ワーク

２．顧客満足向上の意識
（１）誰もが「ＣＳ（顧客満足）が大事」と思っている （２）ＣＳ＝顧客満足とは
（３）事前期待を超える （４）ＣＳの実践を阻むもの～注意点
【参考】ＣＳを発揮するためのＥＳ（従業員満足）

講義
ワーク

３．話し方テクニック①～基本スキルの再確認
（１）あいさつ ～ 第一声・終了時・保留時 （２）声・話し方
【ワーク】電話応対のロールプレイングをする
（４）クッション言葉の活用 （５）復唱

講義
ワーク

（３）言葉遣いの基本

４．話し方テクニック②～レベルアップ
（１）会話の「間」 （２）抑揚をしっかり表現する
（３）言葉の使い方～語尾でランクアップ
（４）自分のクセを知る ～不快なパターンに当てはまっていないか
【ワーク】チェックリストにて、自分のクセを確認する
（５）相手に伝わりやすい話し方

講義
ワーク

５．「共感」による信頼関係構築
（１）信頼を得る共感コミュニケーション
（２）相手の話を受け止める方法
【ワーク】「この人は話を聴いてないな」と感じる言動（発言や所作）をあげる
（３）相手の言葉に反応を示す方法
【ワーク】 話を聴いていることを伝えるためのあいづちを考える
（４）質問力～情報収集 （５）相手の情報収集をする方法

講義
ワーク

６．まとめ
【ワーク】研修をふまえて、今後注意するポイントをまとめる

ワーク

■公開講座スケジュールはこちら ↓

開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年11月02日（木）10：00～16：45

宮城県

26,000円

2017年11月16日（木）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年11月20日（月）10：00～16：45

広島県

26,000円

2017年11月22日（水）10：00～16：45

愛知県

26,000円

2017年11月24日（金）10：00～16：45

大阪府

26,000円

2017年11月29日（水）10：00～16：45

東京都

26,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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基本

クレーム電話対応研修

相手の立場に立って言い分を聴くことの重要性を理解したうえで、クレーム対応の基本手順にしたがって、
クレーム対応スキルの醸成を図ります。本研修の特徴は、４つの基本手順のポイントを詳細に解説すると
共に、事例を添えて理解を深めていただくことです。また、各クレームをケース分けしたケース毎の対応方
法を学ぶことにより、現場で即役立つ実践力を身に付けていただけます。
時間
１日間

内容

手法

１．ＣＳを考える
（１）私がお客さまだったら、自社および自社の社員に何をしてほしいか
（２）ＣＳ（顧客満足）とは何か
（３）ＣＳ推進のポイント

講義
個人ワーク
グループ
ワーク

２．クレームとは
（１）近年のクレームの一般的傾向
（２）クレームの種類 ～ ３種類が存在 （善意・悪意・お門違い）
（３）クレーム対応が上手にできない３つの理由
・お詫びできない ・言い訳をしてしまう ・事実の確認ができない

講義

３．クレーム対応の４つの基本手順
※ ４つの基本手順を踏まえれば、十分対応可能 （高度なテクニックは不要）
（１）基本手順１： 組織を代表しているという意識を持ち行動する
（２）基本手順２： 誠実な態度でお詫びし、相手の心情を理解して話をよく聴く
（３）基本手順３： 何が問題になっているか、事実を確認する
（４）基本手順４： 代替案・解決策を提示する （５）その他の留意点
４．クレーム電話対応のポイント
（１）長電話は要注意 （一定時間で対応者を代えると解決が早くなる場合あり）
（２）電話対応の手順
５．ケース別クレーム対応方法
（１）当方に不手際がある場合の対応
（２）当方に非がない、または分からない場合の対応
（３）激怒しているお客さまへの対応 ～ 事実の「ジャブ」を打つ
（４）悪意のクレームへの対応 ～ 困った時の対応例

６．組織としていかにクレームに対応するか
①クレームには「組織」で対応する
②組織的クレーム対応体制をつくる
③月１回１時間のクレーム対策会議で、クレームを大幅削減する

開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年10月06日（金）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年10月20日（金）10：00～16：45

大阪府

26,000円

2017年10月25日（水）10：00～16：45

東京都

26,000円

講義

講義

【ワーク】 クレーム対応ケーススタディ
■テーマ 事前課題をもとに、現場でよくあるケーススタディを作成
■進め方
①お客さま役と対応者役の２人に分かれる
・自分の経験を再現し、迫真の演技で実演
②ロールプレイングの振り返り
・お客さまとして「クレームを言いながら感じたこと」「どのような対応ならば、許せるか
／腹が立つか」等をクラス全員で意見交換
・講師からフィードバック
■効果
①お客さまの立場で考えることで、客観的に評価ができる
②対応練習を繰り返すことで、「冷静な判断力」と「問題解決力」が身に付く

■公開講座スケジュールはこちら ↓

講義

ロールプレ
イング

講義

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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新作
1

電話応対レベルアップ研修
～顧客志向を声に表す編

本研修のねらい・目的
本研修を通じて、基本的な対応にとどまらず、気持ちのこもった・気持ちの伝わ
る対応まで出来るようになることを目的とします。無難でそつのない対応から、
お客さまの心の機微までを読み取った親身な対応へのレベルアップを目指す
研修です。

2

開発した背景
「事務的な電話応対をどうしたら脱却できるのか」というお悩みの声が絶えませ
ん。そのようなお客さまのお役に立つために、本研修を開発いたしました。
「コール評価（電話応対調査、ミステリーコール）の豊富な実績をもとにしたノウ
ハウが満載な研修です。

3

対象とする受講者層
プロの電話応対者としての経験を持ち、基本スキルは既に取得している方

4

本研修のポイント
コールセンター研修を数多く実施する当社がまとめた「電話応対の評価を上げる
２５のポイント」を元に、本研修を作成いたしました。
本研修では以下のポイントを重点的に学んでいただけます。
①顧客満足を高めるための要素
②電話応対評価を上げる話し方、傾聴、質問の仕方
③お客さまへの細やかな配慮の示し方

※半日研修もございます。半日研修の場合は、講義中心です。
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新作

電話応対レベルアップ研修
～顧客志向を声に表す編

時間

１日間

内容

手法

■電話応対２５のポイント

講義

１．経験から振り返る電話応対
（１）１つの電話応対における構成要素
【ワーク】「お客さまに満足いただけた」と感じた事例と、逆に「あまり満足いただけなかった」と
感じた事例をあげる
（２）各構成要素 ～基本、テクニック、より良い対応のポイントを理解する
２．顧客満足向上のカギは心情理解を示すこと
（１）顧客満足の最大のポイントは「心情理解」 （２）感謝の気持ちの伝え方
（３）お客さまから信頼される応対とは？
（４）良い印象の残る電話応対 ～気持ちが残る電話とは？

講義
ワーク

講義

３．話し方テクニック① ～応対の評価アップの基本を再確認
（１）導入（ファーストコンタクト） ～ 第一声で好印象 （２）オープニングの挨拶
（３）声・話し方 ①ボリューム・スピード ②間の取り方
（４）あいづち、クッション言葉の活用
（５）復唱の意義 ～内容の確認と聴いていることの意思表示 （６）間の取り方
【ワーク】ペアでトークスクリプトを読み合う発声練習
～心地よい「声のボリューム」、「話のスピード」、「イントネーション」を習得

講義
ワーク

４．きき方テクニック① ～相手の心情を推し量る「傾聴」のスキル
（１）聞くには３つのレベルがある （２）心で聞く傾聴のスキル
（３）相手の感情への気づきを言葉ではっきり伝える
【ワーク】傾聴のスキルを実践し、チェックシートを用いてフィードバックし合う

講義
ワーク

５．きき方テクニック② ～お客さまのニーズを引き出す「質問」のスキル
（１）良い訊き方とは （２）質問の４つのテクニック
（３）良い回答のポイント ～迅速さと正確さ
（４）意思決定のナビゲート ～お客さまが求めるゴールを理解し会話を主導する
【ワーク】質問のスキルを実践し、チェックシートを用いてフィードバックし合う

講義
ワーク

６．話し方テクニック② ～お客さまの理解度に細やかな配慮を示す
（１）会話の進め方 ～お客さまの要望や質問を受けて会話を広げる
（２）説明力 ～お客さまに正確に伝わるように表現する
【ワーク】よく使う専門用語やカタカナ語を洗い出し、それらについてわかりやすい説明、置き換
える言葉を考える
（３）他者の応対の仕方を評価する
【ワーク】オペレーターの応対音源をきいて良い点、改善点を考える

講義
ワーク

７．総合演習
【ワーク①】難しさを感じた電話の内容・トピックと、それに対する工夫を共有する。
【ワーク②】ワーク①をふまえて自身の応対を改善し練習する

ワーク

【参考】電話クレーム対応の基本
【参考】電話セールスのポイント
【参考】督促電話のポイント

■公開講座実施予定あり。スケジュール調整中です。
インソースHＰよりご確認ください。ＱＲコードはこちら→
４名様以上でご検討の際は、
開催予定が表示されていない場合でも
開催のリクエストが可能です。
お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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（３）その他のお勧め新作ラインナップ
①【最新版】段取り研修
～管理職としての基本的マネジメントスキルを理解する
②業績向上のための組織づくり研修
～OODAループで目標を達成する

25
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最新版
1

段取り研修
～管理職としての基本的マネジメントスキルを理解する

本研修のねらい・目的
管理職に求められる役割を、上司・部下の視点から改めて認識します。そのうえで、
成果をあげる管理職に必要な３つのマネジメントスキル「①部下指導・育成力、②
業務管理力（推進・改善・目標管理） 、③リスク管理力」を習得していただきます。

2

開発した背景
弊社の主力研修であり、昨年は７，９７６名の方にご受講いただきました。
長年ご愛顧いただいている研修です。この度、働き方改革に伴う生産性向上の
流れに合わせ、テキストの内容を刷新しました。業務遂行（スケジュール管理、
人員配置）や労務管理についてもお伝えしています。

3

対象とする受講者層
あらゆる等級の管理職のみなさま
～新任管理職から、課長級、部長級の管理職に加え、役員の方まで様々な方に
ご受講いただき、ご好評いただいております。

4

本研修のポイント
①管理職としての視座を上げ、スキル獲得を支援する様々な演習
管理職の基礎・基本の内容の中に、新たな気づきや視点を得ていただけるような
仕掛けをふんだんに盛り込んでいます。
（演習例）立場を変えて考える管理職の役割、部下のほめるところ発見シート、
業務改善計画書の作成、自部署のリスク洗い出し・優先順位付け 等
②管理職の采配力が一層求められる時代だからこそ、業務推進を改めて学ぶ
働き方改革が叫ばれ、いかにチームの生産性を向上させるか、管理職の采配力
が問われています。成果を最大にする人員配置、スケジュール管理を今回追加
しました。
③多様なメンバーとともに働くために、労務管理の基本や世代の差を知る
参考ページには労務管理の内容も追加しました。多様なメンバーと働くからこそ、
基礎・基本を押さえていただきたいと考えています。また異なる世代とのコミュニ
ケーションの取り方も加えています。
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最新版

段取り研修
～管理職としての基本的マネジメントスキルを理解する
※赤文字が新規追加部分です

時間
午前

内容

手法

１．管理職とは
（１）上司（当社）や部下（広い意味で） は我々に何を求めているのか？
（２）管理職に求められる役割

講義
個人ワーク
グループワーク

２．指導・教育のポイント
（１）指導・教育の目的 （２）指導・教育の意義 （３）人が育つ職場づくり
（４）仕事の教え方・指示の出し方 （５）指示を確認する、常識をすりあわせる
【参考】上司と部下の間に広がる「常識の差」
（６）ほめ言葉が人を動かす ～効果的なほめ方
【ワーク】 部下のほめるところを発見する
（７）「指導する（注意する）」ということの理解
【ワーク】 「言いにくいこと」の言い換える
（８）部下とのコミュニケーションの基本① ～ 部下に声をかける
（９）部下とのコミュニケーションの基本② ～ 部下との対話の重要性
（１０）年上の部下の対応

午後

講義
個人ワーク
グループワーク

３．業務推進
（１）業務推進の基本 ～管理職としてあるべき仕事の仕方
（２）管理職に必要な、スケジュール管理 ～逆算思考 （３）人員配置（アサイン）の仕方

講義
個人ワーク
グループワーク

４．業務改善・目標管理
（１）業務改善の基本
①管理職の創意と意欲が組織の総意を動かす
②改善は小さな一歩から、最初は最も成果の上がる問題に取り組む
③たった１円、たった１分のムダが、積み重なると膨大なコストになる
（２）３ステップでスケジュールを立てる ～業務改善の進め方
（３）業務改善の手順 （４）リーダーとしての改善対象の見つけ方
（５）改善の実現方法を考える ～「はじめ」と「終わり（ゴール）」について
（６）リーダーとしての対策検討のポイント
（７）対策をチェックする５つのポイント
・効果、実行可能性、コスト、現場規則、人間関係
（８）改善を定着させる
【ワーク】自組織の業務改善策と改善企画案（３ヶ月間）の作成

講義
個人ワーク
グループワーク

５．リスクマネジメントとは
（１）管理職がすべきリスクマネジメントとは （２）迅速な対応のために整備すべきもの
（３）初動の心構え
・先頭に立って、トップダウンで、冷静に指揮を取る
（４）リスクを発生させないための工夫
・「ひょっとしたら」を放置しない、「異常なし報告」を奨励 等
（５）組織的リスク管理体制をつくる～組織的なリスク管理を行うポイント
（６）月１回１時間のリスク対策会議で、リスクを大幅削減する
（７）リスクの予測と評価の演習
【ワーク①】リスクの発生直後の対応および発生させない工夫を考える
【ワーク②】リスクの優先順位をつける

講義
個人ワーク
グループワーク

【参考】労務管理の基本
安全配慮義務、３６協定、休日の取り扱い等における注意点等

個人ワーク
グループワーク

６．まとめ

■公開講座スケジュールはこちら ↓
開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年10月03日（火）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年10月11日（水）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年10月11日（水）10：00～16：45

愛知県

26,000円

2017年10月19日（木）10：00～16：45

北海道

26,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
Copyright
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新作
1

業績向上のための組織づくり研修
～ＯＯＤＡループで目的を達成する

本研修のねらい・目的
・確実に業績を上げられる、臨機応変な組織をつくる方法を習得する
・目的達成に最適な即断・即行動の理論「ＯＯＤＡ（ウーダ）ループ」を学ぶ

2

開発した背景
「計画通りに部署の業績が上がらない」「現在の仕事の進め方に遅さを感じる」
という切実な声をよく耳にします。従来の「PDCAサイクル」では、「P（計画）」に
時間がかかり過ぎてしまい、刻々と変化する状況に対応するのは困難です。
環境変化のスピードが増すビジネスの世界を勝ち抜くため、着実に「速く」業績
を向上させる方法をお伝えすべく、本研修を開発いたしました。

3

対象とする受講者層
・組織、部署の運営を担う管理職

4

本研修のポイント
「OODAループ」とは、柔軟かつ迅速な意思決定の流れを４つのプロセスに分けて
わかりやすく理論化したものです。
①「O」（観察）→②「O」（方向付け）→③「D」（決心）→④「A」（行動）
以上の４つのプロセスからなるサイクルの
実践により、刻々と変わる状況に対して、
管理職として臨機応変に対応できるように
なることを、本研修の講義とワークを通じて
理解していただきます。
また、従来の「ＰＤＣＡサイクル」の進め方とも
比較し、現実的に「ＯＯＤＡループ」を活用可能
になっていただけるよう、企業の事例を参考に
しながら解説いたします。
※本研修における「OODAループ」は、米国海兵隊の行動様式をインソースにて
取材・研究したものです。
Copyright
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業績向上のための組織づくり研修

新作

～ＯＯＤＡループで目的を達成する

時間
１日間

内容

手法

１．激しい外部環境変化の中で組織の業績を向上させるには
（１）なぜ計画は達成されないか ～「Ｐ」が現実から遅れていく
■ＰＤＣＡサイクルがうまく回らない３つの理由
①激しい環境変化で計画通り進まない
②そもそも情報が不十分で計画が立たない
③実行の実力が伴わず、進まない
（２）予測できない状況の中、目的を達成する ～即断、即行動の必要性
（３）求められるのは「柔軟な対応力」と「迅速な達成力」
（４）現代のビジネスは戦闘プロセスの連続 ～目的は１つ、やり方は多様
２．目的達成のための「ＯＯＤＡループ」
（１）環境変化の中、臨機応変なＯＯＤＡ（ウーダ）ループで目的を達成する
■「速さ」を強調したＯＯＤＡループ図
（２）「Ｏ」 観察 ～刻々と変化する状況に対応する
①状況の確認 ②特定の変化への対応 ～的を絞った情報収集
【ワーク】自身の業務に関わる、観察すべき事柄を洗い出す。
（３）「Ｏ」 方向付け ～「意思」が戦況を決める
①直観的に進路を決める ②観察内容の分析・統合 ～概念化
③個人の資質・経験則が与える影響 ～教育・訓練で能力差をカバー
【ワーク】ある文章を読んで、情報を関連づけし、どのようなことが分析できるか考える。
（４）「Ｄ」 決心 ～本質を見極め、決断を下す
①方向付けに問題がないか判断 ②方向付けが不十分な場合、＜観察＞に戻る
（５）「Ａ」 行動 ～速度と集中が最大の効果を生む
①速度 ～迅速に行動する ②集中 ～真の目標に労力を注ぐ
③行動のポイントは「スモールＰＤＣＡ」 ～ＰＤＣＡも活用可能
【ワーク】普段の業務の中で決心・行動をためらいがちなことを洗い出す。また、どのような恐れからためらう
のかを考える。
※米国海兵隊の行動原則『Ｗａｒｆｉｇｈｔｉｎｇ』をインソースにて翻訳使用

講義
個人
ワーク
グループ
ワーク

３．ＯＯＤＡの現実的な活用
（１）ＰＤＣＡの効用 ～「いつもＯＯＤＡ」ではダメ
（２）ＯＯＤＡの質を軸に組織は成長する ■ＯＯＤＡを軸にＰＤＣＡが回転上昇する成長イメージ図
（３）ＯＯＤＡ・ＰＤＣＡ図 ■インソースＲｏａｄ ｔｏ Ｎｅｘｔを用いた概略
（４）事例研究「Ｔ社の再建」 ■企業再建のケースに基づいてＰＤＣＡとＯＯＤＡの進め方を比較研究
４．ＯＯＤＡを実現する組織のあり方
（１）プライドのある人材づくり ～日常訓練・教育の大切さ
（２）定期的な配置換え ～常に流動的な組織を目指す
（３）「動く勇気」を称賛する文化づくり～セカンドベスト・サードベストを現場では許容し、動かないことを罰する
５．ＯＯＤＡを実現するリーダーのあり方
（１）上司と部下は「師と弟子」の関係である
【ワーク】「師」として部下に接するなら、どのように接するかを考える。
（２）リーダーが教える大原則 ～緊急時の動き方 （３）飛び越えた命令、報告もありと納得する
【コラム】オーナー企業はなぜ強いのか
（４）「ＯＯＤＡでは動けない部下」をも活かす環境づくり
【ワーク】上司として部下に求める能力を３つ書き出す。
６．ケーススタディ
【ワーク】優秀な社員が他社から引き抜きを受けている場合、上司としてどう対応するべきか、ＯＯＤＡの概念
に則って考える。
７．まとめ

■公開講座実施予定あり。スケジュール調整中です。
インソースHＰよりご確認ください。ＱＲコードはこちら→
４名様以上でご検討の際は、
開催予定が表示されていない場合でも
開催のリクエストが可能です。
お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
Copyright
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ＳＡＬＥＳ ＲＥＰＯＲＴ

（５）新作その後
お客様よりご好評いただいている、これまでの新作研修を、
「新作その後」としてピックアップし、お客様からいただいた
アンケート評価と共に、ご紹介いたします。

①管理職向け生産性向上研修
～かんばん方式を応用した管理職の生産性向上
②達成力強化研修
～仕事を最後までやり抜く力を身に付ける

30
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新作その後

管理職向け生産性向上研修
～かんばん方式を応用した管理職の生産性向上

【2017年6月リリース】

演習が面白いと高評価

1

研修評価
内容評価１００％ ／講師評価１００％／資料評価１００％

2

受講者の声
・要点が絞られており、重要な点、要素が明確であったのが良かった。管理職
の役割、心構えは非常に勉強になった
・管理職研修は何度か参加したが、他セクションの問題が良くわかり、仕事に
直結できると感じました。ためになる研修でした。
・テキストと補足説明の分量、質ともに非常に良い。分かり易い。

3

講師から見た研修風景
「働き方改革」を実践するにあたって、管理職として何よりも求められるのは、
「強い当事者意識をもつ」ことです。自身の「働き方」を変える必要があります。
自組織を取り巻く環境は、変化が速く・激しい状況です。それらの変化対応す
るためには、「仕組み」「人」をつくる必要があります。それらを主導する管理職
の役割は、大変重要になります。本気で「仕組み」「人」づくりを実践することを
切にお願いいたします。

■公開講座スケジュールはこちら ↓
開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年10月19日（木）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年11月24日（金）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年11月29日（水）10：00～16：45

大阪府

26,000円

2017年12月14日（木）10：00～16：45

大阪府

26,000円

2017年01月17日（水）10：00～16：45

大阪府

26,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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新作その後
【2017年6月リリース】

管理職向け生産性向上研修
～かんばん方式を応用した管理職の生産性向上

時間
１日間

内容

手法

１．働き方改革以降の管理職にとって、生産性向上は至上命題
（１）働き方改革の背景とキーワード
【ワーク】組織の視点、部下の視点で、管理職に求められる役割を考える
（２）働き方改革で変化する管理職の役割
①限られた資源で、「最大限の成果」をあげる
②人を追い詰めず、生産性の向上を追求する
２．生産性向上を阻む５つのムダ
（１）チームのムダを発見する
①過剰品質のムダ ②手待ちのムダ ③コミュニケーションのムダ
④分業のムダ
⑤工程のムダ
【ワーク】５つのムダに、自部署のムダを当てはめる
（２）過剰品質（つくりすぎ）のムダは、生産性向上の大きな敵
（３）生まれた「余力」で、新たな価値を生み出す
３．生産性向上の鍵は、日本が誇る「かんばん方式」の応用
※トヨタ生産方式から着想を得た、インソース考案「かんばん方式仕事術」
（１）「ジャスト・イン・タイム」でムダをなくす
～必要なものを、必要なときに、必要なだけ手に入れるジャスト・イン・タイム
（２）トヨタの「かんばん方式」を生産性向上に応用する
■かんばん方式を応用したマネジメントとは
①明確な指示 ②成果の上手な引き取り ③効果的な業務配分
４．かんばん方式のスタートは、仕事の標準を知ること
（１）現状を可視化する３要素
①業務プロセス ②サイクル・タイム（所要時間） ③必要な情報、ツール、タイミング
【ワーク】自部署の仕事の現状を、３つの要素から書き出す
（２）標準を定義する ～標準作業表の作成
【ワーク】自部署の仕事の標準作業表を作成する

修正前

５．明確な指示でムダを生まない、「マイかんばん」づくり
（１）かんばんの活用 ～あいまいな口頭での指示は、生産性の低下を招く
■かんばん：
「何を」「どれだけ」「いつまでに」「どのように」等を示した、明確な部下への指示書
（２）かんばんの作り方
①かんばんの要素を洗い出す
②かんばんに、仕事の標準に基づく明確な指示を書き込む
③上司として支援できることを書き込む
（３）かんばんの運用ルール ～ポイントは、積極的な関与と関心
①かんばんは必ず上司が取りに行く
②かんばんの引き取り日時をその場で決める（手帳に書く）
③中間報告の日時もかんばんに書く
【ワーク】部下に発注するマイかんばんづくり（要素の洗い出し、明確な指示の記載）
＜参考＞インソースのかんばん例

講義
個人
ワーク
グループ
ワーク
実践演習
中心の
プログラム

６．チームワークこそが生産性向上の鍵
（１）チーム全体でフォローする仕組みづくり ～かんばんを利用した、効果的な業務配分
（２）部下の多能工化 ～できることを増やす指導・育成で、チームワークを実現する
（３）バトンタッチゾーン ～チームプレーで生産性を上げる
７．生産性を上げる心構え
（１）生産性を向上させる決意を持つ ～ルールを守る
（２）部下と「運命共同体」の関係になる
（３）「改善は永遠にして無限である」 ～大野耐一氏の言葉より
８．まとめ
【ワーク】明日から取り組むことを書き出す
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新作その後
【2017年6月リリース】

達成力強化研修
～仕事を最後までやり抜く力を身に付ける
ワークが面白いと好評

1

主体的な環境構築を学べる

研修評価
内容評価１００％ ／講師評価１００％／資料評価１００％

2

受講者の声
・最初に立てる目標・目的が具体的であることが非常に重要だと感じました。
日々の業務の忙しさに流されることなく、アイデアがあれば極力早めに、新鮮
なうちに手を付けることを心がけることや、一人で抱え込みすぎず他者を信頼
して任せることで、チームとして成果をつなげることができるようにしたいと思い
ます。
・誰からも納得されて、個人や組織のことを考えた「善い」目標を立てていきたい
と思います。PDCAを意識して、会社の成長に貢献します。
・業務を理解し、目標に向けて意識を高め、継続して行動したいと思います。

3

講師から見た研修風景
グループワークでの切り口提示、深掘りなどを講師主導で進めました。受講者
の皆さまは提示した切り口やケースを積極的に思考し、意見を述べることがで
きており、明日から実践する具体的なポイントも持ち帰ってもらえました。今後、
仕事の進め方に関する具体的なテクニックやスキルを学ぶ下地になったと思い
ます。

■公開講座スケジュールはこちら ↓
開催日

会場

受講料
（税込み）

2017年10月17日（火）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年11月24日（金）10：00～16：45

東京都

26,000円

2017年12月07日（木）10：00～16：45

大阪府

26,000円

2017年12月21日（木）10：00～16：45

東京都

26,000円

インソースＨＰからお申込できます。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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新作その後
【2017年6月リリース】

達成力強化研修
～仕事を最後までやり抜く力を身に付ける

「成果」を出すためには仕事をやり抜くことが絶対条件であることを認識し、身に付けるべき４つの能力を学
びます。やり抜くためには、周囲の人に協力してもらう「環境」を能動的に構築する必要があることを理解し、
実践できるようになることを目指します。
時間
１日間

内容

手法

【ワーク】周囲と協力したり支援を得てやり抜いたことを振り返り、その要因を考える
１．やり抜く力で利を得る
（１）なぜやり抜くのか ～成果を上げ自らが利益を得る
（２）やり抜く力は才能ではなく育てられる
（３）やり抜く力を育てるには
①意識 ～自己鍛錬を怠らない
②人 ～よき師と同志を見つける
【ワーク】見習いたいと思う職場の人の名前を挙げ、どのような要素を見習いたいのか考える
２．やり抜くために必要な４つの能力
（１）仕事をやり抜くための環境（土壌）をつくる
（２）身に付けるべき４つの能力
①周知が納得する「善い」目的をつくることができる
②共感の場をタイムリーにつくり、ビジョンを前向きに伝えることができる
③人材を活用し、ビジョン実現のため協力してもらうことができる
④常に現実を正確に把握し、正しく判断することができる
３．「善い」目的をつくる
（１）目的は自分で設定する
（２）周囲を巻き込む「善い」目的をつくる
（３）「善い」目的とは
①組織に利益がある ②関係する個人全員に利益がある
③「理想」ではなく「実践」できる ④公序良俗に反しない
（４）未来を予測して目的をつくる
ア．経験 イ．歴史 ウ．統計
[参考]目標設定の進め方 ～目標の連鎖
【ワーク】チームにおける「善い」目的を考える

講義
個人ワーク
グループワーク

４．共感の場をつくり、ビジョンを前向きに伝える
（１）「善い」目的の正義を明確に伝える
（２）前向きな言動を意識し、ビジョンを伝える
（３）自分の意見に共感してもらう場をタイムリーにつくる
５．ビジョンの実現に向け最適な人に協力してもらう
【ワーク】チームメンバーや関係者に協力を仰ぎ、動いてもらうときに難しいと感じることを考える
（１）なぜ人に動いてもらうのか
（２）日頃から相手の心情に共感を示す
（３）カギは「この人のためなら動こう」と思われること ～「人たらし」になる
（４）人の特徴を把握する
【ワーク】チーム・部署で必要な業務スキルを書き出し、得意なメンバーを書き出す
【ワーク②】自分が苦手な業務スキルについて、どのように高めるか考える
[参考]依頼の仕方
（５）やり抜くまでの具体的な方法を知る
①プロセスを細分化し、成功体験を積む
②ＰＤＣＡを活用し、実践しながら達成を目指す
６．困難を乗り越える
（１）避けられない困難をチャンスと捉え成長につなげる
（２）困難への対処方法を歴史に学ぶ ～歴史ケーススタディ
【ワーク】具体的な困難のケースについて、歴史上の事例を参考に対処法を考える
①対上司 ②対同僚 ③対他組織
（３）失敗を活かす ～次の成功につなげる
７．まとめ
【ワーク】研修を振り返り、目的を達成する力を身に付けるためどのような努力をするか考える
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新商品・WEB更新情報
コンサルサービス

組織マネジメント・キャリア・働き方診断

働き方改革時代に合わせた現代の視点から、調査項目を編成しています。「仕事と
プライベートの優先度」、「残業削減が給与に影響することへの許容度」といったワー
ク×ライフ×マネーに対する個人の意識や、実際の仕事の進め方など、踏み込んで
調査することで、個人・現場にピントの合った組織改革をサポートします。さらに研修
管理・人事サポートシステム「Leaf」を活用した調査のため、簡便・廉価・短時間での
実施が可能になります。
■詳細はインソースHＰよりご確認ください。ＱＲコードはこちら→

セキュリティアセスメントサービス

標的診断

当システムはお客様の手を煩わせることなく、従業員のセキュリティ耐性について、
悪さをしない疑似ウイルスメールを用いてチェック致します。
無防備な添付ファイル開封や、怪しいサイトへの誘導など、従業員の行動を観測、
分析し、自社の脆弱性を診断いたします。
結果は、ダッシュボード上から確認でき、一人ひとりのセキュリティ意識や脆弱性が
一目瞭然です。
■詳細はインソースHＰよりご確認ください。ＱＲコードはこちら→

新人研修２０１８
インソースでは、新人の不安・新人育成ご担当者様のお悩みをもとに、新人に必要な８大スキルを定義
しました。「新人として仕事を任せてもらうために」といった意識や「信頼され、評価されるために」といった
目的を明確にして、学びと気づきの多い研修を目指します。

■詳細はインソースHＰより
ご確認ください。
ＱＲコードはこちら↓

お電話でもお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル：0120-800-225
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