
❖ 階層、分野ごとに体系化された研修で、企業の中核として活躍できる人材を育成
❖ 理論に片寄らず、中小企業の現場での応用を想定した実践的な研修
❖ 異業種の受講生との議論や演習を通じて「新たな視点や気づき」を得る参加型の研修

秋田商工会議所
ビジネススクール 凌雲塾

住　所 ▶ 秋 田 市 旭 北 錦 町 1 - 4 7

ＴＥＬ ▶ 018-866-6677
Ｅメール ▶ s h i e n @ a k i t a c c i . o r . j p　
ホームページ ▶ https://www.akitacci.or.jp

秋田商工会議所 経営支援課

「業種・業態や担当分野」に応じた講座

人材育成による個人の成長が組織の成長と発展の源である

主な講座内容
◦アフターコロナの営業活動
　〜お客様はこう変わった
◦売れない営業・売らない営業
◦低予算で営業ツールを DX 化

《対　象》営業、販売担当者
《会　場》秋田商工会議所　ホール80
《定　員》30名
《受講料》会　員 6,600円（１名、税込）

　　　　  非会員 7,700円（１名、税込）

講 師   大谷　秀樹 氏
㈱大谷秀樹事務所 代表取締役
中小企業診断士

大学で広告を学んだ後、広告代理店において広告計
画の立案や営業ツールの開発などに24年間従事。中小
企業診断士登録後、2012年に「中小企業・小規模事業者の活躍する社会こ
そが豊かな社会である」との想いから独立。東京の月島を拠点に「下町の町
医者」的な存在を目指し、売上改善などの課題を中心に現在まで300社以上
の経営支援に携わる。また、その経験にもとづく豊富な事例を基にしたセミ
ナーは、受講者から具体的でわかりやすいと好評を得ている。

10/19水
9：30～16：30

営業力強化研修 営業活動に必要な営業交渉術の基本、営業ツー
ルについて学びます 。

講 師   原田　正美 氏
Ｓｅｌａｎ　Ｓｔｙｌｅ 代表

東京都文京区出身。日本を代表する銀行にて、総裁
はじめ、各界のＶＩＰの接客を担当する。一流の気遣い、
立ち居振る舞いを目の当たりにして、おもてなしの精
神と接客力を身につける。実家は55年続く小売店を営む。

2007年より大手企業、官公庁、銀行、病院、大学にてビジネスマナー・コミュ
ニケーション研修、接客向上研修を中心に、20,000回以上の登壇実績がある。
本音と本気の研修スタイルには定評がある。

接客向上研修12/15木
9：30～16：30

事例や実践を通し、コロナ時代に負けない接客
力を強化し、真のお客様満足とは何か、時代に淘
汰されない人財の在り方について学びます。

主な講座内容
◦接客マナーとは
◦アフターコロナで世の中はどう変わるのか
◦顧客満足を意識した接客

《対　象》店舗運営者、営業・販売担当者
《会　場》秋田商工会議所　ホール80
《定　員》30名
《受講料》会　員 6,600円（１名、税込）

　　　　  非会員 7,700円（１名、税込）

2022
開催一覧

お申込み・
お問い合わせ



「組織の階層や職歴」に応じた講座

主な講座内容
◦若手社員に求められる役割とは
◦周囲からの信頼をいかに勝ち取るか
◦自立型社員になるための決意

《対　象》若手社員
《会　場》秋田商工会議所　ホール80
《定　員》30名
《受講料》会　員 6,600円（１名、税込）

　　　　  非会員 7,700円（１名、税込）

講 師   相澤　静 氏
相澤静アナウンススクール 代表
伝わる話し方トレーナー

1977年生まれ。成城大学卒業。ＮＨＫ室蘭放送局ア
ナウンサー、ＮＨＫ山形放送局アナウンサーを経て㈱
角川春樹事務所に入社し、総務人事部で採用担当に携わる。 

現在、相澤静アナウンススクールを立ち上げ、就活生への面接試験対策
指導、企業でのマナー、接遇講師として活躍中。

6/16木
9：30～16：30

若手フォローアップ研修
ビジネスの基本や行動・役割を再点

検しながら、見違える効果が期待でき
る実践トレーニングを行います。

主な講座内容
◦コロナ禍における求められるリーダの役割を考える
◦部下の仕事の生産性を高めるためのマネジメント
◦モチベーションを向上させるコミュニケーション

《対　象》管理職・グループリーダー
《会　場》秋田商工会議所　ホール80
《定　員》30名
《受講料》会　員 6,600円（１名、税込）

　　　　  非会員 7,700円（１名、税込）

講 師   石田　祐一郎 氏
㈱ GO FRONTIER 代表取締役

婦人服アパレルブランド会社入社営業マネージャー・
営業課長・取締役営業部長を歴任。10年赤字であった
営業組織を立て直し黒字化を実現する。年商25億円、
60店舗を総括。退職後、石井慧を北京オリンピック金メダルに導いたメン
タルコーチに師事し、コーチングスキルを習得。その後、中小企業の問題
解決、ビジネススキルの向上をサポートする。2016年、㈱ GO FRONTIER 設立。

業種を問わず企業、官公庁などで人材育成、コミュニケーションの活性
化を軸に管理者向けマネジメント研修を年間150回以上登壇する。

8/23火
9：30～16：30

管理職養成研修 環境の変化に柔軟に対応し、成果を出せる管理
職になるためのスキルについて学びます。

主な講座内容
◦電話応対や名刺交換等の基本スキル
◦訪問時・来客案内時のマナー
◦効果的な仕事の進め方

《対　象》2023年度採用新入社員、中途採用社員
《会　場》秋田キャッスルホテル
《定　員》150名
《受講料》6,600円（１名、税込）

※秋田雇用開発協会会員は受講料1,100円（税込）の補助あり

講 師   中安　留美 氏
㈱ビィ・ウィズ 代表取締役

販売、営業職などを経て、秋田県と秋田市の誘致企
業であるコールセンター（本社東京）に入社。社員1,600
名のコールセンター業務において、電話対応やクレー
ム対応等の社内研修指導を担当。その後、グループ会社の人材派遣会社に
出向し、教育研修事業部の設立メンバーとして、講師の他、研修内容の構
築・研修用資料やテキストの作成、自治体向けプレゼンテーション等を実施。
主な研修先は、秋田県内外の自治体や、全国各地の企業等、多岐にわたり、
女性初の取締役となる。退社後はフリーの研修講師として活動。2018年４
月「株式会社ビィ・ウィズ」を起業。

新入社員スタートダッシュ研修
仕事に対する「基本行動」「マナー」の他、研修２日目には「営業職」

「事務職」向けコースに分かれ仕事の進め方を学びます。

2023年

3/16木
13：30～16：30

１
日
目

2023年

3/17金
9：30～16：30

２
日
目

本研修は、受講者同士の距離を取ったうえでのペアワークまたは個人でのワークを行い、間
近での会話を避けて実施いたします。参加される皆様にもマスクの着用等、ご協力をお願い
いたします。その他の対策・詳細については右の２次元バーコードよりご確認いただけます。

新型コロナウイルス
感染症対策について

※定員に達し次第、受付を終了します。



2022年度 秋田商工会議所検定試験
■   ■   ■   実践的能力を身につけ社会で活躍しよう！   ■   ■   ■

※ ネット試験とは、施行から採点・合否判定までインターネットを介して行う試験です。施行日と申込期間は各試験会場によって違います。　
詳しくは日本商工会議所ホームページ（https://www.kentei.ne.jp/）をご覧ください。

秋田ふるさと検定 https://www.akitacci.or.jp/kentei/furusato/

級 試験日 申込期間
１級・２級・３級 2022年 ９月 ４日（日） 2022年 ６月 ６日（月）〜2022年 ８月 ５日（金）

珠算能力検定試験 https://www.akitacci.or.jp/kentei/syuzan/

受付時間　〈窓口平日〉9：00～17：00
級 試験日 申込期間

段位
珠算・暗算１〜 10 級

2022年 ６月26日（日） 2022年 ５月 ９日（月）〜2022年 ５月25日（水）

2022年10月23日（日） 2022年 ９月 ５日（月）〜2022年 ９月21日（水）

2023年 ２月12日（日） 2022年12月19日（月）〜2023年 １月11日（水）

簿記検定試験 https://www.akitacci.or.jp/kentei/boki/

受付時間　〈窓口平日〉9：00～17：00　〈インターネット〉申込開始日0：00～申込締切日23：59
級 試験日 申込期間

１級・２級・３級
2022年 ６月12日（日） 2022年 ４月25日（月）〜2022年 ５月12日（木）

2022年11月20日（日） 2022年10月 ４日（火）〜2022年10月19日（水）

２級・３級 2023年 ２月26日（日） 2023年 １月10日（火）〜2023年 １月26日（木）

ネット
試　験

２級・３級・初級・
原価計算初級

各ネット試験会場が決定
（２・３級は施行休止期間あり）

詳細・お申込みは、日本商工会議所ホームページ
（https://www.kentei.ne.jp/33013）をご確認ください

リテールマーケティング（販売士）検定試験 https://www.kentei.ne.jp/retailsales

級 試験日 申込期間

ネット
試　験 １級・２級・３級 各ネット試験会場が決定 詳細・お申込みは、日本商工会議所ホームページ

（https://www.kentei.ne.jp/retailsales）をご確認ください

日商PC検定試験 https://www.kentei.ne.jp/pc

級 試験日 申込期間

ネット
試　験

１級
2022年10月 ２日（日）

詳細・お申込みは、日本商工会議所ホームページ
（https://www.kentei.ne.jp/pc）をご確認ください

2023年 ２月19日（日）

２級・３級・Basic（基礎級） 各ネット試験会場が決定

電子会計実務検定試験 https://www.kentei.ne.jp/accounting

級 試験日 申込期間

ネット
試　験

１級
2022年10月 ２日（日）

詳細・お申込みは、日本商工会議所ホームページ
（https://www.kentei.ne.jp/accounting）をご確認ください

2023年 ２月19日（日）

２級・３級 各ネット試験会場が決定

日商ビジネス英語検定試験 https://www.kentei.ne.jp/english

級 試験日 申込期間

ネット
試　験

１級 2022年10月 ２日（日） 詳細・お申込みは、日本商工会議所ホームページ
（https://www.kentei.ne.jp/english）をご確認ください２級・３級 各ネット試験会場が決定



※新型コロナウイルス感染症の影響により、記載の検定試験は日程が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※日程等が変更となった場合はホームページにてお知らせいたします。

秋田商工会議所　検定・共済推進課　☎ 018-866-6678
検定ホームページ　https://www.akitacci.or.jp/kentei/
※土・日・祝日・12/29～1/3は窓口受付しておりません。

◦お問い合わせ◦

東京商工会議所主催 の 検定試験　　　　は

すべてネット試験です
ＩＢＴ方式 （受験者自身のパソコン・インターネット環境を利用した受験）と

ＣＢＴ方式 （テストセンターのパソコンを利用した受験）があります。

詳細はこちら（https://kentei.tokyo-cci.or.jp/）をご確認ください。

カラーコーディネーター検定試験 東商検定  https://kentei.tokyo-cci.or.jp/color/

試験方式 級 試験期間 申込期間

ＩＢＴ・
ＣＢＴ共通

アドバンス
スタンダード

第１シーズン（前半） ７月 １日（金）〜 ７月19日（火） ５月25日（水）〜 ６月 ３日（金）

第２シーズン（後半） 10月21日（金）〜11月 ７日（月） ９月13日（火）〜 ９月22日（木）

ビジネス実務法務検定試験 東商検定  https://kentei.tokyo-cci.or.jp/houmu/

試験方式 級 試験期間 申込期間

ＣＢＴ １級 年１回 12月 ４日（日）※実施は１回のみ 11月 １日（火）〜11月10日（木）

ＩＢＴ・
ＣＢＴ共通

２級・３級
第１シーズン（前半） ７月 １日（金）〜 ７月19日（火） ５月25日（水）〜 ６月 ３日（金）

第２シーズン（後半） 10月21日（金）〜11月 ７日（月） ９月13日（火）〜 ９月22日（木）

福祉住環境コーディネーター検定試験 東商検定  https://kentei.tokyo-cci.or.jp/fukushi/

試験方式 級 試験期間 申込期間

ＣＢＴ １級 年１回 12月 ４日（日）※実施は１回のみ 11月 １日（火）〜11月10日（木）

ＩＢＴ・
ＣＢＴ共通

２級・３級
第１シーズン（前半） ７月22日（金）〜 ８月 ８日（月） ６月15日（水）〜 ６月24日（金）

第２シーズン（後半） 11月11日（金）〜11月28日（月） 10月 ５日（水）〜10月14日（金）

環境社会検定試験（eco検定） 東商検定  https://kentei.tokyo-cci.or.jp/eco/

試験方式 試験期間 申込期間

ＩＢＴ・
ＣＢＴ共通

第１シーズン（前半） ７月22日（金）〜 ８月 ８日（月） ６月15日（水）〜 ６月24日（金）

第２シーズン（後半） 11月11日（金）〜11月28日（月） 10月 ５日（水）〜10月14日（金）

ビジネスマネージャー検定試験 東商検定  https://kentei.tokyo-cci.or.jp/bijimane/

試験方式 試験期間 申込期間

ＩＢＴ・
ＣＢＴ共通

第１シーズン（前半） ７月 １日（金）〜 ７月19日（火） ５月25日（水）〜 ６月 ３日（金）

第２シーズン（後半） 10月21日（金）〜11月 ７日（月） ９月13日（火）〜 ９月22日（木）

BATIC（国際会計検定） 東商検定  https://kentei.tokyo-cci.or.jp/batic/

試験方式 試験期間 申込期間

ＩＢＴ・
ＣＢＴ共通

第１シーズン（前半） ７月22日（金）〜 ８月 ８日（月） ６月15日（水）〜 ６月24日（金）

第２シーズン（後半） 11月11日（金）〜11月28日（月） 10月 ５日（水）〜10月14日（金）

詳しくはこちら
をご覧ください

東商検定


