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事業内容についてはこちらをご覧ください
仙台商工会議所 検索

仙台商工会議所ウェブサイト
月2回、セミナーやイベント等
の開催情報、助成金制度の紹介、
地域情報などビジネスに役立つ
情報をお送りしています。

仙台商工会議所メールニュース

仙台商工会議所
経営支援グループ

Tel.022-265-8127
seminar@sendaicci.or.jp

セミナーのご案内

１．各セミナーの案内及び詳細は、原則として開催月の１ヵ月前に
　　①当所月報「飛翔」折込チラシ　②当所ホームページ（https://www.sendaicci.or.jp/）にてお知らせします。
２．お申込みは、原則として開催月の前月８日より当所ホームページのお申込みフォームより受け付けます。
３．有料セミナーの場合、お申込み後１週間以内にメールにて参加費や振込先をお知らせします。
　　期日までに参加費をお振込みください。（振込手数料は貴社負担）
４．有料セミナーのキャンセルは、締切日以降にご連絡いただいた場合は参加費の返金は致しかねます。
　　また、参加費が未納の場合はご負担いただきます。
５．オンラインセミナーの場合、オンライン受講申込者には、開催日前日までに、視聴ＵＲＬ等についてメールにてご連絡します。
　　視聴の際は主にテレビ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」を使用する予定ですので、事前にアプリのダウンロードを推奨しています。
　　また、インターネットに接続可能なパソコン等をご準備いただくほか、　通信料は参加者負担となりますのでご注意ください。
６．オンライン受講の場合、１つの端末で複数名の受講はご遠慮いただくとともに、
　　セミナーの録音・録画・スクリーンショット等は禁止とします。
７．講師業、士業、コンサルタント業など、講師と同業の方からのお申込みは、受講をお断りする場合がございます。

お申込み方法

１企業で３名様以上お申込みいただいた場合は割引があります。詳細は、各セミナーチラシをご確認ください。
会員企業のお得な割引特典！

人気のセミナーはすぐに定員に達します！
お早めにお申し込みください！

経験豊富な講師陣による事例紹介や分かりやすい説明に加え、
実践的な内容ですぐに業務に生かせます！

■講義+実践の多彩な講義内容！ ■受講者同士の情報交換も！

■オンライン受講も一部可能！
新型コロナウイルス対策として、完全オンラインの他、一部セミナー
では会場とオンラインを併用したハイブリッド形式でも開催します。
詳細は、各セミナーチラシやホームページをご覧ください。

■階層別・レベル別に選択できる！
新入社員から経営者まで階層別の講座や、人気講師のセミナー、
またレベル別の講座もあり、ニーズにあわせて受講いただけます！

階層別・テーマ別セミナーでは、同じ悩みを抱える受講者同士が
知識を深めるだけでなく、情報交換や人脈形成にもご活用いただけ
ますので、ビジネスチャンスに繋がります！

講習会・セミナーの特徴

問い合わせ先

随時更新中！
Facebook

「新型コロナウイルス感染防止」ご協力のお願い
　会場にて受講される皆様におかれましては、マスク着用や検温、手洗い・アルコール消毒等に努めていただくとともに、発熱や
体調不良等の症状のある方は受講を見送るなど何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。
　今後の感染拡大の状況等により、やむを得ず開催を見合わせる場合やオンラインへ開催方法を変更する場合等がありますので、ご
了承くださいますようお願いいたします。

人材育成は企業活動の要であり、
企業の発展には欠かせない役割の一つです。
それぞれの立場や役割によって必要とされる
職務遂行能力は違います。
仙台商工会議所では、
新入社員から管理職・経営者まで
それぞれの立場の方が実践で生かせる
セミナーを多数開催いたします。
毎年多くの皆様に好評の当所セミナーを、
ぜひ貴社の “人材育成” にお役立てください！

リーダーシップと
チームマネジメント力育成セミナー

17日(金)  10:00～16:00 定員40名
職場のリーダーとしてチームをまとめ、けん引していく
ために必要とされるスキルや、リーダーシップとは何
か、リーダーとして注意すべき点など、これから職場で
中核となって活躍していく社員のマネジメント力育成
をめざします。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円

23

若手～中堅社員・リーダーになりたての方若中

2
月
2
月

2023年

新入社員講習会（2日間連講）  

29日(水)･30日(木) 9:30～17:00
新入社員として身につけるべき「仕事の基本」「人
間関係の基本」「ビジネスマナーの基本」をメイン
に、実習を豊富に交えたセミナーです。24

対象▶ 参加費▶会員：19,000円　非会員：29,000円2023年度入社予定の新入社員等 新

定員60名

3
月
3
月

2023年

…このアイコンはセミナースキルごとに

　分類したものです。

　研修内容をご理解の上、セミナーを

　お申込みください。
経/役 …経営者・役員

リ/管 …リーダー・管理職

中 …中堅社員

若 …若手社員

新 …新入社員

スキル（分野）別セミナースキル（分野）別セミナー

新 入 社 員新 入 社 員
3～5年目程度

5～10年目程度

若 手 社 員若 手 社 員

中 堅 社 員中 堅 社 員
リーダー管理職リーダー管理職

経営者・役員経営者・役員上級上級

新人新人

※参加費には消費税・テキスト代が含まれます。
※開催日時・参加費・タイトル等は一部変更になる場合があります。また、セミナーの開催進行に必要な人数に達しない
　場合や、地震・台風等の自然災害、交通災害、感染症拡大、および講師の急病などやむを得ない場合には、開催を中止、ま
たは内容・開催場所・日程などを変更する場合がありますのでご了承ください。

※このほか、事業継続力強化計画セミナーや、1day創業支援セミナー等の開催を予定しています。開催日等の詳細は、
決定次第ホームページ等でお知らせします。

弁護士  鈴木忠司

司法書士  佐藤光洋
弁護士  浅倉稔雅
弁護士  翠川   洋

弁護士  丸山水穂
弁護士  長尾浩行
弁護士  武田賢治

弁護士  渡部真莉奈
弁護士  渡邊弘毅
弁護士  橋本治子

副所長
弁護士  小向俊和

ＱＲコード

事業承継実践セミナー

20日(金)  14:00～16:00 定員40名
事業承継を円滑に進めるためには何をすれば良
いのか、問題になりやすいポイントとその対策を
実例を交えて解説します。

対象▶ 事業承継を検討している経営者･後継者等●●経/役 参加費▶無料

21

～個人事業者向け～
決算書作成の進め方セミナー

23日(月)  13:30～15:30 定員40名
確定申告に向けてどのように準備を進めたらよいか
分からない、初めて確定申告を行うといった個人事
業者向けに一般的な決算書作成までの進め方や考え
方、具体的な準備について解説します。

対象▶ 個人の小規模事業者※特に開業1年～2年未満の方

22

●●経/役 参加費▶無料

1
月
1
月

2023年

会員限定・無料　365日・24時間受講可能会員限定・無料　365日・24時間受講可能
商工会議所「WEBセミナー」
「コロナ禍で外部セミナーが受講できない」「開催日程が合わずに参加できない」など従来のセミナーでは参加が難しい方々には、
インターネット環境があれば、時間と場所にとらわれず気軽に参加できる「ＷＥＢセミナー」を提供いたします。従業員の社員
研修や、テレワーク時の自己研鑽などに是非ご活用ください。

※サービス提供：株式会社イー・ブレーン
※ご視聴にはインターネット環境をご準備いただく必要があります。
※当所主催セミナーとは別プログラムの配信となります。
※お問い合わせ：仙台商工会議所管理グループ
　　　　　　　　Tel022-265-8125　kanri-all@sendaicci.or.jp

ご視聴頂くためにはIDとパスワードが必要です。
本サービスをご利用希望の方は右記まで
お問い合わせください。

600本以上の
多彩なセミナーが
無料で見放題

600本以上の
多彩なセミナーが
無料で見放題

365日・24時間、
いつでも、どこでも、
何度でも利用可能

365日・24時間、
いつでも、どこでも、
何度でも利用可能

経営に役立つ
旬な話題のほか、

階層別・職種別研修や
スキル向上に資する
厳選した内容

経営に役立つ
旬な話題のほか、

階層別・職種別研修や
スキル向上に資する
厳選した内容

参加費 1 7 11 12 18 20 23 24 のセミナーは有料です。
上記以外のセミナーは、無料です。

リ/管

2022年度より新たに東京商工会議所が主催するオンライン研修講座の一部を、当所会員事業所の皆様も、東京商工会議所の会員価格
で受講いただけるようになりました。オンライン上でのグループワークやディスカッションなどが出来ることから、参集と同様の効
果が見込めますので、ぜひ当所主催セミナーと併せて貴社の人材育成にご活用ください。
＜ご注意＞
会員料金適用のためには、仙台商工会議所経由での申込みが必要です。仙台商工会議所のホームページか
ら、各講座の「申込フォーム」よりお申込みください。東京商工会議所ホームページから直接申込みされ
た場合、会員料金が適用されないことがありますのでご注意ください。

東京商工会議所主催「オンライン研修講座」のご案内

詳細は
コチラ▶



企業にとって人材は重要な経営資源です。
各社ごとに自社が望む社員像があり、新入社員から中堅社員、リーダー・
管理職と、各段階で身に付けてほしい、出来てほしいと期待する能力が
あり、それを習得させるための社員育成プランをお持ちのことと思います。
仙台商工会議所では、企業規模や業種・業態などを問わず、階層別・職種別
の豊かなバリエーションで、講習会・セミナーを開催しています。
ぜひ、貴社の人材育成にご活用ください。

仙台商工会議所の
講習会・セミナーの
活用を！

組織の活性化へ直結する人材育成に

…経営者・役員経/役 …リーダー・管理職リ/管 …中堅社員中 …若手社員若 …新入社員新

対象▶ 小規模事業者等●●経/役 参加費▶無料

2 あきらめるな経営者！事業再生・再建セミナー

17日(火)  13:30～15:30 定員40名
倒産を乗り越えた企業の再生事例をもとに、倒産
防止策・企業再生のノウハウについて税理士・弁
護士が解説します。

対象▶ 新入社員・若手社員等新若 参加費▶会員：30,000円　非会員：50,000円

1 若手社員の企画力を引き上げるヒットプランナー育成講座（全2回）

16日(月)･26日(木) 10:00~17:00 定員30名
新入社員や若手社員に「企画力」は必要不可欠。これま
でにない価値を生み出し、人を魅了するためのノウハ
ウを学ぶことで、既成概念にとらわれずに新しい価値
創造や会社の課題解決ができる人材育成を目指しま
す。

対象▶ ●● 小規模事業者等経/役 参加費▶無料

3 事業計画策定セミナー

23日(月)  15:00～17:00 定員40名
自社の発展に向けた重要な指針となり、融資や補
助金申請にも生かせる「事業計画策定」のポイン
トを解説します。

5
月
5
月

対象▶ ●● 小規模事業者等経/役 参加費▶無料

5 3時間で楽しく身につく！
「中小企業の債権回収の秘訣」

17日(金)  13:30～16:30 定員40名
取引先から、売掛金、工事代金等の債権を払ってもらえ
ないことは、中小企業にとって死活問題です。そこで、
債権回収の基礎と中小企業が取り得る具体的な債権回
収の方法や秘訣について、具体例でわかりやすく解説
します。

対象▶ 新任･中堅経理担当者等新若 参加費▶無料

4 経理の基本セミナー

6 日(月)  13:00～17:00 定員40名
簿記の仕組みや経理の基礎知識、決算書の読み方
や生かし方等、経理担当者として知っておきたい
知識を網羅できます。

6
月
6
月

6 DXを活用した業務効率化＆デジタルマーケティングセミナー

5 日(火)  13:30~16:30 定員40名
デジタル化による業務改善といっても何から始めたらい
いか分からない小規模事業者の方へ身近な日常業務から
取り組めることは何かを解説します。さらに、デジタルを
活用したマーケティングの考え方・役立つツールなどか
ら、売上アップにつながるテクニックも解説します。

●●経/役対象▶ 小規模事業者等 参加費▶無料

7
月
7
月

新入社員フォローアップセミナー

29日(木)  9:30～17:00 定員40名
入社からこれまでの自分を振り返り、プロとしての自覚
の再確認を行って意識と意欲を高めると共に、仕事の基
本の再確認、人間関係とコミュニケーションの再確認、ビ
ジネスマナーの再徹底を行ってレベルアップにつなげる
ことを目的に、実習を交えながら実践的に習得します。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円●●新 2022年度新入社員等

12

8 商品リニューアルのススメセミナー

22日(金)  16:00～18:00 定員30名
事業者がビジネスの世界で生き残るためには、お客様が
本当に喜ぶ「価値ある商品」を世に出し続けることが最
も効果的です。予算も人員も限られた環境の中で、自社
商品の潜在力を確認し、リニューアルを成功させるため
のポイントやコツをわかりやすく解説します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 若 小規模事業者等

7 電話応対＆クレーム対応セミナー

13日(水)  10:00～17:00 定員40名
適切な電話応対の基本的なスキルを身につけ、迅速かつ
正確な対応を目指します。また、クレーム対応のスキルを
学び、クレームの原因やお客様の心情、クレーム対応の４
つの基本ステップと再発防止について学びます。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円若手社員､中堅社員･リーダー･管理職中

セキュリティの重要性
～業務遂行に必要なデジタルリテラシー～

25日(月)  13:30～15:30 定員40名
昨今、情報漏えいの事故が多発しており、その原因の殆
どは、ヒューマンエラーによるものです。普段使用して
いるデジタル機器に潜む脅威や、それらを防ぐ方法を解
説します。また、セキュリティを通して、デジタルリテラ
シーへの理解を高めます。

対象▶ 参加費▶無料小規模事業者等

9

7
月
7
月

プレゼンテーションスキルアップセミナー

20日(木)  15:00～17:00 定員40名
相手の心を動かすプレゼンテーションとは何か、
そのために必要な準備やポイント等について、実
践を交えながらわかりやすく解説します。15

対象▶ 参加費▶無料広報･営業担当者

インボイス制度対策セミナー

19日(水)  13:30～15:00 定員40名
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の
仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（イ
ンボイス制度）が導入されます。本制度内容、実務上の
対応やポイントを把握し、今後の事業への影響と対策
を解説します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 小規模事業者等

14

3 時間でわかる！
「訴訟リスクに対応する労務管理のポイント」

26日(水)  13:30～16:30 定員40名
労働法の基礎知識をお伝えすると共に、労働契約存続
中・終了時の訴訟リスクに対応するための労務管理のポ
イントを、裁判例などの事例を交えて解説。企業側が労
働法を理解することで無用な紛争を予防するとともに、
速やかな解決を図ることを目指します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 経営者･労務担当者等

16

10
月
10
月

創業支援セミナー

10月～11月[全6回]開催 定員40名

創業時に必要な基礎知識の習得、具体的な創業計
画書の作成方法等を実践的なカリキュラムで学
びます。17

対象▶ 参加費▶無料創業予定者等

10
月
〜
11
月

10
月
〜
11
月

事業承継解説セミナー

14日(月)  14:00～16:00 定員40社
経営者にとって会社を継続させる上で「事業承
継」は避けて通れない問題です。承継者不足問題
が深刻化している今、改めて「事業承継」について
解説します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 事業承継を検討している経営者･後継者等

19

中小企業の業績改善を実現する経営分析セミナー 
～売り・強みの発見法～

7 日(月)   10:00～16:00 定員40名
マーケティング視点での経営分析を行い、フレームワーク
を用いて、商品・サービスの売り・強みがどのように企業経
営に好影響をもたらしているのか、自社のブランドとは何
か、取るべき戦略の方向性を理解し、業績改善を目指しま
す。

対象▶ 経営者･役員､マーケティング担当者等

18

参加費▶会員：16,000円   非会員：26,000円

中途採用向け
仕事力向上＆ビジネスマナーセミナー

16日(水)  10:00～17:00 定員40名
本セミナーでは、ＰＤＣＡサイクルや仕事の判断軸、優
先順位、報・連・相といった主体的行動が取れるよう、効
率性を図る仕事の基本スキルや進め方について強化す
るとともに、ビジネスマナーの基本などについて習得
し、更なるスキルアップを目指します。

対象▶ 中途採用社員､若手社員等

20

参加費▶会員：16,000円   非会員：26,000円

11
月
11
月

貿易実務セミナー

12日(水)  13:30～16:30
輸出業務を行う際にて必要な手続きのポイント
や法改正等について解説します。13

対象▶ 参加費▶無料

定員40名

輸出事業者等

10
月
10
月

中

経/役 若中リ/管 新

いちから始める営業DX化
～商談数を2倍にする対面・非対面営業の手法とは～

13日(火)  10:00～17:00 定員40名
DXを活用したオンライン営業の進め方について学びます。
集客段階から見込み客の育成方法、受注まで無理なく
DXを進めるための方法等、本来あるべきソリューショ
ン型営業プロセスを整理しDXでのオンライン営業スキ
ルについても習得します。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円営業担当者等

11

経/役 若中リ/管 新

プレスリリースセミナー

8 日(木)  16:30～19:00 定員40名
メディアに取り上げてもらうための情報発信「プレスリ
リース」の作成やリリース方法など、PRの方法が学べま
す。すぐに実践できる内容で広報初心者にもわかりやす
く解説します。

対象▶ 参加費▶無料小規模事業者等

10
9
月
9
月

●●経/役 若中リ/管

リ/管 若

●●経/役 若中リ/管 ●●新

●●経/役 若中リ/管 ●●新

経/役 若中リ/管 新

中 ●●若



企業にとって人材は重要な経営資源です。
各社ごとに自社が望む社員像があり、新入社員から中堅社員、リーダー・
管理職と、各段階で身に付けてほしい、出来てほしいと期待する能力が
あり、それを習得させるための社員育成プランをお持ちのことと思います。
仙台商工会議所では、企業規模や業種・業態などを問わず、階層別・職種別
の豊かなバリエーションで、講習会・セミナーを開催しています。
ぜひ、貴社の人材育成にご活用ください。

仙台商工会議所の
講習会・セミナーの
活用を！

組織の活性化へ直結する人材育成に

…経営者・役員経/役 …リーダー・管理職リ/管 …中堅社員中 …若手社員若 …新入社員新

対象▶ 小規模事業者等●●経/役 参加費▶無料

2 あきらめるな経営者！事業再生・再建セミナー

17日(火)  13:30～15:30 定員40名
倒産を乗り越えた企業の再生事例をもとに、倒産
防止策・企業再生のノウハウについて税理士・弁
護士が解説します。

対象▶ 新入社員・若手社員等新若 参加費▶会員：30,000円　非会員：50,000円

1 若手社員の企画力を引き上げるヒットプランナー育成講座（全2回）

16日(月)･26日(木) 10:00~17:00 定員30名
新入社員や若手社員に「企画力」は必要不可欠。これま
でにない価値を生み出し、人を魅了するためのノウハ
ウを学ぶことで、既成概念にとらわれずに新しい価値
創造や会社の課題解決ができる人材育成を目指しま
す。

対象▶ ●● 小規模事業者等経/役 参加費▶無料

3 事業計画策定セミナー

23日(月)  15:00～17:00 定員40名
自社の発展に向けた重要な指針となり、融資や補
助金申請にも生かせる「事業計画策定」のポイン
トを解説します。

5
月
5
月

対象▶ ●● 小規模事業者等経/役 参加費▶無料

5 3時間で楽しく身につく！
「中小企業の債権回収の秘訣」

17日(金)  13:30～16:30 定員40名
取引先から、売掛金、工事代金等の債権を払ってもらえ
ないことは、中小企業にとって死活問題です。そこで、
債権回収の基礎と中小企業が取り得る具体的な債権回
収の方法や秘訣について、具体例でわかりやすく解説
します。

対象▶ 新任･中堅経理担当者等新若 参加費▶無料

4 経理の基本セミナー

6 日(月)  13:00～17:00 定員40名
簿記の仕組みや経理の基礎知識、決算書の読み方
や生かし方等、経理担当者として知っておきたい
知識を網羅できます。

6
月
6
月

6 DXを活用した業務効率化＆デジタルマーケティングセミナー

5 日(火)  13:30~16:30 定員40名
デジタル化による業務改善といっても何から始めたらい
いか分からない小規模事業者の方へ身近な日常業務から
取り組めることは何かを解説します。さらに、デジタルを
活用したマーケティングの考え方・役立つツールなどか
ら、売上アップにつながるテクニックも解説します。

●●経/役対象▶ 小規模事業者等 参加費▶無料

7
月
7
月

新入社員フォローアップセミナー

29日(木)  9:30～17:00 定員40名
入社からこれまでの自分を振り返り、プロとしての自覚
の再確認を行って意識と意欲を高めると共に、仕事の基
本の再確認、人間関係とコミュニケーションの再確認、ビ
ジネスマナーの再徹底を行ってレベルアップにつなげる
ことを目的に、実習を交えながら実践的に習得します。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円●●新 2022年度新入社員等

12

8 商品リニューアルのススメセミナー

22日(金)  16:00～18:00 定員30名
事業者がビジネスの世界で生き残るためには、お客様が
本当に喜ぶ「価値ある商品」を世に出し続けることが最
も効果的です。予算も人員も限られた環境の中で、自社
商品の潜在力を確認し、リニューアルを成功させるため
のポイントやコツをわかりやすく解説します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 若 小規模事業者等

7 電話応対＆クレーム対応セミナー

13日(水)  10:00～17:00 定員40名
適切な電話応対の基本的なスキルを身につけ、迅速かつ
正確な対応を目指します。また、クレーム対応のスキルを
学び、クレームの原因やお客様の心情、クレーム対応の４
つの基本ステップと再発防止について学びます。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円若手社員､中堅社員･リーダー･管理職中

セキュリティの重要性
～業務遂行に必要なデジタルリテラシー～

25日(月)  13:30～15:30 定員40名
昨今、情報漏えいの事故が多発しており、その原因の殆
どは、ヒューマンエラーによるものです。普段使用して
いるデジタル機器に潜む脅威や、それらを防ぐ方法を解
説します。また、セキュリティを通して、デジタルリテラ
シーへの理解を高めます。

対象▶ 参加費▶無料小規模事業者等

9

7
月
7
月

プレゼンテーションスキルアップセミナー

20日(木)  15:00～17:00 定員40名
相手の心を動かすプレゼンテーションとは何か、
そのために必要な準備やポイント等について、実
践を交えながらわかりやすく解説します。15

対象▶ 参加費▶無料広報･営業担当者

インボイス制度対策セミナー

19日(水)  13:30～15:00 定員40名
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の
仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（イ
ンボイス制度）が導入されます。本制度内容、実務上の
対応やポイントを把握し、今後の事業への影響と対策
を解説します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 小規模事業者等

14

3 時間でわかる！
「訴訟リスクに対応する労務管理のポイント」

26日(水)  13:30～16:30 定員40名
労働法の基礎知識をお伝えすると共に、労働契約存続
中・終了時の訴訟リスクに対応するための労務管理のポ
イントを、裁判例などの事例を交えて解説。企業側が労
働法を理解することで無用な紛争を予防するとともに、
速やかな解決を図ることを目指します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 経営者･労務担当者等

16

10
月
10
月

創業支援セミナー

10月～11月[全6回]開催 定員40名

創業時に必要な基礎知識の習得、具体的な創業計
画書の作成方法等を実践的なカリキュラムで学
びます。17

対象▶ 参加費▶無料創業予定者等

10
月
〜
11
月

10
月
〜
11
月

事業承継解説セミナー

14日(月)  14:00～16:00 定員40社
経営者にとって会社を継続させる上で「事業承
継」は避けて通れない問題です。承継者不足問題
が深刻化している今、改めて「事業承継」について
解説します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 事業承継を検討している経営者･後継者等

19

中小企業の業績改善を実現する経営分析セミナー 
～売り・強みの発見法～

7 日(月)   10:00～16:00 定員40名
マーケティング視点での経営分析を行い、フレームワーク
を用いて、商品・サービスの売り・強みがどのように企業経
営に好影響をもたらしているのか、自社のブランドとは何
か、取るべき戦略の方向性を理解し、業績改善を目指しま
す。

対象▶ 経営者･役員､マーケティング担当者等

18

参加費▶会員：16,000円   非会員：26,000円

中途採用向け
仕事力向上＆ビジネスマナーセミナー

16日(水)  10:00～17:00 定員40名
本セミナーでは、ＰＤＣＡサイクルや仕事の判断軸、優
先順位、報・連・相といった主体的行動が取れるよう、効
率性を図る仕事の基本スキルや進め方について強化す
るとともに、ビジネスマナーの基本などについて習得
し、更なるスキルアップを目指します。

対象▶ 中途採用社員､若手社員等

20

参加費▶会員：16,000円   非会員：26,000円

11
月
11
月

貿易実務セミナー

12日(水)  13:30～16:30
輸出業務を行う際にて必要な手続きのポイント
や法改正等について解説します。13

対象▶ 参加費▶無料

定員40名

輸出事業者等

10
月
10
月

中

経/役 若中リ/管 新

いちから始める営業DX化
～商談数を2倍にする対面・非対面営業の手法とは～

13日(火)  10:00～17:00 定員40名
DXを活用したオンライン営業の進め方について学びます。
集客段階から見込み客の育成方法、受注まで無理なく
DXを進めるための方法等、本来あるべきソリューショ
ン型営業プロセスを整理しDXでのオンライン営業スキ
ルについても習得します。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円営業担当者等

11

経/役 若中リ/管 新

プレスリリースセミナー

8 日(木)  16:30～19:00 定員40名
メディアに取り上げてもらうための情報発信「プレスリ
リース」の作成やリリース方法など、PRの方法が学べま
す。すぐに実践できる内容で広報初心者にもわかりやす
く解説します。

対象▶ 参加費▶無料小規模事業者等

10
9
月
9
月

●●経/役 若中リ/管

リ/管 若

●●経/役 若中リ/管 ●●新

●●経/役 若中リ/管 ●●新

経/役 若中リ/管 新

中 ●●若



企業にとって人材は重要な経営資源です。
各社ごとに自社が望む社員像があり、新入社員から中堅社員、リーダー・
管理職と、各段階で身に付けてほしい、出来てほしいと期待する能力が
あり、それを習得させるための社員育成プランをお持ちのことと思います。
仙台商工会議所では、企業規模や業種・業態などを問わず、階層別・職種別
の豊かなバリエーションで、講習会・セミナーを開催しています。
ぜひ、貴社の人材育成にご活用ください。

仙台商工会議所の
講習会・セミナーの
活用を！

組織の活性化へ直結する人材育成に

…経営者・役員経/役 …リーダー・管理職リ/管 …中堅社員中 …若手社員若 …新入社員新

対象▶ 小規模事業者等●●経/役 参加費▶無料

2 あきらめるな経営者！事業再生・再建セミナー

17日(火)  13:30～15:30 定員40名
倒産を乗り越えた企業の再生事例をもとに、倒産
防止策・企業再生のノウハウについて税理士・弁
護士が解説します。

対象▶ 新入社員・若手社員等新若 参加費▶会員：30,000円　非会員：50,000円

1 若手社員の企画力を引き上げるヒットプランナー育成講座（全2回）

16日(月)･26日(木) 10:00~17:00 定員30名
新入社員や若手社員に「企画力」は必要不可欠。これま
でにない価値を生み出し、人を魅了するためのノウハ
ウを学ぶことで、既成概念にとらわれずに新しい価値
創造や会社の課題解決ができる人材育成を目指しま
す。

対象▶ ●● 小規模事業者等経/役 参加費▶無料

3 事業計画策定セミナー

23日(月)  15:00～17:00 定員40名
自社の発展に向けた重要な指針となり、融資や補
助金申請にも生かせる「事業計画策定」のポイン
トを解説します。

5
月
5
月

対象▶ ●● 小規模事業者等経/役 参加費▶無料

5 3時間で楽しく身につく！
「中小企業の債権回収の秘訣」

17日(金)  13:30～16:30 定員40名
取引先から、売掛金、工事代金等の債権を払ってもらえ
ないことは、中小企業にとって死活問題です。そこで、
債権回収の基礎と中小企業が取り得る具体的な債権回
収の方法や秘訣について、具体例でわかりやすく解説
します。

対象▶ 新任･中堅経理担当者等新若 参加費▶無料

4 経理の基本セミナー

6 日(月)  13:00～17:00 定員40名
簿記の仕組みや経理の基礎知識、決算書の読み方
や生かし方等、経理担当者として知っておきたい
知識を網羅できます。

6
月
6
月

6 DXを活用した業務効率化＆デジタルマーケティングセミナー

5 日(火)  13:30~16:30 定員40名
デジタル化による業務改善といっても何から始めたらい
いか分からない小規模事業者の方へ身近な日常業務から
取り組めることは何かを解説します。さらに、デジタルを
活用したマーケティングの考え方・役立つツールなどか
ら、売上アップにつながるテクニックも解説します。

●●経/役対象▶ 小規模事業者等 参加費▶無料

7
月
7
月

新入社員フォローアップセミナー

29日(木)  9:30～17:00 定員40名
入社からこれまでの自分を振り返り、プロとしての自覚
の再確認を行って意識と意欲を高めると共に、仕事の基
本の再確認、人間関係とコミュニケーションの再確認、ビ
ジネスマナーの再徹底を行ってレベルアップにつなげる
ことを目的に、実習を交えながら実践的に習得します。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円●●新 2022年度新入社員等

12

8 商品リニューアルのススメセミナー

22日(金)  16:00～18:00 定員30名
事業者がビジネスの世界で生き残るためには、お客様が
本当に喜ぶ「価値ある商品」を世に出し続けることが最
も効果的です。予算も人員も限られた環境の中で、自社
商品の潜在力を確認し、リニューアルを成功させるため
のポイントやコツをわかりやすく解説します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 若 小規模事業者等

7 電話応対＆クレーム対応セミナー

13日(水)  10:00～17:00 定員40名
適切な電話応対の基本的なスキルを身につけ、迅速かつ
正確な対応を目指します。また、クレーム対応のスキルを
学び、クレームの原因やお客様の心情、クレーム対応の４
つの基本ステップと再発防止について学びます。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円若手社員､中堅社員･リーダー･管理職中

セキュリティの重要性
～業務遂行に必要なデジタルリテラシー～

25日(月)  13:30～15:30 定員40名
昨今、情報漏えいの事故が多発しており、その原因の殆
どは、ヒューマンエラーによるものです。普段使用して
いるデジタル機器に潜む脅威や、それらを防ぐ方法を解
説します。また、セキュリティを通して、デジタルリテラ
シーへの理解を高めます。

対象▶ 参加費▶無料小規模事業者等

9

7
月
7
月

プレゼンテーションスキルアップセミナー

20日(木)  15:00～17:00 定員40名
相手の心を動かすプレゼンテーションとは何か、
そのために必要な準備やポイント等について、実
践を交えながらわかりやすく解説します。15

対象▶ 参加費▶無料広報･営業担当者

インボイス制度対策セミナー

19日(水)  13:30～15:00 定員40名
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の
仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（イ
ンボイス制度）が導入されます。本制度内容、実務上の
対応やポイントを把握し、今後の事業への影響と対策
を解説します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 小規模事業者等

14

3 時間でわかる！
「訴訟リスクに対応する労務管理のポイント」

26日(水)  13:30～16:30 定員40名
労働法の基礎知識をお伝えすると共に、労働契約存続
中・終了時の訴訟リスクに対応するための労務管理のポ
イントを、裁判例などの事例を交えて解説。企業側が労
働法を理解することで無用な紛争を予防するとともに、
速やかな解決を図ることを目指します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 経営者･労務担当者等

16

10
月
10
月

創業支援セミナー

10月～11月[全6回]開催 定員40名

創業時に必要な基礎知識の習得、具体的な創業計
画書の作成方法等を実践的なカリキュラムで学
びます。17

対象▶ 参加費▶無料創業予定者等

10
月
〜
11
月

10
月
〜
11
月

事業承継解説セミナー

14日(月)  14:00～16:00 定員40社
経営者にとって会社を継続させる上で「事業承
継」は避けて通れない問題です。承継者不足問題
が深刻化している今、改めて「事業承継」について
解説します。

対象▶ 参加費▶無料●●経/役 事業承継を検討している経営者･後継者等

19

中小企業の業績改善を実現する経営分析セミナー 
～売り・強みの発見法～

7 日(月)   10:00～16:00 定員40名
マーケティング視点での経営分析を行い、フレームワーク
を用いて、商品・サービスの売り・強みがどのように企業経
営に好影響をもたらしているのか、自社のブランドとは何
か、取るべき戦略の方向性を理解し、業績改善を目指しま
す。

対象▶ 経営者･役員､マーケティング担当者等

18

参加費▶会員：16,000円   非会員：26,000円

中途採用向け
仕事力向上＆ビジネスマナーセミナー

16日(水)  10:00～17:00 定員40名
本セミナーでは、ＰＤＣＡサイクルや仕事の判断軸、優
先順位、報・連・相といった主体的行動が取れるよう、効
率性を図る仕事の基本スキルや進め方について強化す
るとともに、ビジネスマナーの基本などについて習得
し、更なるスキルアップを目指します。

対象▶ 中途採用社員､若手社員等

20

参加費▶会員：16,000円   非会員：26,000円

11
月
11
月

貿易実務セミナー

12日(水)  13:30～16:30
輸出業務を行う際にて必要な手続きのポイント
や法改正等について解説します。13

対象▶ 参加費▶無料

定員40名

輸出事業者等

10
月
10
月

中

経/役 若中リ/管 新

いちから始める営業DX化
～商談数を2倍にする対面・非対面営業の手法とは～

13日(火)  10:00～17:00 定員40名
DXを活用したオンライン営業の進め方について学びます。
集客段階から見込み客の育成方法、受注まで無理なく
DXを進めるための方法等、本来あるべきソリューショ
ン型営業プロセスを整理しDXでのオンライン営業スキ
ルについても習得します。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円営業担当者等

11

経/役 若中リ/管 新

プレスリリースセミナー

8 日(木)  16:30～19:00 定員40名
メディアに取り上げてもらうための情報発信「プレスリ
リース」の作成やリリース方法など、PRの方法が学べま
す。すぐに実践できる内容で広報初心者にもわかりやす
く解説します。

対象▶ 参加費▶無料小規模事業者等

10
9
月
9
月

●●経/役 若中リ/管

リ/管 若

●●経/役 若中リ/管 ●●新

●●経/役 若中リ/管 ●●新

経/役 若中リ/管 新

中 ●●若



2022年度

https://www.sendaicci.or.jp/

事業内容についてはこちらをご覧ください
仙台商工会議所 検索

仙台商工会議所ウェブサイト
月2回、セミナーやイベント等
の開催情報、助成金制度の紹介、
地域情報などビジネスに役立つ
情報をお送りしています。

仙台商工会議所メールニュース

仙台商工会議所
経営支援グループ

Tel.022-265-8127
seminar@sendaicci.or.jp

セミナーのご案内

１．各セミナーの案内及び詳細は、原則として開催月の１ヵ月前に
　　①当所月報「飛翔」折込チラシ　②当所ホームページ（https://www.sendaicci.or.jp/）にてお知らせします。
２．お申込みは、原則として開催月の前月８日より当所ホームページのお申込みフォームより受け付けます。
３．有料セミナーの場合、お申込み後１週間以内にメールにて参加費や振込先をお知らせします。
　　期日までに参加費をお振込みください。（振込手数料は貴社負担）
４．有料セミナーのキャンセルは、締切日以降にご連絡いただいた場合は参加費の返金は致しかねます。
　　また、参加費が未納の場合はご負担いただきます。
５．オンラインセミナーの場合、オンライン受講申込者には、開催日前日までに、視聴ＵＲＬ等についてメールにてご連絡します。
　　視聴の際は主にテレビ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」を使用する予定ですので、事前にアプリのダウンロードを推奨しています。
　　また、インターネットに接続可能なパソコン等をご準備いただくほか、　通信料は参加者負担となりますのでご注意ください。
６．オンライン受講の場合、１つの端末で複数名の受講はご遠慮いただくとともに、
　　セミナーの録音・録画・スクリーンショット等は禁止とします。
７．講師業、士業、コンサルタント業など、講師と同業の方からのお申込みは、受講をお断りする場合がございます。

お申込み方法

１企業で３名様以上お申込みいただいた場合は割引があります。詳細は、各セミナーチラシをご確認ください。
会員企業のお得な割引特典！

人気のセミナーはすぐに定員に達します！
お早めにお申し込みください！

経験豊富な講師陣による事例紹介や分かりやすい説明に加え、
実践的な内容ですぐに業務に生かせます！

■講義+実践の多彩な講義内容！ ■受講者同士の情報交換も！

■オンライン受講も一部可能！
新型コロナウイルス対策として、完全オンラインの他、一部セミナー
では会場とオンラインを併用したハイブリッド形式でも開催します。
詳細は、各セミナーチラシやホームページをご覧ください。

■階層別・レベル別に選択できる！
新入社員から経営者まで階層別の講座や、人気講師のセミナー、
またレベル別の講座もあり、ニーズにあわせて受講いただけます！

階層別・テーマ別セミナーでは、同じ悩みを抱える受講者同士が
知識を深めるだけでなく、情報交換や人脈形成にもご活用いただけ
ますので、ビジネスチャンスに繋がります！

講習会・セミナーの特徴

問い合わせ先

随時更新中！
Facebook

「新型コロナウイルス感染防止」ご協力のお願い
　会場にて受講される皆様におかれましては、マスク着用や検温、手洗い・アルコール消毒等に努めていただくとともに、発熱や
体調不良等の症状のある方は受講を見送るなど何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。
　今後の感染拡大の状況等により、やむを得ず開催を見合わせる場合やオンラインへ開催方法を変更する場合等がありますので、ご
了承くださいますようお願いいたします。

人材育成は企業活動の要であり、
企業の発展には欠かせない役割の一つです。
それぞれの立場や役割によって必要とされる
職務遂行能力は違います。
仙台商工会議所では、
新入社員から管理職・経営者まで
それぞれの立場の方が実践で生かせる
セミナーを多数開催いたします。
毎年多くの皆様に好評の当所セミナーを、
ぜひ貴社の “人材育成” にお役立てください！

リーダーシップと
チームマネジメント力育成セミナー

17日(金)  10:00～16:00 定員40名
職場のリーダーとしてチームをまとめ、けん引していく
ために必要とされるスキルや、リーダーシップとは何
か、リーダーとして注意すべき点など、これから職場で
中核となって活躍していく社員のマネジメント力育成
をめざします。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円

23

若手～中堅社員・リーダーになりたての方若中

2
月
2
月

2023年

新入社員講習会（2日間連講）  

29日(水)･30日(木) 9:30～17:00
新入社員として身につけるべき「仕事の基本」「人
間関係の基本」「ビジネスマナーの基本」をメイン
に、実習を豊富に交えたセミナーです。24

対象▶ 参加費▶会員：19,000円　非会員：29,000円2023年度入社予定の新入社員等 新

定員60名

3
月
3
月

2023年

…このアイコンはセミナースキルごとに

　分類したものです。

　研修内容をご理解の上、セミナーを

　お申込みください。
経/役 …経営者・役員

リ/管 …リーダー・管理職

中 …中堅社員

若 …若手社員

新 …新入社員

スキル（分野）別セミナースキル（分野）別セミナー

新 入 社 員新 入 社 員
3～5年目程度

5～10年目程度

若 手 社 員若 手 社 員

中 堅 社 員中 堅 社 員
リーダー管理職リーダー管理職

経営者・役員経営者・役員上級上級

新人新人

※参加費には消費税・テキスト代が含まれます。
※開催日時・参加費・タイトル等は一部変更になる場合があります。また、セミナーの開催進行に必要な人数に達しない
　場合や、地震・台風等の自然災害、交通災害、感染症拡大、および講師の急病などやむを得ない場合には、開催を中止、ま
たは内容・開催場所・日程などを変更する場合がありますのでご了承ください。

※このほか、事業継続力強化計画セミナーや、1day創業支援セミナー等の開催を予定しています。開催日等の詳細は、
決定次第ホームページ等でお知らせします。

弁護士  鈴木忠司

司法書士  佐藤光洋
弁護士  浅倉稔雅
弁護士  翠川   洋

弁護士  丸山水穂
弁護士  長尾浩行
弁護士  武田賢治

弁護士  渡部真莉奈
弁護士  渡邊弘毅
弁護士  橋本治子

副所長
弁護士  小向俊和

ＱＲコード

事業承継実践セミナー

20日(金)  14:00～16:00 定員40名
事業承継を円滑に進めるためには何をすれば良
いのか、問題になりやすいポイントとその対策を
実例を交えて解説します。

対象▶ 事業承継を検討している経営者･後継者等●●経/役 参加費▶無料

21

～個人事業者向け～
決算書作成の進め方セミナー

23日(月)  13:30～15:30 定員40名
確定申告に向けてどのように準備を進めたらよいか
分からない、初めて確定申告を行うといった個人事
業者向けに一般的な決算書作成までの進め方や考え
方、具体的な準備について解説します。

対象▶ 個人の小規模事業者※特に開業1年～2年未満の方

22

●●経/役 参加費▶無料

1
月
1
月

2023年

会員限定・無料　365日・24時間受講可能会員限定・無料　365日・24時間受講可能
商工会議所「WEBセミナー」
「コロナ禍で外部セミナーが受講できない」「開催日程が合わずに参加できない」など従来のセミナーでは参加が難しい方々には、
インターネット環境があれば、時間と場所にとらわれず気軽に参加できる「ＷＥＢセミナー」を提供いたします。従業員の社員
研修や、テレワーク時の自己研鑽などに是非ご活用ください。

※サービス提供：株式会社イー・ブレーン
※ご視聴にはインターネット環境をご準備いただく必要があります。
※当所主催セミナーとは別プログラムの配信となります。
※お問い合わせ：仙台商工会議所管理グループ
　　　　　　　　Tel022-265-8125　kanri-all@sendaicci.or.jp

ご視聴頂くためにはIDとパスワードが必要です。
本サービスをご利用希望の方は右記まで
お問い合わせください。

600本以上の
多彩なセミナーが
無料で見放題

600本以上の
多彩なセミナーが
無料で見放題

365日・24時間、
いつでも、どこでも、
何度でも利用可能

365日・24時間、
いつでも、どこでも、
何度でも利用可能

経営に役立つ
旬な話題のほか、

階層別・職種別研修や
スキル向上に資する
厳選した内容

経営に役立つ
旬な話題のほか、

階層別・職種別研修や
スキル向上に資する
厳選した内容

参加費 1 7 11 12 18 20 23 24 のセミナーは有料です。
上記以外のセミナーは、無料です。

リ/管

2022年度より新たに東京商工会議所が主催するオンライン研修講座の一部を、当所会員事業所の皆様も、東京商工会議所の会員価格
で受講いただけるようになりました。オンライン上でのグループワークやディスカッションなどが出来ることから、参集と同様の効
果が見込めますので、ぜひ当所主催セミナーと併せて貴社の人材育成にご活用ください。
＜ご注意＞
会員料金適用のためには、仙台商工会議所経由での申込みが必要です。仙台商工会議所のホームページか
ら、各講座の「申込フォーム」よりお申込みください。東京商工会議所ホームページから直接申込みされ
た場合、会員料金が適用されないことがありますのでご注意ください。

東京商工会議所主催「オンライン研修講座」のご案内

詳細は
コチラ▶
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事業内容についてはこちらをご覧ください
仙台商工会議所 検索

仙台商工会議所ウェブサイト
月2回、セミナーやイベント等
の開催情報、助成金制度の紹介、
地域情報などビジネスに役立つ
情報をお送りしています。

仙台商工会議所メールニュース

仙台商工会議所
経営支援グループ

Tel.022-265-8127
seminar@sendaicci.or.jp

セミナーのご案内

１．各セミナーの案内及び詳細は、原則として開催月の１ヵ月前に
　　①当所月報「飛翔」折込チラシ　②当所ホームページ（https://www.sendaicci.or.jp/）にてお知らせします。
２．お申込みは、原則として開催月の前月８日より当所ホームページのお申込みフォームより受け付けます。
３．有料セミナーの場合、お申込み後１週間以内にメールにて参加費や振込先をお知らせします。
　　期日までに参加費をお振込みください。（振込手数料は貴社負担）
４．有料セミナーのキャンセルは、締切日以降にご連絡いただいた場合は参加費の返金は致しかねます。
　　また、参加費が未納の場合はご負担いただきます。
５．オンラインセミナーの場合、オンライン受講申込者には、開催日前日までに、視聴ＵＲＬ等についてメールにてご連絡します。
　　視聴の際は主にテレビ会議アプリ「Ｚｏｏｍ」を使用する予定ですので、事前にアプリのダウンロードを推奨しています。
　　また、インターネットに接続可能なパソコン等をご準備いただくほか、　通信料は参加者負担となりますのでご注意ください。
６．オンライン受講の場合、１つの端末で複数名の受講はご遠慮いただくとともに、
　　セミナーの録音・録画・スクリーンショット等は禁止とします。
７．講師業、士業、コンサルタント業など、講師と同業の方からのお申込みは、受講をお断りする場合がございます。

お申込み方法

１企業で３名様以上お申込みいただいた場合は割引があります。詳細は、各セミナーチラシをご確認ください。
会員企業のお得な割引特典！

人気のセミナーはすぐに定員に達します！
お早めにお申し込みください！

経験豊富な講師陣による事例紹介や分かりやすい説明に加え、
実践的な内容ですぐに業務に生かせます！

■講義+実践の多彩な講義内容！ ■受講者同士の情報交換も！

■オンライン受講も一部可能！
新型コロナウイルス対策として、完全オンラインの他、一部セミナー
では会場とオンラインを併用したハイブリッド形式でも開催します。
詳細は、各セミナーチラシやホームページをご覧ください。

■階層別・レベル別に選択できる！
新入社員から経営者まで階層別の講座や、人気講師のセミナー、
またレベル別の講座もあり、ニーズにあわせて受講いただけます！

階層別・テーマ別セミナーでは、同じ悩みを抱える受講者同士が
知識を深めるだけでなく、情報交換や人脈形成にもご活用いただけ
ますので、ビジネスチャンスに繋がります！

講習会・セミナーの特徴

問い合わせ先

随時更新中！
Facebook

「新型コロナウイルス感染防止」ご協力のお願い
　会場にて受講される皆様におかれましては、マスク着用や検温、手洗い・アルコール消毒等に努めていただくとともに、発熱や
体調不良等の症状のある方は受講を見送るなど何卒ご協力の程よろしくお願いいたします。
　今後の感染拡大の状況等により、やむを得ず開催を見合わせる場合やオンラインへ開催方法を変更する場合等がありますので、ご
了承くださいますようお願いいたします。

人材育成は企業活動の要であり、
企業の発展には欠かせない役割の一つです。
それぞれの立場や役割によって必要とされる
職務遂行能力は違います。
仙台商工会議所では、
新入社員から管理職・経営者まで
それぞれの立場の方が実践で生かせる
セミナーを多数開催いたします。
毎年多くの皆様に好評の当所セミナーを、
ぜひ貴社の “人材育成” にお役立てください！

リーダーシップと
チームマネジメント力育成セミナー

17日(金)  10:00～16:00 定員40名
職場のリーダーとしてチームをまとめ、けん引していく
ために必要とされるスキルや、リーダーシップとは何
か、リーダーとして注意すべき点など、これから職場で
中核となって活躍していく社員のマネジメント力育成
をめざします。

対象▶ 参加費▶会員：16,000円　非会員：26,000円
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若手～中堅社員・リーダーになりたての方若中

2
月
2
月

2023年

新入社員講習会（2日間連講）  

29日(水)･30日(木) 9:30～17:00
新入社員として身につけるべき「仕事の基本」「人
間関係の基本」「ビジネスマナーの基本」をメイン
に、実習を豊富に交えたセミナーです。24

対象▶ 参加費▶会員：19,000円　非会員：29,000円2023年度入社予定の新入社員等 新

定員60名

3
月
3
月

2023年

…このアイコンはセミナースキルごとに

　分類したものです。

　研修内容をご理解の上、セミナーを

　お申込みください。
経/役 …経営者・役員

リ/管 …リーダー・管理職

中 …中堅社員

若 …若手社員

新 …新入社員

スキル（分野）別セミナースキル（分野）別セミナー

新 入 社 員新 入 社 員
3～5年目程度

5～10年目程度

若 手 社 員若 手 社 員

中 堅 社 員中 堅 社 員
リーダー管理職リーダー管理職

経営者・役員経営者・役員上級上級

新人新人

※参加費には消費税・テキスト代が含まれます。
※開催日時・参加費・タイトル等は一部変更になる場合があります。また、セミナーの開催進行に必要な人数に達しない
　場合や、地震・台風等の自然災害、交通災害、感染症拡大、および講師の急病などやむを得ない場合には、開催を中止、ま
たは内容・開催場所・日程などを変更する場合がありますのでご了承ください。

※このほか、事業継続力強化計画セミナーや、1day創業支援セミナー等の開催を予定しています。開催日等の詳細は、
決定次第ホームページ等でお知らせします。

弁護士  鈴木忠司

司法書士  佐藤光洋
弁護士  浅倉稔雅
弁護士  翠川   洋

弁護士  丸山水穂
弁護士  長尾浩行
弁護士  武田賢治

弁護士  渡部真莉奈
弁護士  渡邊弘毅
弁護士  橋本治子

副所長
弁護士  小向俊和

ＱＲコード

事業承継実践セミナー

20日(金)  14:00～16:00 定員40名
事業承継を円滑に進めるためには何をすれば良
いのか、問題になりやすいポイントとその対策を
実例を交えて解説します。

対象▶ 事業承継を検討している経営者･後継者等●●経/役 参加費▶無料

21

～個人事業者向け～
決算書作成の進め方セミナー

23日(月)  13:30～15:30 定員40名
確定申告に向けてどのように準備を進めたらよいか
分からない、初めて確定申告を行うといった個人事
業者向けに一般的な決算書作成までの進め方や考え
方、具体的な準備について解説します。

対象▶ 個人の小規模事業者※特に開業1年～2年未満の方

22

●●経/役 参加費▶無料

1
月
1
月

2023年

会員限定・無料　365日・24時間受講可能会員限定・無料　365日・24時間受講可能
商工会議所「WEBセミナー」
「コロナ禍で外部セミナーが受講できない」「開催日程が合わずに参加できない」など従来のセミナーでは参加が難しい方々には、
インターネット環境があれば、時間と場所にとらわれず気軽に参加できる「ＷＥＢセミナー」を提供いたします。従業員の社員
研修や、テレワーク時の自己研鑽などに是非ご活用ください。

※サービス提供：株式会社イー・ブレーン
※ご視聴にはインターネット環境をご準備いただく必要があります。
※当所主催セミナーとは別プログラムの配信となります。
※お問い合わせ：仙台商工会議所管理グループ
　　　　　　　　Tel022-265-8125　kanri-all@sendaicci.or.jp

ご視聴頂くためにはIDとパスワードが必要です。
本サービスをご利用希望の方は右記まで
お問い合わせください。

600本以上の
多彩なセミナーが
無料で見放題

600本以上の
多彩なセミナーが
無料で見放題

365日・24時間、
いつでも、どこでも、
何度でも利用可能

365日・24時間、
いつでも、どこでも、
何度でも利用可能

経営に役立つ
旬な話題のほか、

階層別・職種別研修や
スキル向上に資する
厳選した内容

経営に役立つ
旬な話題のほか、

階層別・職種別研修や
スキル向上に資する
厳選した内容

参加費 1 7 11 12 18 20 23 24 のセミナーは有料です。
上記以外のセミナーは、無料です。

リ/管

2022年度より新たに東京商工会議所が主催するオンライン研修講座の一部を、当所会員事業所の皆様も、東京商工会議所の会員価格
で受講いただけるようになりました。オンライン上でのグループワークやディスカッションなどが出来ることから、参集と同様の効
果が見込めますので、ぜひ当所主催セミナーと併せて貴社の人材育成にご活用ください。
＜ご注意＞
会員料金適用のためには、仙台商工会議所経由での申込みが必要です。仙台商工会議所のホームページか
ら、各講座の「申込フォーム」よりお申込みください。東京商工会議所ホームページから直接申込みされ
た場合、会員料金が適用されないことがありますのでご注意ください。

東京商工会議所主催「オンライン研修講座」のご案内

詳細は
コチラ▶




