２０２２年 ＫＣセミナーのご案内

2021 年 10 月 20 日訂

◆「新春経営未来セミナー」《定例年１回》・・・ＫＣ会員様無料参加〔東京・大阪〕
※東京・大阪会場のほか、Zoom でのリアルタイム配信をいたします。（会員様には動画も配信いたします。）
各界のリーダーをお招きして、不況に打ち勝つための企業経営および生き方の指針・知恵を提示します。
２０２２年

東

新春経営未来セミナー

京

大

１月１２日（水）

阪

１月２０日（木）

・東京会場【ウェスティンホテル東京】、大阪会場【ザ・リッツ・カールトン大阪】いずれかの参加となります。
・セミナー時間は、12：30～17：00 となります。（全 4 部制）
・ご本人様の代理参加が可能です。
・都合により欠席された場合は、セミナーCD をお送りします。Zoom 参加のみの方へも送付致します。
・会員企業（グループ会社含む）3 名様以上は優待割引いたします。
・ＨＰの【ＫＣ会員ページ】にて、セミナー音声をお聞きいただけます。

◆「経営実践セミナー」《定例年５回》・・・ＫＣ会員様無料参加〔東京・大阪〕
※東京・大阪会場のほか、Zoom でのリアルタイム配信をいたします。（会員様には動画も配信いたします。）
経営者・幹部の方を対象に、経営理念・ビジョンの重要性、戦略、マーケティングなど、経営の姿勢を
より実践的で具体的な内容に落とし込んだセミナーです。
２０２２年

テーマ

東 京

大 阪

第１回

経営の姿勢、経営者の姿勢

３月１０日（木）

３月１６日（水）

第２回

お客さま第一とマーケティングの基本理論

５月１２日（木）

５月２６日（木）

注目企業の決算分析と実践的財務諸表の読み方

７月１２日（火）

７月２１日（木）

第３回
６月２７日（月）

＜オプション＞ 実践直前！会計の基礎

※東京リアル開催＆オンライン開催

※別料金となります。

第４回

第５回

経営戦略立案と今後の企業経営

９月１４日（水）

９月２７日（火）

（１３：００～１６：１５）

（１３：００～１６：１５）

９月１５日（木）

９月２８日（水）

（１０：００～１６：１５）

（１０：００～１６：１５）

１１月９日（水）

１１月２２日（火）

※第 4 回は 2 日間開催となります。

人を動かす、組織を動かす

・東京会場【ウェスティンホテル東京】、大阪会場【ザ・リッツ・カールトン大阪】いずれかの参加となります。
・セミナー時間（第 4 回以外）は、第Ⅰ部 10：00～11：30／経済情勢・第Ⅱ部 13：00～16：15 となります。
・ご本人様の代理参加が可能です。
・都合により（第 4 回は両日とも) 欠席された場合は、セミナーCD をお送りします。Zoom 参加のみの方へも送付致します。
・会員企業（グループ会社含む）3 名様以上の参加費は優待割引いたします。
・ＨＰの【ＫＣ会員ページ】にて、セミナー音声をお聞きいただけます。

◆「早朝勉強会」《定例年１０回》・・・ＫＣ会員様無料参加〔東京・大阪〕
※東京会場は、Zoom でのリアルタイム配信もいたします。（会員様には動画も配信いたします。）
最新の経営トピック、時事問題などを経営の視点から、わかりやすく解説いたします。
２０２２年
早朝勉強会

会場
・東京（Zoom リアル配信有り）
・大阪

開催月
毎月実施
（1 月、8 月以外）

・開催日やテーマは、決定次第、皆さまに都度ご案内をいたします。
・東京会場【小宮コンサルタンツセミナールーム】、大阪会場【ザ・リッツ・カールトン大阪】いずれかの参加となります。
・開催時間は、8：00～9：00 となります。
・ご本人様の代理参加が可能です。

◆その他ＫＣセミナー・・・ＫＣ会員様優待割引〔東京・その他〕
年間を通じて経営合宿セミナーやＫＣ教室セミナーを開催しています。
日程は裏面のスケジュール表にてご確認ください。

裏面もご覧ください

■ ２０２２年 ＫＣセミナー開催予定 ■
セミナー名

開催月

開催日

１月

・
（定例）新春経営未来セミナー

＜東京＞ 1/12（水） ＜大阪＞ 1/20（木）

２月

・KC 働く「女性塾」

＜東京＞ 2/4（金）

・経営計画策定合宿セミナー

＜未定＞ 2/16（水）～ 19（土）

・
（定例）第１回経営実践セミナー

＜東京＞ 3/10（木） ＜大阪＞ 3/16（水）

・管理職養成講座

＜東京＞ 3/4（金）～ 5（土）

・新入社員・若手社員向け「基本徹底研修」

＜東京＞ 4/4（月）～ 5（火）

・若手経営者塾

＜東京他＞ 4 月～ 12 月（全 9 回）

・後継者ゼミナール

＜東京他＞ 4 月～ 翌 2 月（3 日間×全 10 回、他）

・ＱＰＳ研究会

＜東京＞ 4 月～ 2 月（全 6 回）

・人事について共に学ぶ「人事研鑽会」

＜東京＞ 4 月～ 2 月（全 6 回）

・
（定例）第２回経営実践セミナー

＜東京＞ 5/12（木） ＜大阪＞ 5/26（木）

・経営コンサルタント養成講座

＜東京＞ 5 月～ 翌 2 月、
（全 20 回）

・経営基本講座（春）

＜東京＞ 5 月～ 7 月（全 10 回、夜間）

・ＳＷＯＴ研究会

＜東京＞ 5 月～ 3 月（全 6 回）

・ビジネス基礎力徹底トレーニング 【自立・戦力化コース】

＜東京＞ 5 月～ 翌 3 月（全 5 回）

・ビジネス基礎力徹底トレーニング 【リーダー養成コース】

＜東京＞ 5 月～ 翌 3 月（全 5 回）

・経営者個人目標設定セミナー

＜北海道＞ 6/15（水）～ 17（金）

・実践社長ゼミ

＜東京他＞ 6 月～ 翌 3 月（全 6 回）

・経営塾

＜東京他＞ 6 月～ 翌 2 月（全 9 回）

・
【オプションセミナー】実践直前！「会計の基礎」

＜東京＞

・
（定例）第３回経営実践セミナー

＜東京＞ 7/12（火） ＜大阪＞ 7/21（木）

・KC 働く「女性塾」

＜東京＞ 7/26（火）

８月

・円福チャリティー講演会

＜東京＞ 8/29（月）

９月

・
（定例）第４回経営実践セミナー

＜東京＞ 9/14（水）～ 15（木）

二日間開催

＜大阪＞ 9/27（火）～ 28（水）

となります。

３月

４月

５月

６月

７月

１０月

１１月

１２月

6/27（月）

・経営幹部・管理職合宿セミナー

＜新潟県妙高高原＞ 9/4（日）～ 6（火）

・海外ビジネス視察セミナー

＜未定＞ 10/8（土）～ 14（金）

・経営基本講座（秋）

＜東京＞ 10 月～ 12 月（全 10 回、夜間）

・Ｍ＆Ａ実践的活用法セミナー

＜東京＞ 10/17（月）

・若手社員フォローアップ研修

＜東京＞ 10/20（木）～ 21（金）

・
（定例）第５回経営実践セミナー

＜東京＞ 11/9（水） ＜大阪＞ 11/22（火）

・戦略経営実体験研修【ＳＭＡＲＴ】

＜東京＞ 11/18（金）～ 19（土）

-

-

◆地域ＫＣ会

2022 年度
（1-3 月）
実施予定

地域 KC 会は、KC 会員様同士の切磋琢磨や親睦の場として 2020 年より実施しております。会員様ご自身が
主体となり、経営の実践の共有、お互いの近況報告、悩みの共有や相談、会員様同士の勉強会として、
KC ネットワークを生かした経営の実行力を高めていくよい機会としてご活用いただいております。
地域

開催日

地域

開催日

地域

開催日

東北・北海道
千葉・北関東

1/18（火）
3/25（金）

中部
大阪

1/17（月）
3/18（金）

京都
中国・四国

2/22（火）
2/2（水）

上記セミナースケジュールは、変更となる可能性がございます。
ＫＣホームページ https://www.komcon.co.jp/services/seminar/を随時ご確認ください。
ご質問はセミナー事務局（TEL.03-3556-8388）までお問い合わせください。

