
2021 年度 新・経営力向上セミナー 
 

With コロナから after コロナに向けて勝ち抜く「経営セミナー」のご提案 

数次にわたる「緊急事態宣言」の発出、それに続く「蔓延防止等重点措置」の発令は地域経済にも少なからず

負の影響を与えております。しかし、そうした危機的な状況の中で、危機（ピンチ）を機会（チャンス）と捉えて

経営的な革新に踏み切り、業績を大幅に拡大している企業もあります。 

今回の「新・経営力向上セミナー」では「with コロナを乗り越え、after コロナに勝ち取る」を中心テーマに会員事

業所様の「経営戦略の DX 型革新」「地域性を活かした新・商材開発」「SNS 等のパーソナルメディアを活かす

超販売促進」「Zoom 活用の営業戦略構築」「売上拡大の新・販路開拓」「人材育成・雇用維持」等の実効

性の高い研修講座を「分かり易く」「使えるように」「受講者満足を高める」を基本に企画いたしました。 

 

ジャイロ総合コンサルティングならではの「安心」「安全」のオンラインセミナー 

本年 9 月 1 日にデジタル庁創設が決まりました。同庁は「組織の縦割りを排し、国全体のデジタル化を主導す

る」としており、中小企業等を対象としたセミナー・相談会の開催など全国的なテレワーク導入支援体制の構築、

労務管理やセキュリティに関する相談事業、テレワーク導入に要した経費の助成等を実施し、地方に暮らしてい

ても都会と同じ仕事ができる社会を実現する」としています。一方、産経新聞（３月２８日版記事）によれば、

「新入社員研修は、対面との併用も含めオンライン化が主流だ。今回ヒアリングした４０社弱で、対面を基本と

するのはコンビニ大手のローソンだけ」 日産自動車のように製造現場では対面の研修も設定されており、接客を

伴う星野リゾートなどでは対面の比重を多くするというが、オンライン研修がもはや一般的だ。「２年前まではほとん

どの企業が対面での研修を実施。それが、コロナによって一気に進んだ。テレワークや在宅勤務が進んだように、新

入社員研修でも新しい様式が定着している」との状況です。 

もはや、商工会・商工会議所にとってオンライン化研修は必須事項となりつつあります。ジャイロ総合コンサルティン

グでは昨年の 4 月 7 日の「緊急事態宣言」発出以降からオンライン研修を実施し既に 300 回を超えるオンライ

ン研修実績を得ておりますが、その間に「セキュリティ問題」も含め研修にかかる問題は一度もありませんでした。 

※ リモート（オンライン）、ハイブリット（オンライン＋オフライン）研修講座の際はご希望に応じて、研修担

当職員様に向けて事前にリモートシステム（Zoom）の録画（動画）による使い方解説と接続テスト等

を行う他、Zoom を用いた実施トレーニング等も行っております。 

 

受講者募集もお任せください 

1. SNS 等を活用した受講者募集のお手伝いをさせていただいております。特にリモート（オンライン）研修、

ハイブリット（オンライン＋オフライン）研修等の場合、SNS 告知は非常に効果的で殆どの開催で予定

人数を上回っています。 

2. 受講者の募集にあたってのチラシ原稿を用意しています。 

3. 創業塾等では弊社のサイトに RP（特設ホームページ）を設けることで、受講者人数を大幅に増やすこ

とが可能です。 

 

研修・講座に関しては何でもお気軽にお申しつけ下さい 



 

2021 年度 新・経営力向上セミナー 

全ての講座は 60分～180分の範囲で開催できます 

№ テーマ № 1 with コロナを乗り切る、地域中小企業の「事業再構築」セミナー 

背景・目的 【背景】 

世界的な感染を引き起こしたコロナ禍の中で企業間格差は大きく広がりました。要するに、

with コロナ（コロナ感染のなか）に的確に対応できた会社は業績（営業利益）を上げ続

けています。そうした企業の多くはコロナ禍での経験に基づいて after コロナ（コロナ感染終

息後）に向けて新たな経営戦略を構築しつつあります。一部の経営者には「コロナ禍が終

息すれば元に戻る」と考えている方がいるようですが決してそんなことはありません。After コロ

ナはニューノーマル（New Normal）の始まりです。ニューノーマルの時代に向けた事業再

構築が with コロナを乗り切り after コロナの勝者になる可能性を高めます。 

 

【目的】 

全てのビジネスシーンでリモート対応が常態化するなかにあって地域の中小企業にとって業績

拡大に向けた大きなチャンスであることは間違いありません。本セミナーでは地域の「強み」を

再確認し DX 化によるコスト削減と売上拡大を目指す「事業再構築」に向けたビジネスモデ

ル検討を学びます。 

 

研修内容 ・コロナ禍が終息した段階で新たなビジネスルールが本格的に動き出す 

・after コロナに向けて変える経営戦略のポイントは DX 

・DX は難しい話では無い。地方から DX は動き出す 

・新たな時代に生まれるビジネスモデル（儲かる仕組み）とは 

・ニューノーマルにおけるビジネスモデルのポイントは売上より利益重視 

・上手に活用して事業を再構築する「事業再構築補助金」の概要、他 

研修形態 完全リモート型（オンライン）、ハイブリット型（会場視聴＋リモート受講）、集合型（従

来型）の何れも可能です。 

備考 ⚫ 複数の講師がおりますので日時設定についてはご予定に合わせられます。 

⚫ リモート又はハイブリット対応の場合はブレイクアウトルームの設定等について当方のサポ

ートスタッフがリモートでの支援を行いますのでご安心いただけます。 

⚫ リモート又はハイブリット型の場合は事後に「セミナー録画視聴」も可能です。 

⚫ 弊社が中小企業用に開発した実効性の高い「オリジナル・ビジネスモデル・シート」を提

供させていただきます。 

 

 

 

 



№ テーマ № 2 地域観光・飲食産業の with コロナの事業継続戦略 

背景・目的 【背景】 

本年の東京オリンピック・パラリンピック開催によるインバウンド需要は 5 兆円規模になると見

込まれていましたが、パンデミックのため五輪関連需要は蒸発したと言わざるを得ません。とく

にインバウンド需要の恩恵が少なくなかった地方経済には大きな打撃となりそうです。 

五輪需要を当て込んだ設備投資も大きな負担となりつつあります。そうした中で地域観光・

飲食業の with コロナ期の事業継続は喫緊の課題です。 

 

【目的】 

本セミナーでは、地域観光業・飲食業の新たな取り組みとして、地域事業者が共同で取り

組むリモート観光＋地域名物販売事業、リモートワーク（アドレスホッパー）の方を対象とし

た長期滞在への取り組み等、実態に即した事例とアイデアを紹介しつつ、地域の実情に合わ

せた取り組みに向けて GD 演習を通じて「需要回復に入る after コロナ期」に向けた対策を

戦略的に構築します。 

 

研修内容 ・with コロナ期の地域観光業・飲食業の先進事例を知る 

・観光・飲食の全てが駄目な訳では無い 

・できることも、やれることもまだまたある。諦めたら終わり。やり方一つで収益は維持できる 

・地域内（移動可能エリア）の対応を考えてみる 

・地域内の対応と地域外の対応は分けて考える 

・域内対応としてのテイクアウト対応、ランチメ対応、ティータイム対応、限定スペシャルディナ

ー対応等の工夫 

・観光・飲食の with コロナを乗り切るビジネスモデル構築、他 

※順不同 

GD 演習 【演習形態】KJ 法によるブレーンストーミング型（60 分） 

【テーマ】我が地域の特性を活かした、with コロナの集客戦略 

5 名～9 名までの奇数人数のグループに分かれ上記のテーマに沿って自由な意見交換を行

い、グループ全体としての意見をまとめ受講者全員に対して発表を行います。 

こうすることによって、地域活性化のアイデアが得られることと合わせて域内全体の事業者間

の協力体制が構築され活性化の実効を得ることが可能となります。 

研修形態 完全リモート型（オンライン）、ハイブリット型（会場視聴＋リモート受講）、集合型（従

来型）の何れも可能です。 

備考 ⚫ 本セミナーは演習込みの二部構成ですが、セミナーのみの一部構成も可能です。 

⚫ 複数の講師がおりますので日時設定についてはご予定に合わせられます。 

⚫ リモート又はハイブリット対応の場合はブレイクアウトルームの設定等について当方のサポ

ートスタッフがリモートでの支援を行いますのでご安心いただけます。 

⚫ リモート又はハイブリット型の場合は事後に「セミナー録画視聴」も可能です。 

 



 

№ テーマ № 3 地域中小企業「発」全国の新・販売（BtoC）手法セミナー 

～やってみれば、意外に簡単なネット通販～ 

背景・目的 【背景】 

少子高齢化が深刻化するなか地域内消費は落ち込みが顕著です。地域内の供給を地域

内需要では賄いきれない中で地域内の事業所の売上は落ち込み、昨年度は地域事業所

を中心に 5 万社に上る企業が廃業に追い込まれているのが現状です。しかし、そうした中で

コロナ禍の影響でリモート化が進み都市部の消費者を中心にネットでの買い物が急速に増

加しています。これは地方企業にとって非常に有利な状況となりそうです。魅力ある地域商

品の新たな販路開拓（BtoC）の大きなチャンスとなりそうです。 

 

【目的】 

域内の消費人口減少に悩む地域事業所にとってこそネットでの販路開拓が不可欠です。デ

ジタルを利したリモート型の販路開拓はコスト的に限りなく 0 に近く、売上効果は大きな可能

性が見込めます。今回はデジタル販路開拓に精通した講師が 0 円から始められるネット通販

の活用から HP の再活性化までを具体的な手法解説を行います。 

 

研修内容 ・癒しの時代はローカルの魅力が際立つ 

・域内のローカルの魅力を再発見する 

・ローカルの実情に合わせた「1/1 万マーケティング戦略」が地域事業者を活性化する 

・ローカルはロークォリティであることが魅力であり、それが売れる要因となる 

・先ず、お金をかけず楽しむつもりでネット通販にトライしてみよう 

・考えるより先にやってみる事で成功チャンスをつかむ 

・0 円できるネット通販「ＢＡＳＥ」「ストアーズ」の簡単活用、他 

研修形態 完全リモート型（オンライン）、ハイブリット型（会場視聴＋リモート受講）、集合型（従

来型）の何れも可能です。 

備考 ⚫ 複数の講師がおりますので日時設定についてはご予定に合わせられます。 

⚫ リモート又はハイブリット対応の場合はブレイクアウトルームの設定等について当方のサポ

ートスタッフがリモートでの支援を行いますのでご安心いただけます。 

⚫ リモート又はハイブリット型の場合は事後に「セミナー録画視聴」も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ テーマ № 4 コロナ禍に負けない「Zoom 営業力強化」研修 

背景・目的 【背景】コロナ感染の終息が見え難いなか、感染防止の観点から大手企業を中心にテレワ

ークの進捗は著しく、営業も従来型の訪問は難しくなっているのが現状です。地域の企業と

しても販路維持・拡大に向けては積極的にリモート（Zoom）営業を進める他ありません。

また、リモート営業は訪問に係る費用を大幅に削減できる他、複数で対応できることから相

手先のニーズを的確に把握し新たな提案を可能にすることから売上拡大につながっているこ

とが報告されています。 

【目的】今回の研修では営業ツールとしての有効性の高い Zoom システムを用いて、会員

企業様の営業に関わる方々に受講いただくことでチーム営業による営業効果を高めることと

合わせて複数受講を通じて社内でのリモート化による業務効率化につなげるようにしていき

ます。 

研修内容 ・これからはリモート営業が主流になる 

・営業は営業マン一人に任せているから伸びない、これからの営業はチーム対応 

・チーム営業は相手先のニーズを的確に把握でき説得力は単独営業を遥かにしのぐ 

・チーム営業は Zoom 活用で動画による解説もでき効果倍増 

・地方から都市部を狙って成功するリモート営業システムとは 

・Zoom なら営業コストは限りなくゼロ、他 

※順不同 

研修形態 完全リモート型（オンライン）、ハイブリット型（会場視聴＋リモート受講）、集合型（従

来型）の何れも可能です。 

備考 ⚫ 複数の講師がおりますので日時設定についてはご予定に合わせられます。 

⚫ リモート又はハイブリット対応の場合はブレイクアウトルームの設定等について当方のサポ

ートスタッフがリモートでの支援を行いますのでご安心いただけます。 

⚫ リモート又はハイブリット型の場合は事後に「セミナー録画視聴」も可能です。 

⚫ Zoom によるリモート業務経験の無い事業所様でも実際に活用いただけるような講座

カリキュラムとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ テーマ № 5 製造業のリモート営業による「新規取引先」拡大セミナー 

背景・目的 【背景】 

新型コロナウィルスによるパンデミックに加え、ミャンマーの軍事クーデター、台湾の水不足によ

る半導体の生産量低下等が、わが国のサプライチェーンに多大で致命的な影響を与え続け

ています。そうした中にあって、国内製造企業によるサプライチェーンの再構築が大きな課題

となっています。いま、まさに地域の製造にとってサプライヤーとしての最適化が業績向上のキ

ーになる可能性が高まっています。 

【目的】 

今回の研修では地域製造業が新たな取引先を求め、売上を上げるためにリモート営業によ

る新規取引先開拓の具体的手法について解説します。 

研修内容 ・今だからこそチャンス、リモート営業で新規取引先開拓を戦略的に進める 

・有力サプライヤーとしての自社の位置づけを高めるためにリモートでの対応力強化を 

・Zoom 活用の営業システムで経費は 1/3 まで下げられる 

・地方の製造としてのマイナス条件をプラス条件に変える DX 対応とは 

・チーム型のオンライン営業相手の所感を得て対応できれば無駄はない 

・取引先とのオンラインコミュニケーション能力が決め手になる時代、他 

研修形態 完全リモート型（オンライン）、ハイブリット型（会場視聴＋リモート受講）、集合型（従

来型）の何れも可能です。 

備考 ⚫ 複数の講師がおりますので日時設定については貴会の予定に合わせられます。 

⚫ リモート又はハイブリット対応の場合はブレイクアウトルームの設定等について当方のサポ

ートスタッフがリモートでの支援を行いますのでご安心いただけます。 

⚫ リモート又はハイブリット型の場合は事後に「セミナー録画視聴」も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ テーマ № 6 コロナ禍を乗り切る今日からはじめる Instagram 活用セミナー 

～超初心者向け、いまさら聞けないインスタ活用＆設定法～ 

背景・目的 【背景】 

コロナの影響により SNS を活用した情報発信コミュニケーションや地域情報のリサーチ、自宅

でのネットショッピングなど、消費者の購買活動が大きく変化しました。なかでも Instagram

のユーザー数は、3,300 人を突破しているだけではなく、若者のツールとして活用されてきた

ものが今や中高年にも活用の幅が広がってきています。地域の中小企業にとって全世代を通

じて Instagram を上手に利用した情報発信の重要性は増しています。その一方で、SNS

の必要性は理解しているけれど、なかなか手が出せない、いまさら誰に聞いてよいか分からな

いという中小企業も多いのが現実です。 

 

【目的】 

本セミナーは、Instagram の基本の基本から分かりやすく理解していただくための超入門講

座となっています。アカウントの設定からプロフィールの設定、投稿の基本まで企業として

Instagram を活用するにあたって必要となる「いまさら聞けないような基本」を改めて学んで

いただけるセミナーです。スマートフォン一台で、ゼロからはじめることができます。 

 

研修内容 ・いまなぜ Instagram を活用すべきなのか？ 

・Instagram のアカウント取得と基本設定 

・Instagram の各機能の解説（投稿・ストーリーズ・リール機能など） 

・企業としての Instagram 活用のポイント 

・実習（アカウント取得や投稿練習など） 

研修形態 実際に操作しながらアカウント取得や投稿までを学んでいただく実践型講義です。 

グループワークなどを通して Instagram の設定を参加型で学べます。 

 

完全リモート型（オンライン）、ハイブリット型（会場視聴＋リモート受講）、集合型（従

来型）の何れも可能です。 

備考 ⚫ 複数の講師がおりますので日時設定についてはご予定に合わせられます。 

⚫ リモート又はハイブリット対応の場合はブレイクアウトルームの設定等について当方のサポ

ートスタッフがリモートでの支援を行いますのでご安心いただけます。 

⚫ リモート又はハイブリット型の場合は事後に「セミナー録画視聴」も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 



№ テーマ № 7 コロナ禍を乗り越える、Twitter ビジネス活用セミナー 

～拡散力の高い Twitter の超初心者講座～ 

背景・目的 【背景】 

数多くある SNS の中でもとくに拡散力の高い Twitter ですが、情報発信に有効である一方

で、炎上やトラブルなどのデメリットも気になるところです。炎上事例の多くは Twitter がきっか

けとなっており、フェイクニュースなど常に話題を欠かさない SNS。ですが、使い方を理解するこ

とで安全にかつ効果的に中小企業が活用できる SNS でもあります。 

 

【目的】 

本セミナーでは、Twitterのメリットやデメリットを理解した上で、アカウント取得～効果的な情

報発信を学んでいただけます。Twitter による飲食店集客方法などの活用事例だけではな

く、炎上を防ぐためのリスク対策なども併せて学べます。 

 

研修内容 ・圧倒的拡散力の Twitter の仕組みと活用法 

・Twitter のアカウント取得と設定方法 

・Twitter に必要なエンゲージメントの高め方 

・どのようなツイートをすれば反応を得られるのか？ 

・Twitter 活用事例の紹介と自社への活かし方 

・Twitter 炎上の仕組みと対策法 

・Twitter での投稿を考えてみよう！ 

演習 自社でのツイートを考えてみよう！（グループディスカッション） 

グループで考えたツイート内容に対して、講義中に講師が添削・アドバイスをすることで、具体

的にどのような投稿が効果的なのか、参加型ワークで実践的に学んでいただきます。 

 

研修形態 完全リモート型（オンライン）、ハイブリット型（会場視聴＋リモート受講）、集合型（従

来型）の何れも可能です。 

備考 ⚫ 本セミナーは演習込みの二部構成ですが、セミナーのみの一部構成も可能です。 

⚫ 複数の講師がおりますので日時設定についてはご予定に合わせられます。 

⚫ リモート又はハイブリット対応の場合はブレイクアウトルームの設定等について当方のサポ

ートスタッフがリモートでの支援を行いますのでご安心いただけます。 

⚫ リモート又はハイブリット型の場合は事後に「セミナー録画視聴」も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 



№ テーマ № 8 コロナ禍で活性化した中小企業の動画プロモーションを学ぶ！ 

～スマホ一台でできる動画作成の基本～ 

背景・目的 【背景】 

日経 MJ の調べによるとコロナ禍におけるおうち時間で重視したいものの第一位に「動画視

聴」となるなど、YouTube をはじめとした動画の需要が高まっています。また最近は TikTok

をビジネス活用する事例なども増えているなど動画発信の重要性は増してきています。中小

企業にとって、動画プロモーションの強化は自社の魅力向上には欠かせない要素となっていま

す。 

 

【目的】 

ホームページやブログ・facebook や Instagram などの SNS を利用し、自社の商品やサー

ビスを直接お客様に伝えることができる時代になりました。訴求効果のある写真や動画は、

集客や売り上げを左右する大きな営業ツールになっていると言っても過言ではありません。 

本セミナーは、スマートフォンの撮影方法を中心に学びながら、訴求効果のある「伝わる写

真・動画」の撮影を受講生自身できるようになることを目指しています。現在も映像制作で

撮影業務を行う講師が、撮影のポイントやテクニックなどをお教えします。 

その他、おすすめのグッズや写真加工・動画編集に使える無料スマホアプリなども併せてご紹

介します。 

研修内容 ・スマホ時代に必要な動画の考え方とは？ 

・伝わる動画を作るために必要なストーリーの作り方 

・スマホアプリで作る簡単動画撮影テクニック 

・スマホアプリで簡単編集テクニック 

・YouTube のアカウント取得と投稿方法 

・自社のプロモーション動画を撮影・編集してみよう！ 

・作成した動画の発表会＆講師講評 

研修形態 実際にスマホアプリを触りながら、撮影～編集までを行っていただきます。 

講座の最後には、作成した動画の発表会と講師による改善アドバイスを実施しますので、明

日からすぐに使える自社のプロモーション動画が完成します。 

 

完全リモート型（オンライン）、ハイブリット型（会場視聴＋リモート受講）、集合型（従

来型）の何れも可能です。 

備考 ⚫ 複数の講師がおりますので日時設定についてはご予定に合わせられます。 

⚫ リモート又はハイブリット対応の場合はブレイクアウトルームの設定等について当方のサポ

ートスタッフがリモートでの支援を行いますのでご安心いただけます。 

⚫ リモート又はハイブリット型の場合は事後に「セミナー録画視聴」も可能です。 

 

 

 



 

 

リモート・セミナーなら最も実績のあるジャイロです 

 

1 年間 200 本を超える「リモート・セミナー」で好評を得ております！ 

 

⚫ オンラインセミナーに特化した講師の話し方や運営方法を追求しています。 

チャット活用、ブレイクアウトルーム活用などをフル活用した受講者との双方向セミ

ナーですので理解が深まります。 

 

⚫ テキスト 文字数 文字形式 文字の大きさ等を大きくしているため、オンラインセ

ミナーで起こりがちな目の疲れなどを最小限に抑えられます。 

 

⚫ Zoom の使い方動画などの事前準備のお手伝いをさせていただきますので、ご年

配の方でも安心して受講いただけます。 
 

 

【お問合せ先】 

ジャイロ総合コンサルティング株式会社  担当[事務局]：片田（かただ） 

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 3-43-2 

TEL：03-3808-2241 

FAX：03-3808-2241 

メール：consult@jairo.co.jp 

URL：https://jairo.co.jp 
 

about:blank

