平成 27 年度 兵庫県ブランド力強化・人材育成支援事業（地域人づくり事業）

すぐに使えるハウツー、すぐに試して効果を実感 貴社の課題を専門家が伴走型で支援

売上向上を目的とした

ブランド力ＵＰ
人財育成支援事業
対象受講者 ( こんな方におススメです )

・自社のブランド力向上の具体的な方法を知りたい
・国や県の補助金を活用して事業拡大したい
・同業者･異業種の方と情報交換したい
・相手に興味を持ってもらえる自社の紹介資料をつくりたい
・雑誌やカタログにのっているような商品写真を撮りたい
・無料で自社の商品やサービスをテレビやラジオ、雑誌など
でとりあげてほしい
・素敵な笑顔で接客力に自信をつけたい

セミナー・個別相談

参加費

無料

兵庫県の事業委託で受講者負担を無料

講師紹介
津田弘一氏

田原会計事務所 副所長 兵庫県商工会連合会チーフアドバイザー。
中小企業の経営改善を積極的に支援し年間 300 回以上のセミナー、個別相談会など精力的に活動。
大谷芳弘氏
株式会社マジックマイスター・コーポレーション 代表取締役 プレスリリースの成功率（掲載率）は
７割を超える。別名、広報の魔術師。
今井ひろこ氏 コムサポートオフィス代表 「伝える力」で地域と事業者をサポート お店の価値をわかりやすく伝え、
売上につなげるためのアドバイスには定評があり多数の講演会を実施。
安藤宏氏
studio DHARMA 代表 ネイチャーフォトをライフワークにしつつ 人物・商品撮影などスタジオ撮影全
般も得意とする銀座をはじめ 20 数回の個展を開催。
浅井千華子氏 スマイル & ボイスコンサルタント・フリーアナウンサー 「笑顔」と「声」が変化する体感ワークは、
即効性があり、
「自分らしさ」
「魅力的な自分」に出会え、印象がアップすると人気。

受講者の声
・実用的な内容で、どの事業所にも使える
テクニックが満載で参考になりました。
・一人でワーク、グループでワーク、自分の振り返り
になり、発見になって、もっとしたかったです。
・異業種間でのやり取りができたので
非常によかった。
目的
内容

事業説明

自社ブランド力の向上･販売力の強化を図り、売上または利益率を前年度より向上させ、在職者の処遇改善を
目指す企業様を支援する事を目的とします。
支援先の経営者様、若しくは従業員の方を対象として、自社のブランドの再認識･ブランド力 UP、販売力の
強化を行う上で必要なノウハウ等を学び実践する為、専門家によるセミナー･個別相談、イベント参加企画を
実施します。

【主催・お問い合わせ】株式会社ピーナッツ

〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿 1097 番地 8

TEL: 079-662-8331

FAX: 079-662-8332

MAIL: info@peanuts-co.jp

開催スケジュール
津田弘一氏

2015/5/11( 月 ) ブランド力向上スタートアップセミナー
13:30 〜 16:30
ブランド力向上のための戦略の基礎（事業全体の流れを知る）を学ぶ。また新企画などに必要な
資金調達のために有用な、ノウハウを学ぶ
17:00 〜 19:00 異業種交流会
同じ志を持った仲間意識の醸成と相互研鑽と参加企業同士が横のつながりを構築する事を目的と
した交流会を実施

大谷芳弘氏
津田弘一氏

2015/5/19( 火 ) ブランド力向上基礎セミナー
ブランド化に大切な理念・コンセプトを明確化し、会社案内やチラシまで落とし込む事を目的と
10:00 〜 17:00
したセミナーを実施

今井ひろこ氏 2015/6/10( 水 ) WEB の効果的な活用法
ホームページ、ブログ、SNS などのそれぞれの特徴と、それらを組合わせた集客・販促の為の
13:30 〜 15:30
テクニックを実際に売上を伸ばした例から学ぶ
今井ひろこ氏 2015/7/6( 月 ) 手書き POP で反応効率を UP させる「POP カフェ」①
売上が確実に上がるような POP の記載内容についての基本を学び POP を実際に作ります。4 回
13:00 〜 16:00
講座で計８個の商品について POP を作成することで書く内容がブラッシュアップされます。
津田弘一氏

2015/7/21( 火 ) 失敗しない銀行取引のハウツー
ブランド力向上に必要な資金調達の為に、銀行から融資を得るコツを学ぶ
13:30 〜 16:30

安藤宏氏

2015/8/6( 木 ) 写真撮影基本編
10:00 〜 12:00
ブランド力向上に必要不可欠な写真撮影。前年度事業でも好評だった写真撮影講座
13:30 〜 15:30 写真撮影応用編
より自分のレベルに合った講座を受けられるように「基本編」「応用編」を分けて実施

ピーナッツ
津田弘一氏

2015/8/24( 月 ) フェイスブックの基本
いまさら聞けないフェイスブックの基本的な使い方を改めてレクチャー
10:00 〜 12:00

浅井千華子氏 2015/8/24( 月 ) 接客技術向上アップ（笑顔）
接客の基本である「笑顔」のセミナーを実施。笑顔が変われば人生が変わる。「笑顔」に特化し
津田弘一氏 13:30 〜 15:30
たエクササイズで、形状記憶笑顔をマスター。
15:45 〜 17:45 異業種交流会
笑顔技術のハウツーを学んだ参加者から本日の気づきを皆に共有して頂き、笑顔のもつすばらし
さ 笑顔が与える効果について、理解を深め、今後の接客モチベーションを高めあい、もうひと
品買って頂く接客を競い合う環境を作る
今井ひろこ氏 2015/9/14( 月 ) 手書き POP で反応効率を UP させる「POP カフェ」②
売上が確実に上がるような POP の記載内容についての基本を学び POP を実際に作ります。4 回
13:00 〜 15:00
講座で計８個の商品について POP を作成することで書く内容がブラッシュアップされます。
浅井千華子氏 2015/9/28( 月 ) 笑顔で伝えるブログ発信ハウツー
フェイスブックやブログ更新のコツやファンの獲得の仕方、フェイスブック・ブログで魅せる写
津田弘一氏 13:30 〜 15:30
真の撮り方、投稿の際に気を付けることなどを伝授
大谷芳弘氏

2015/10/14( 水 )プレスリリース作成講座
ここまで教えていいの？という声が多数。メディアに何度も取り上げられる秘訣を学ぶ
10:00 〜 17:00

今井ひろこ氏 2015/11/9( 月 ) 手書き POP で反応効率を UP させる「POP カフェ」③
売上が確実に上がるような POP の記載内容についての基本を学び POP を実際に作ります。4 回
13:00 〜 15:00
講座で計８個の商品について POP を作成することで書く内容がブラッシュアップされます。
今井ひろこ氏 2015/12/7( 月 ) 手書き POP で反応効率を UP させる「POP カフェ」④
売上が確実に上がるような POP の記載内容についての基本を学び POP を実際に作ります。4 回
13:00 〜 15:00
講座で計８個の商品について POP を作成することで書く内容がブラッシュアップされます。
但馬ブランド PR サイト
http://www.love-tan.com/osampo-tajima/
但馬ブランドオンラインショップ
H27 年度オープン予定

URL
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http://www.love-tan.com/tajimabrand/

平成 27 年度 兵庫県ブランド力強化・人材育成支援事業

ブランド力向上のための戦略の基礎（事業全体の流れを知る）を学ぶ
新企画などに必要な資金調達のために有用な、ノウハウを学ぶ

場所
定員

2015年5月11日(月)
( 株 ) オーシスマップ

青渓技術センター

13:30
16:30
~

開催
日時

兵庫県養父市八鹿町宿南 2589-1※裏面地図を参照

30名

申込
期限

5月7日(木)

受講対象者

・自社のブランド力向上の具体的な方法を知りたい
・国や県の補助金を活用して事業拡大したい
・経営計画策定後の具体的な行動計画をたてたい
・継続取引のできる販路開拓のハウツーを知り実践したい
・同業者･異業種の方と交流を深めビジネスチャンスをつくりたい

受講者の声

で
兵庫県の事業委託
受講者負担を無料

セミナー内容

・相手の立場に立って説明を行い仕事していかなくてはなら
いことに気付いた
・先生のお話の中の売り上げが大事なのではなく、売り方が
大事だというお話には、全くその通りだと気付かされた。
・事例を画面を通してたくさん紹介していただけるので分か
りやすく自分ごととして捉えやすかったです。
・自分は経営者ではないのですが、組織やグループにも十分
に活用できる内容が多く有意義でした。

津田 弘一氏
田原会計事務所 副所長

第 1 号認定

H24.11.5）

兵庫県商工会連合会チーフアドバイザー
ＴＫＣ近畿兵庫会

交流会情報 17:00〜19:00

講師、受講者同士の名刺交換・
交流・新しい連携先や取引先等
の開拓の場となる異業種交流会
を開催

講師紹介

税理士（認定支援機関

・挨拶とオリエンテーション
・経営計画の必要性
・活用できる支援のご紹介
・具体的な行動計画の事例の説明
・具体的な行動計画の策定
・具体的な行動計画の詳細の説明
・販路開拓の原理原則概要

自計化推進 PJ

（特非）販路開拓支援協議会

推進リーダー等

関西事務所

所長

個別相談会お知らせ

6/3( 水 )、6/4( 木 )8:30 〜 17:30
1 日 4 社 (2H) を 2 日間 計 8 社参加可

http://www.love-tan.com/tajimabrand/

【主催・お問い合わせ】株式会社ピーナッツ

〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿 1097 番地 8

TEL: 079-662-8331

FAX: 079-662-8332

MAIL: info@peanuts-co.jp

〜参加ご希望の方は必要事項をご記入の上、郵送、メール、FAX にてお申し込みください〜

【お申し込み先】
株式会社ピーナッツ

〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿 1097 番地 8

FAX:079-662-8332

MAIL: info@peanuts-co.jp

目的
内容

事業説明

TEL:079-662-8331

自社ブランド力の向上・販売力の強化を図り、売上または利益率を前年度より向上させ、在職者の処遇改善を
目指す企業様を支援する事を目的とします。
支援先の経営者様、若しくは従業員の方を対象として、自社のブランドの再認識・ブランド力 UP、販売力の
強化を行う上で必要なノウハウ等を学び実践する為、専門家によるセミナー・個別相談、イベント参加企画を
実施します。

参加申込書

ブランド力向上スタートアップセミナー
事業所名

参加者氏名

連絡先
個別相談

・希望する

・希望しない

備考

公立八鹿病院
養父警察署

JR 八鹿駅

円
山
川

株式会社
オーシスマップ
青渓技術センター

養父市役所

道

車

動
号 自
９ 岡 IC
道 豊
国 畿 ノ山
至 北近 氷
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至 豊岡

会場地図

6

下小田交差点
川
山
円

伊佐橋

至
和田
山

会場住所
株式会社オーシスマップ
青渓技術センター
〒667-0003
兵庫県養父市八鹿町宿南 2589-1
参加者複数の場合はコピーしてお申込みください
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駐車場案内図
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