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アルーの研修を選ぶ4つの理由

- 2 -

シンガポール人・PR保持のスタッフには政府から受講費用が最大70％助成さ

れます。限られた育成予算を効果的に活用でき、研修全体コストを助成金でカ

バーすることで、より多くのスタッフを育成することができます。

1. 政府助成金の活用ができる

法人申込みの場合、上記の助成金に加え、研修参加時のスタッフ人件費がさら

に政府から各企業へ補助されます。(Absentee Payroll)

(上限: 1名当たり SGD 4.5 / 1時間 *SGD 72 助成 / 2日間研修)

2. 研修参加時の人件費補助が受けられる

WSQプログラムは政府が業界・部門・役職別に能力基準を定め、その基準を厳

正に満たした政府公認プログラムです。すべての内容について政府承認・監査

のもと、政府認定講師・プロバイダーのみが提供しています。

3. 政府監修の研修内容

4. 目的・人数に合わせて研修効果を最大化できる

チームビルディング・組織力強化

⚫ 7名から貴社メンバーのみで実施

⚫ 貴社ご希望の日程を設定

⚫ 連続2日間でなくても可

⚫ 社内の課題や目的に合わせたコースと

育成マイルストーンを弊社よりご提案

⚫ チームや組織全体に不足しているスキ

ルをスタッフ共通の知識として習得

社内開催型

個人スキル強化・スタッフリテンション

⚫ 1名から参加可能

⚫ 弊社が設定したコース日程から選択

⚫ 連続2日間で集中的に受講

⚫ 個人のスキルアップと将来のキャリア

展望に向けたリテンションに

⚫ 様々な企業からの参加者と意見交換や

事例を共有でき視野が広がる

公開日程参加型

Grants

Absentee
Payroll

Contents

Flexibility



社内開催型研修の活用事例

社内コミュニケーションやマネジメントに課題はございませんか？

不足しているスキルをテーマに社内メンバーで研修を実施することで、

「社内共通言語・運営手法」の構築を通じてチーム活性化が可能です

チーム全員で組織課題を考え、解決する

研修期間:

合計2日間

Day1とDay2は2週間以内で

自由に設定

催行人数:

合計7名以上 / 1名 756 S$～

シンガポール人・PRは最大70%

の政府補助あり

受講形式:

対面（社内・外部) or ZOOM

外部会場は別途料金が発生

研修テーマ:

全19コース

社内課題に合わせご提案

御社の課題ヒアリング

推奨コースのご提案

講師との企業様の研修前お打ち合わせ

講師・日程・会場決定

受講

受講アンケートをフィードバック

・現場でのお悩み、あるべき組織像を
コンサルタントがお伺いします

・課題にフォーカスできるコース、育成に
必要なマイルストーンをご提案いたします

・対面（社内 or 外部会場)、ZOOM実
施など社内状況に応じてアレンジ

・社内課題と研修目的を講師を交えて
事前共有させていただきます

・受講者のアンケートと講師からの
フィードバックを共有いたします

・グループワークやディスカッションを
取り入れた実践的な研修内容

大手日系電子機器メーカー

勤務場所が異なるスタッフも参加でき、

効率的。部門ごとにテーマを変えられ

るのも良い。チーム全体でスキルの棚

卸ができ各自の目標意識が高まった。

実施企業様の声

日系大手会計事務所

スタッフに必要なスキルをチーム全体

の共通認識（共通言語）として学べ、

研修中の活発な意見交換は業務を越え

たチームビルディングとして効果的。

実施までの流れ
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目次: コース一覧 ※ コース名をクリック頂くと詳細ページへリンクいたします

職場環境と関係構築
＊社内開催型のみ

▪ 多様性を活かす職場環境の創造

▪ 日系企業での働き方

チームビルディング：組織改善

職場における役割認識

リーダーシップ：幹部候補育成

▪ チームリーダーに求められるリーダーシップ

▪ マネージャーに求められるリーダーシップ

▪ メンバーの能力を引き出すOJTスキル

部下育成と評価

リーダーシップ：部下育成

▪ メンバーの育成方針策定

▪ 目標設定・評価フィードバック

組織活性とチーム運営

リーダシップ：組織運営

▪ ビジョン達成のためのチームマネジメント

▪ 変化を推進するリーダーシップ

職場の問題解決・業務改善

▪ 問題解決のためのクリティカルシンキング

▪ 職場の生産性を向上するための改善プロセス

ビジネス・コアスキル：思考力

情報整理・コミュニケーション力

▪ 効果的なビジネス文書の作成方法

▪ 情報整理とビジネス・プレゼンテーション

ビジネス・コアスキル：伝達力

戦略的人事・HRデータ分析

▪ 戦略的HR：ビジネス戦略に人事戦略を組み込むための具体的手法

▪ HRデータ分析基礎レベル：戦略的HRに必要なデータ分析手法と活用法

▪ HRデータ分析戦略レベル：HR分析を活用した戦略的タレントマネジメント

人事部門スキル：戦略的HR

営業力・交渉力・顧客関係強化

▪ 新規顧客開拓のための営業＆マーケティング

▪ 目標達成に必要な社内外での交渉力強化

▪ 永続的な信頼構築のためのカスタマーリレーションシップ

ビジネス・コアスキル：営業力

社内開催型・公開日程参加型



AM classroom Webinar

2023 公開日程参加型コース
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▪ 20-21 Jun
▪ 23-24 Mar
▪ 19-20 Sep

▪ 6-7 Jun
▪ 8-9 Nov

▪ 9-10 Mar
▪ 3-4 Aug

CA4

PR4

▪ 11-12 Jul
▪ 12-13 Apr
▪ 16-17 Nov

▪ 15-16 Jun
▪ 3-4 Oct

BW4

BP4

▪ 14-15 Mar
▪ 16-17 Aug

▪ 9-10 May
▪ 5-6 Sep
▪ 6-7 Dec

▪ 18-19 May
▪ 28-29 Nov

▪ 22-23 Aug

▪ 18-19 Jul

IM4

NE4

▪ 25-26 Apr
▪ 17-18 Oct

CR4

⚫ 下記コースは1名から参加可能です。お申込みは開催日の5営業日前までとなります。

⚫ 7名様から貴社メンバーのみで研修を実施することができます。

※ コース名をクリック頂くと詳細ページへリンクいたします

コース名 対面形式 ZOOM形式

問題解決のためのクリティカル

シンキング

職場の生産性を向上するための

改善プロセス

効果的なビジネス文書の作成方法

情報整理とビジネス・

プレゼンテーション

新規顧客開拓のための営業＆

マーケティング

目標達成に必要な社内外での

交渉力強化

永続的な信頼構築のための

カスタマーリレーションシップ

ビジネス・コアスキル：思考力

ビジネス・コアスキル：伝達力

ビジネス・コアスキル：営業力



AM classroom Webinar

コース名 対面形式 ZOOM形式

2023 公開日程参加型コース
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⚫ 下記コースは1名から参加可能です。お申込みは開催日の5営業日前までとなります。

⚫ 7名様から貴社メンバーのみで研修を実施することができます。

⚫ 下記一覧に乗っていないコースは、社内開催型のみとなります。

▪ 22-23 Nov ▪ 23-24 May

▪ 2-3 Nov▪ 16-17 May

▪ 12&26 Jun▪ 6&20 Nov

▪ 12-13 Sep ▪ 13-14 Jul

▪ 8-9 Jun

▪ 18-19 Apr

DP3

DP4

PE3

PE4

PM4

VL4
▪ 12-13 Oct

▪ 23-24 Aug

▪ 24-25 Oct

▪ 14-15 Sep 対面形式のみ

HR4

HR3

HR5

戦略的HR：ビジネス戦略に人事

戦略を組み込むための具体的手法

HRデータ分析基礎レベル：戦略的

HRに必要なデータ分析手法と活用法

HRデータ分析戦略レベル：HR分析を

活用した戦略的タレントマネジメント

対面形式のみ

ZOOM形式のみ

※ コース名をクリック頂くと詳細ページへリンクいたします

メンバーの能力を引き出す

OJTスキル

メンバーの育成方針策定

チームリーダーに求められる

リーダーシップ

マネージャーに求められる

リーダーシップ

目標設定・評価フィードバック

ビジョン達成のための

チームマネジメント

人事部門スキル：戦略的HR

リーダーシップ・コアスキル

ZOOM形式のみ



政府助成の条件・研修費用例

助成金種別：A MCES - 70%助成
今年40歳以上になるシンガポール人 （PR保持者のぞく）

助成金種別：B

SMES – 70%助成

今年40歳未満のシンガポール人・PR保持者

① 貴社資本の30%以上がローカル資本 かつ

② 年間売上 SGD 1億 以下 または 社員数200名未満の企業

助成金種別：C
MINF – 最大50%助成

上記A・Bに該当しないシンガポール人・PR保持者

※各コース料金は詳細ページに記載がございます。コースにより助成比率が変わる場合があります。

助成金A・B : : SGD 490 / C: SGD 350 

<最終支払額>

A・B 対象者 : 756 - 490 = SGD 266

C 対象者 : 756 - 350 = SGD 406

＋

人件費補助 (Absentee Payroll)の受給

・A or B 対象者 5名
・C 対象者 3名
・助成金対象外 2名

<最終支払額>

756 x 10 - (2,450 + 1,050) = SGD 4,060 

＋

人件費補助 (Absentee Payroll)の受給

その他ローカルスタッフ

助成金・人件費補助 ×

政府修了証明書発行 〇

シンガポール人 / PR保持者

助成金・人件費補助 〇

政府修了証明書発行 〇

駐在員・日本人スタッフ

助成金・人件費補助 ×

政府修了証明書発行 〇

✓ SGD 756 (税込）コースを10名で受講

人件費補助：D
人件費補助 (Absentee Payroll) – 1時間最大 4.5 SGD受給

対象者はシンガポール人・PR保持者のみ (金額は諸条件による）

✓ SGD 756 (税込）コースを1名で受講
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言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

問題解決のためのクリティカルシンキング
Display Critical Thinking and Analytical Skills

通常費用: 税込 SGD 756（税込） ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 266 (MCES・SMES), SGD 406（MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

多角的な視点から本質的な課題を発見し、インパクトのある解決策を導くスキル

をマインドセットから実践まで学びます。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ 言われたことをやるだけでなく、自ら考えて

動けるようになってほしい

▪ 主観や推測だけで判断するのではなく、事実

ベースで物事を考えられるようになってほし

い

研修後の姿

クリティカルシンキングを実践していく

ためのマインド、具体的手法を習得し、

ビジネスに必要な課題解決を実践で活か

せる人材に。物事を解決するための効率

的な思考法を身につけます。

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

職場の問題解決・業務改善

- 8 -

Day 1

パフォーマンスの欠如について考える
ディスカッション：不足の根本原因の特定・影響範囲

クリティカルシンキングにおける問題特定ツール
ケーススタディ：
ツールを使った問題の根本原因の特定
原因のパターンを導き出す・解決策のリスト化
組織・システム・プロセスへの影響の確認

適切な問題解決・意思決定の技法とツールの特定
実現可能性の高いアイデアの見極めと選別
選択した解決方法の評価

解決策の決定と有効性の評価
解決策実行のための計画立案
意思決定モデル

実施計画の策定
ケーススタディ：
グループワークによる計画立案・有効性の影響評価
解決策の効果測定

Day 2

実施した解決策の修正
実行プロセスで特定された不足部分の是正
不足の定義
修正計画の構成要素の見極めとその根拠

是正措置計画の策定
ケーススタディ：グループワークによる修正計画の作成

全体知識の見直しと復習

ロールプレイング：
問題の根本原因の特定と実践
テクニックの活用

チームでの問題解決の実践
原因の特定とメンバーへの共有
チームでの根本原因の提案
根本原因に対するチーム全員の合意

アセスメント（理解度評価テスト）

OUTLINE

コース一覧へ



職場の生産性を向上するための改善プロセス

Practical Skills and Tools to Facilitate Productivity Improvement At Your Workplace

職場での無駄を把握し「カイゼン思考」をベースに生産性向上のために必要な問題解決と、

改善実行の全体プロセス管理を通じて組織改善を学びます。

以下のような課題をお持ちの方に最適

▪ 従来のやりかたに疑いを持たず、仕事の目的が曖昧

なままただ繰り返し業務をこなしている

▪ あきらめの思考から仕事の生産性向上のためのマイ

ンドセットがない

▪ 現状に無駄や問題を感じていながらも、改善プロセ

スが分からず不満を口に出すのみで終わっている

研修後の姿

生産性に影響を与える要因や無駄

を特定し、チームや部門のレベル

で実現可能な、生産性を克服・向

上させるための解決策を考案し、

管理していく能力を身につけます。

Day1

個人や職場の生産性向上のためのカイゼン
学習アクティビティとKaizenの紹介
生産性の3つの敵

学習アクティビティ：カイゼンの応用

カイゼンによる生産性向上の潜在領域と機会見直し
価値の概念
非付加価値活動

小さなカイゼンと大きなカイゼン

学習アクティビティ：ブレインストーミングと
カイゼンの活用

カイゼン実施における組織的課題と障壁
ラーニングアクティビティ：あなたの職場のカイゼン

Day2

組織的な生産性向上のためのプロジェクト企画・立案

学習アクティビティ：カイゼンをPDCAサイク
ルに取り入れる

学習アクティビティ：小さなカイゼンPDCAプ
ロセスの構築

改善プロセスの実行
カイゼンイベントの対象領域と要素
改善すべき点についての自己反省

ケーススタディ：カイゼン活動の実施

振り返りとアセスメント（理解度評価テスト）
リフレクティブ・ジャーナル
ライティング・アセスメント

通常費用: 税込 SGD 810 (税込) ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 285 (MCES・SMES), SGD 435（MINF)

人件費補助：最大 SGD 67.5 受給（*対象者のみ）

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）
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職場の問題解決・業務改善

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

効果的なビジネス文書の作成方法
Succinct Business Communication Through Writing 

報告書の論理的な作成スキルを通じて、社内外の提出相手に合わせた的確な情報

整理、文書構成、要素の把握といったアプローチ法を実践的に学びます。

研修後の姿

ビジネス文書を単なる情報の羅列ではな

く、提出相手に応じた的確なコミュニケ

ーションのための効果的なツールとして

作成できる。社内外問わず、他者へ文書

で情報を伝えるための実践スキルが総合

的に身につく。

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

Day 1

報告書作成の目的と構成を明確にする

ビジネスレポートとは何か
レポートの種類とその理由
良いレポートとは何か

ビジネスレポート作成の前準備
ケーススタディ：目的を明確にする
グループワーク：報告書の構造の定義

ライティング・テクニックの習得
ケーススタディ：具体的手法について考える
グループワーク：手法を用いた実際の応用

ステークホルダー・コンサルテーション
ステークホルダーとは誰か
コンサルテーションの意義
相手に応じた適切な報告書とは

レポートの校正
適正に書かれた報告書の要素の特定

Day 2

レポート作成
ポイントの再確認

ステークホルダーのフィードバック
課題に含める必要性

概要と構成
意図と目的を考慮した適切なセクション
主要な情報・論理的フローの特定
対象者の情報ニーズの明確化

目的に対する報告内容の流れや関連性の確認
レポートのフローとは何かを考える
論理的なフローへのアプローチ

レポート内容と目的の合致性の検証

ケーススタディ：知識の総合的な振り返り

アセスメント（理解度評価試験）

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ ビジネス文書作成時に情報がうまく整理でき

ておらずポイントが分かりにくい

▪ 提出相手に応じてポイントを明確化するなど

の応用ができない

▪ ある程度フォーマット化して文書作成してい

るものの、社外交渉時にうまく結果が出ない

情報整理・コミュニケーション力
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通常費用: 税込 SGD 756（税込） ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 266 (MCES・SMES), SGD 406（MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

情報整理とビジネス・プレゼンテーション
The Art of Business Presentation: For Workplace Success

プレゼンテーションの目的と手法の理解、情報の構造的整理とコンテンツ設計を

学び、相手の理解度や反応に応じたコミュニケーションを実践します。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ いつも一定のコミュニケーションになる

▪ 相手や目的に応じて必要な情報を提供するこ

とができない

▪ 情報の構造化ができず、複雑な内容を説明す

る際に意思疎通に時間がかかったりミスコミ

ュニケーションがある

研修後の姿

情報を伝える目的を明確に理解し、必要

なコンテンツ準備や情報構造化のための

総合的なスキルが身につきます。相手に

合わせた情報伝達、受け手のリアクショ

ンに応じて柔軟にコミュニケーションを

取ることができる人材に。

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

Day 1

ビジネス・プレゼンテーションとは
プレゼンテーションの定義と目的理解
ディスカッション：良いプレゼンと種類
5ステップフレームワーク

ターゲット・オーディエンスに応じたトピックの特定
ディスカッション：トピック選択で考慮すべき要素

グループワーク：対象者とトピックの選定と確認

コンテンツ準備とデザインおよび設計
コンテンツ・デザインの重要性、原則と優先順位
コンテンツ・マネジメントとそのプロセス

コンテンツ配信の方法の検討
プレゼンテーションのベストプラクティスを考える

個人やチームを巻き込む方法

プレゼンテーションのためのベストプラクティス
準備した内容に基づくプレゼンテーション実践
受け手の反応への対処による相手の巻き込み

Day 2

ターゲットとの密接なコミュニケーションの実証
ディスカッション・デモストレーション：
密接なコミュニケーションの重要性理解と実践
プレゼンテーションの際の聴衆への働きかけ
聴衆を惹きつける6つのポイント
聴衆からの質問に答える
礼儀・態度・フレーズ・理解度フィードバック

ロールプレイング：グループ・プレゼンテーション実践
実際のプレゼンテーションの実施
聴衆への効果的な働きかけ
聴衆が重要ポイントを理解しているかの確認
聴衆からの質問への対応
表情の見極め・ボディーランゲージの駆使
相互フィードバック

最終ロールプレイング・プレゼンテーションの発表

アセスメント（理解度評価テスト）
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通常費用: 税込 SGD 756（税込） ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 266 (MCES・SMES), SGD 406（MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

情報整理・コミュニケーション力

OUTLINE

コース一覧へ



対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

新規顧客開拓のための営業＆マーケティング
Identify New Sales and Marketing Opportunities

市場環境・顧客ニーズの把握、ターゲットセグメントによる的確な新規事業機会

の特定など戦略的な営業とマーケティング活動を実践的に学ぶ

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ お客様の御用聞き、潜在ニーズの把握不足な

ど、場当たり的な対応が多い

▪ 中長期を見据えた営業戦略立案のためのマー

ケット、競合把握など、環境分析に基づいた

情報を認識できていない

研修後の姿

顧客ニーズの分析・把握、自社の優位性

を認識したうえで戦略的な営業計画の立

案と、実行ができる人材に。交渉スキル

などロールプレイを通じて実践的に身に

つけます。

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）
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Day 1

セグメンテーション
ディスカッション：ビジネスチャンスの開拓
市場環境とトレンド
既存製品・サービスへの影響

業界動向と分析に基づくビジネスチャンスの開拓
市場動向と分析
SWOT分析とその活用法
ケーススタディ：SWOT分析によるビジネス
チャンスの特定

戦略的ターゲティング戦略
ターゲティングの重要性と戦略立案

顧客との関係構築
パートナーシップ機会の検討
顧客関係レベル
顧客獲得・維持プログラムの作成

カスタマー・エンゲージメント
マーケティング戦略と顧客関係強化

Day 2

組織における市場ポジショニングの改善
ディスカッション：
ポジショニングの選択肢
ポジショニング・オプション実施計画の構成要素

ポジショニングに関する提案の策定
ケーススタディ：
ポジショニング改善案を検討する
組織のポジショニング向上のための推奨事項

市場でポジションを向上させるための5つの戦略
競合他社分析
ターゲット顧客知識の向上・サービス向上
コンテンツマーケティングプラン

知識全般の振り返り

アセスメント（理解度評価テスト）

通常費用: 税込 SGD 756（税込） ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 266 (MCES・SMES), SGD 406（MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

開拓力・交渉力・顧客関係強化

OUTLINE

コース一覧へ
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Day1

交渉とはなにかを整理する
ネゴシエーションの構成要素とは
交渉の背景と目的の確認
交渉プロセスに影響を与える要因の理解

交渉プランを策定する（グループワーク）
交渉の背景・目的とは
もとめる成果の明確化
交渉プロセスにおける各人の役割と責任は何か
プラン策定のためのリサーチ

交渉を実行のためのスキル
交渉における効果的なコミュニケーションスキル
交渉プラン実行における７つのステップ

ロールプレイ
策定したプランに基づいて実際に相手と交渉する

交渉プランの見直し

Day2

交渉におけるコンフリクト（紛争）マネジメント
コンフリクトマネジメントの具体的手法
コンフリクトマネジメントに関するケーススタディ

交渉プラン計画の全プロセスを実演する
策定したプランを実行まで落とし込み完成させる
開始・交渉・終了までのロールプレイ

状況に合わせた最適な交渉とは
指定された状況での有効な交渉プランの策定
結果を導き出せる交渉術の実践
交渉結果を分析し、評価する

最終ロールプレイ

知識全体の振り返り

アセスメント（理解度評価テスト）

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

目標達成に必要な社内外での交渉力強化

Effective Sales Negotiation Skills to Achieve Business Goals

交渉の目的と達成すべきゴールを明確にし、有益な対話を実行するためのプロセ

スと手法を学ぶ。結果の評価とフォローアップまで包括的なスキルを身につける。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ ビジネス上の交渉の知識、スキル、経験不足

でなかなか有益な交渉結果を出せない

▪ 顧客交渉ではそれなりの結果を出すが、社内

調整など、異なる場面での応用ができない

▪ 交渉の必要性は理解しているものの実際にう

まく交渉を進めることができない

研修後の姿

ビジネスにおける社内外の交渉・調整の

場面で、上司に目的や方法を指示されな

くても全体プロセスを把握し自主的に交

渉事を進めることができる。具体的なテ

クニックを様々な場面で応用することが

でき、ビジネス目的やゴールに対し効果

的な結果を導き出すことができる。

通常費用: 税込 SGD 810 (税込) ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 285 (MCES・SMES), SGD 435（MINF)

人件費補助：最大 SGD 67.5 受給（*対象者のみ）

開拓力・交渉力・顧客関係強化

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます。
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Day1

顧客関係創造の目的を理解する
組織が顧客中心であることの重要性
顧客中心主義の具体的事例とそのメリット
CRMの様々な手法
CRMが企業や顧客へ与える影響の理解

顧客管理の導入事例の検証
顧客管理における顧客側のメリットとは
顧客体験に基づく信頼関係の構築
顧客管理の組織におけるメリットとは

顧客管理のロードマップ
自身の所属組織を例に顧客管理のフェーズを検証する
顧客管理フェーズのマトリックスによる分類
CRMとIDICのフレームワーク

ケーススタディ
1：顧客の特定 （顧客データの収集分野）
2：顧客の差別化（顧客のプロファイリング）

Day2

顧客との対話における信頼の役割を理解する
信頼の概念と「信頼の方程式」
顧客と信頼関係を築くために重要なポイント
顧客関係管理のために必要な透明性とは

顧客と企業をつなぐプラットフォーム
顧客との接点の検証
接点を通じた顧客との関わり

顧客とのコミュニケーション戦略

ケーススタディ
3: 顧客との対話強化 (戦略的アプローチ）
4: 顧客に合わせた製品のカスタマイズ

顧客管理プロセスのモニタリングと評価
効果を検証するための測定領域

アセスメント（理解度評価テスト）

永続的な信頼構築のためのカスタマーリレーションシップ

Establishing Confidence and Trust with Customer for Long-lasting Relationships

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

信頼とは何か、顧客関係を構築する目的と必要性を理解し、接点強化を戦略的に

行うための手法を学ぶ。顧客と自社を結びつけるための実践スキルを身につける。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ 顧客との関係性が属人的で改善や継続のため

に必要なことがなかなか見いだせない

▪ 顧客接点を強化する目標はあるものの、具体

的手法が不明確で成果につながらない

▪ CRMシステムはあるが単に名簿になってお

り戦略的に営業活動に活かせていない

研修後の姿

企業と顧客間における信頼とはなにかを

論理的に理解したうえで、自社の管理状

況に応じて顧客関係の維持・管理ができ

るようになる。顧客接点を活用してより

よい関係構築のためのアクションとポテ

ンシャルの見極め、振り返りのプロセス

を実行できる。

通常費用: 税込 SGD 810 (税込) ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 285 (MCES・SMES), SGD 435（MINF)

人件費補助：最大 SGD 67.5 受給（*対象者のみ）

開拓力・交渉力・顧客関係強化

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます。

ビジネス目標の達成のための適切な人事戦略を学びます。

人事戦略⇔ビジネス戦略が相乗効果をもたらすための人事施策に実践的に取り組みます。
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Day 1

ビジネスに影響を与える人事施策の傾向
機会を特定する
ビジネスケースの要素とは
ビジネスケースの策定手法
SWOT / PESTELを用いたビジネス機会の分析

ビジネスの観点から人事計画やプログラムを策定する
コストと利益分析
コスト・ベネフィット分析の手法
リソースプランニングの方法論
ビジネス課題と人事施策の相乗効果と推進

事業戦略の達成に貢献する人事施策
プランの策定と必要情報の収集
経営陣へのプラン・プレゼンテーション

Day 2

人事計画のビジネスへの影響を評価し、より強化する
ROIモデル（4つの評価モデルとメソッド）
人事施策のインパクトの測定
人事計画とプログラムの提案
人事計画の影響を評価する
評価に基づいた効果的な強化策の提案

知識全体の振り返り

アセスメント（理解度評価テスト）

OUTLINE

戦略的HR：ビジネス戦略に人事戦略を組み込むための具体的手法

Incorporating Business Agenda in HR Programmes (Business Acumen）

通常費用: 税込 SGD 810（税込） ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 285 (MCES・SMES), SGD 435（MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ 人事部門のスキルを強化し会社の目標に沿っ

てより戦略的に人事活動を行いたい

▪ 人事担当者のスキルや知識を管理者レベルに

強化したいが、具体的手法や実行プロセスを

包括的に習得する機会がない

▪ 人事部門にビジネス戦略を理解してほしい

研修後の姿

ビジネス戦略の知識を得ることで、現

状のHRの範囲にとどまらず、会社全

体への効果や目的を視野に入れたうえ

で、ビジネス戦略的観点から人事施策

が行えるようになる。

戦略的人事・HRデータ分析 コース一覧へ



HRデータ分析の基本知識と実際のプロセスを学びます。

分析から客観的なインサイトを導き、意思決定にHR分析を戦略的に活用します。
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Day 1

HRデータ分析のフレームワークと要件理解
ビッグデータとデータフレームワーク
データアナリティクスのビジネスへの影響
HR分析とビジネス上の問題解決
データの種類とデータソース
ツールやプログラミング言語の種類

効果的な分析を行うための質の高いデータ収集の実践プ
ロセスと手順

データ収集プロセス
データのマトリクスと人事指標
評価基準を導くための計算方法を考える
データの質をあげるためのクリーニング

分析プラットフォームとツールについて
利用可能なテクノロジー

自身の組織の不足要素についてディスカッション

Day2

有用なHR分析に関連する統計的概念について
統計学の全体像とデータモデリング
基本的な統計学の知識と応用

タデータ分析の結果を意思決定に利用する
効果的な分析レポートの作成プロセス
データビジュアライゼーションの知識
データの変数、分類の関係性を理解する
実用的な洞察からレポートを作成する

知識全体の振り返り

アセスメント（理解度評価テスト）

通常費用: 税込 SGD 756（税込） ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 266 (MCES・SMES), SGD 406（MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

HRデータ分析基礎レベル：戦略的HRに必要なデータ分析手法と活用法

HR Analytics and Insights: Talent Management (Basic)

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ 最新のHR情報を得る機会がなく、HRデータ

分析の概念や知識にふれたことがない

▪ 主観や慣例で人事施策を実行しており、新し

い人事施策がなかなか生まれない

▪ 継続的に活用できる人事施策のためのスキー

ムが社内に構築されていない

研修後の姿

人事部門におけるデータ分析と洞察、

活用法を実践的に学び、これまでの

HRの知識だけでない新たな視野を持

つことができる。人事における意思決

定により良い情報や考察を提供できる

人材に。

戦略的人事・HRデータ分析

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます。
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Day1

HR分析とは何か
全体知識とHR分析のコンセプト理解
HR分析の用途と意思決定の促進について

ビジネス戦略とHR分析の関係性
組織における戦略と人的資源の要件
分析を用いて調査できるビジネス上の課題の種類
HR分析で調査すべきビジネス課題の定義
HR分析によるステークホルダーの特定

戦略的HR分析のための適切な手法とプロセス
データ分析のプロセス
効果的な分析のためのデータの定量化の方法
データの種類
統計学の概念・技術・分析ツール
分析結果を提示するためのグラフィックツール

プロジェクト課題

Day2

HR分析を活かした実践的なプロジェクト立案のプロ
セス

データ分析計画の策定方法
実際のデータモデルの作成
HR分析から見る企業の成熟度評価
ビジネスに貢献するHR分析と人事施策推進の
ためのリーダーシップスキル

課題解決のための施策の優先順位と意思決定
組織的な人事強化と改善のための評価基準と
指標を定める
意思決定のための効果的な考察の提案手法

プロジェクト課題

知識全体の振り返り

アセスメント（理解度評価テスト）

通常費用: 税込 SGD 918（税込） ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 323 (MCES・SMES), SGD 493（MINF）

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

対象者:
マネージャー以上
ダイレクター
HR部門責任者
経営責任者

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

OUTLINE

HRデータ分析戦略レベル：HR分析を活用した戦略的タレントマネジメント

HR Analytics and Insights: Talent Management (Strategic Level)

ビジネス戦略と目標達成のためにHRデータ分析から考察を導き出し

課題に対処するための戦略的な人事施策をリーダーとして実践するプロセスを学びます。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ 継続的に活用できる人事施策のためのスキー

ムが社内に構築されていない

▪ ビジネス課題を人事的側面からも解決したい

▪ 経営に関わる人材に問題解決のスキームとし

てHR分析や戦略的な人事施策についてのス

キルを身につけてほしい

研修後の姿

人事部門におけるデータ分析と洞察、

活用法を実践的に学び、これまでの

HRの知識だけでない新たな視野をも

つことができる。知識だけでなく、考

察をベースに効果的な人事施策にまで

落とし込み、リーダーとして実行する

ことができる。

戦略的人事・HRデータ分析 コース一覧へ



多様性を活かす職場環境の創造

Diversity and Harmony At Your Workplace
*社内開催型のみ

職場における多様性の本質理解とコミュニケーション手法を学び、チームや同僚と、

友好的で生産性が高い、仕事上の有意義な関係を築くためのプロセスを実践します。
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以下のような課題をお持ちの方に最適

▪ 社内で自分以外の同僚や、自身の部門を越えた共同

作業の管理が困難で、仕事の効率が悪い

▪ 適切なコンフリクトマネジメントのための経験や適

切な指導が不足している

▪ 相手の状況に合わせたコミュニケ―ションやエンゲ

ージメントスタイルを調整することが難しい

研修後の姿

有意義な人間関係を育み、組織内外

のネットワークを構築してチーム機

能をサポートする能力、また職場の

調和を乱すことなく機転を利かせて

対立や課題を処理する能力を身につ

けます。

Day1

環境理解とマインドセット
新しいビジネス秩序における周囲とのコラボレー
ションと社内人兼関係構築の重要性

個人における人材の多様性と協力
ダイバーシティとの関連性

ケーススタディ：職場の多様性の兆しと障壁

e-ラーニング（Day1とDay2の間）

職場の多様性の種類と特徴
職場の多様性を阻むもの
職場の不調和を見極める
従業員の多様性を促進するための個人的な責任

Day2

組織のダイバーシティ戦略をサポートするシステムと
プロセス

ケーススタディ：インクルージョンとダイバー
シティの向上
効果測定と評価
ケーススタディの発表

コンフリクトとネゴシエーション
ワークプレイス・コンフリクトとは
6ステップフレームワークの適用
紛争解決と紛争管理の原則

ケーススタディ：コンフリクトマネジメントの
適用

知識全体の振り返り

アセスメント（理解度評価テスト）
リフレクティブ・ジャーナル
ライティング・アセスメント

通常費用: 税込 SGD 702（税込） ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 247 (MCES・SMES), SGD 377（MINF)

人件費補助：最大 SGD 86.6 受給（*対象者のみ）

職場環境と関係構築

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・ 2日間 (9時 ～ 6時)

+E-learning

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

参加形式:
・社内開催型のみ 7名から

OUTLINE

コース一覧へ



対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

日系企業での働き方

Organisational Relationship Building at Managerial Level

*社内開催型のみ

日系企業特有の商習慣への理解・ビジネスマナー基礎知識・仕事の進め方、報告

におけるポイントなどを演習を通じて実践的に学びます。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ 日系企業で働くローカルスタッフと相互理

解を深めてチームワークを強くしたい

▪ 商習慣、仕事の進め方、ビジネスマナー等

の違いからコミュニケーションの行き違い

ある

研修後の姿

日系企業を取り巻く背景を実践を交え

て理解することで、チームワークが高

まります。納得感のある円滑なコミュ

ニケーションや、よりスムーズな業務

遂行ができる人材に。

OUTLINE

参加形式:
・社内開催型のみ 7名から

Day 1

イントロダクション

日系企業特有の文化と価値観

日系と欧米のマネジメントスタイルの違い

和の文化とは

日系企業のビジネスエチケット
席次・名刺交換・電話応対など

使えるビジネス日本語

日系企業の仕事の進め方：GPDCAサイクル
相手の期待を確認する
上司から依頼された仕事の受け取り方
相手の期待に応える仕事の段取り：ロールプレイ

Day 2

日系企業の仕事の進め方：GPDCAサイクル

報告相手を意識した報告

情報を構造的に整理して相手にわかりやすく伝
える

アセスメント：ロールプレイ

相手が理解しやすいメール・文書の作成

日本人とのコミュニケーションとは

アセスメント（理解度評価テスト）

通常費用:

オンライン: 税込 SGD 540 ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 190 (MCES・SMES), SGD 290 (MINF)

対面: 税込 SGD 702 ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 247 (MCES・SMES), SGD 377 (MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）
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職場環境と関係構築 コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

チームリーダーに求められるリーダーシップ
Personal Effectiveness at Supervisory Level

チームリーダーとしての役割と必要なコミュニケーションの基礎知識、効果的な

意思決定やメンバーとの結束を高めるためのスキルを学びます。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ チームメンバーと最適なコミュニケーション

をとるための手法がわからない

▪ 戦略的な意思決定や、メンバーへの影響を測

りながら行動するなど積極的にチームを率い

ることができない

研修後の姿

チーム運営のために効果的に柔軟なコミ

ュニケーション力を発揮し、自ら意思決

定ができる人材へ。自己の役割を再認識

し、チームリーダーとして行動するため

に必要なスキルを得られます。

OUTLINE

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

職場における役割認識

Day 1

イントロダクション

効果的なコミュニケーション
コミュニケーションスタイルの種類
コミュニケーションの壁への向き合い方
適切なコミュニケーションスタイル 言語 / 非言語
コメント・フェードバックを求める

ケーススタディ A

アセスメント ①

意思決定の影響力
意思決定プロセスの促進
成功率の増加とリスクの軽減
意思決定の影響力

アセスメント②

Day 2

DAY1の振り返り

自己開発への取り組み
新たな専門性を見出すためのメンバーとの
エンゲージメントの維持
組織の方針と手順

アセスメント③

DAY1とDAY2の振り返り

ケーススタディ B

アセスメント（理解度評価テスト）

通常費用: 税込 SGD 594 ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 209 (MCES・SMES), SGD 319 (MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）
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コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・事前Web学習 + 1日間

(9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

マネージャーに求められるリーダーシップ
Personal Effectiveness at Managerial Level

マネージャーとして必要な知識への学びを通じて、自らの役割を明確に認識し、

チームを戦略的に率いるための実践的スキルを身につけます

研修後の姿

自己の役割を明確に認識し、チーム運営

のために自発的にリーダーシップを発揮

できる人材へ。柔軟なコミュニケーショ

ン力と実践的な手法をベースにチームを

率いていくことができます。

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ マネージャーとしての役割認識が薄く、自己

の業務遂行に偏った働き方をしている

▪ 管理者としての基礎知識がなく、戦略的な意

思決定や、メンバーを効果的に率いるための

リーダーシップスキルが不足している

職場における役割認識

事前 e-ラーニング (Web学習）

マネジメントにおけるリーダーシップ
リーダーシップのスタイルと、その影響力

業務の任せ方
業務分配時における考慮すべきコミュニケーション

コミュニケーション
コミュニケーションの壁／組織コミュニケーション

説得力
論理的関与と感情的関与の２つの説得ルート

意思決定
意思決定の合理的モデル

マネージャーと戦略的実行プラン
マネージャーの役割と責任／マッキンゼーの７S

アセスメント①

Day1

部下のモチベーション
状況に応じたリーダーシップモデル
部下のモチベーションと能力管理

ケーススタディ：プロジェクトマネジメント

コミュニケーション
職場でのミスコミュニケーション
効果的コミュニケーションプラクティス

マネージャーとしての役割
ケーススタディ：マッキンゼーの７S

合理的意思決定の活用

アセスメント（理解度評価テスト）
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通常費用: 税込 SGD 648 ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 228 (MCES・SMES), SGD 348 (MINF)

人件費補助：最大 SGD 67.5 受給（*対象者のみ）

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

メンバーの能力を引き出すOJTスキル
People Development at Supervisory Level

通常費用: 税込 SGD 648 ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 228 (MCES・SMES), SGD 348 (MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

部下の話に耳を傾け、ともに目標達成に向かって業務を進めていくことのできる

実践的なOJT指導者としての基本スタンスとスキルを学びます。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ OJT指導についての基礎知識がなく相手の話

や考えに耳を傾け理解する姿勢がない

▪ チームメンバーに自発的な行動を促し能力を

引き出すような働きかけを、実務のなかで実

践できていない

研修後の姿

基本的なOJTの全体像とスタンスを理解

した上で、チームメンバーの能力を引き

出す働きかけができる人材に。柔軟性の

高いコミュニケーション力が得られます。

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

Day 1

「メンバーの能力を引き出す」とは？
OJT指導に必要なスタンス、スキルの全体像

状況別リーダーシップ
傾聴・フィードバック・ティーチング

状況別リーダーシップとは？
部下のレベルや状況に応じた関わり方を理解する

メンバーのスキル要件を育成計画に落とし込む
ADDIEアプローチ
Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate

従業員へのスキル要件の市場動向と新たなトレンド

コミュニケーションスキル
積極的傾聴・フィードバック・ティーチング

アセスメント①

Day 2

チームメンバーの能力開発支援
スキルの特定 / 研鑽 / 共有

アセスメント②

パフォーマンス期待を伝える
現在と将来のスキル要件の特定

共感を示す
パフォーマンスのモニタリング
失敗から学ぶことを奨励する

ロールプレイ

能力開発アプローチの評価
有効性の評価 / 改善点の明確化

アセスメント（理解度評価テスト）
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職場における役割認識

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

ビジョン達成のためのチームマネジメント
Vision Leadership at Managerial Level

自社のビジョンや戦略を本質的に理解し、マネージャーとして効果的な業務計画

立案やチーム運営するための具体的手法を学びます。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ 会社のビジョンや目標についての認識不足に

より、独自の判断でチームを率いてしまう

▪ 企業目標に沿った的確なチーム目標を自ら策

定し、ゴールに向かって進めていくための効

果的な行動がとれていない

研修後の姿

会社の目標全体を理解し、戦略的なチー

ム目標を設定できる人材へ。達成のため

の業務計画や、チームを率いてプロセス

を効果的に進めていくためのリーダーシ

ップスキルが身につきます。

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

組織活性とチーム運営

Day 1

イントロダクション

マネジャーの役割認識

自部門ビジョン・戦略・目標の理解

企業のビジョン・戦略・目標とは
企業ビジョン・戦略を理解する

アセスメント：ケーススタディ

自部門の戦略の考え方演習
自部門の目標設定とKPI設定演習

チームリーダーへの戦略・目標を理解させるコミュニ
ケーション

アセスメント：ロールプレイ

Day 2

業務計画立案の指導法演習

チームリーダーに目標達成のための業務計画
立案を作らせる
モニタリング・進捗介入
チームリーダーによる業務計画実行状況の把
握と支援

アセスメント：ロールプレイ

振り返りと改善

チームの業務計画遂行の振り返りと改善

アアセスメント（理解度評価テスト）
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通常費用: 税込 SGD 648 ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 228 (MCES・SMES), SGD 348 (MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・事前Web学習 + 1日間

(9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

変化を推進するリーダーシップ
People Change Management at Managerial Level

現状のニーズを把握し、課題を改善に導くための組織変革のための基本知識や、

メンバーを率いて改善を実行するためのリーダーシップを学びます。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ 業務遂行が中心になり、チームや組織の課題

把握、改善のための効果的な行動がない

▪ 問題把握はしているが、改善のための計画立

案、遂行をチームメンバーを率いて進めるこ

とができない

研修後の姿

チームや組織の課題を広い視野で発見、

分析し、改善へつなげられる人材へ。チ

ームを率いて実行していくための具体的

スキルが身につきます。

参加形式: 
・ZOOM 形式のみ
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

組織活性とチーム運営

事前 e-ラーニング (Web学習）

組織変革のマネジメントとは？

組織変革の3ステップ
1. 解凍

ニーズの把握
有力なメンバーの巻き込み
社内のマインドセット変革

2. 変革
具体的な行動の明文化
新しい体制や業務プロセスの実行

3. 再凍結
継続・定着化
変革の仕組みづくり

アセスメント①

Day1

組織変革プランの策定

組織変革に必要とされるものとは？

アセスメント②

変革の効果分析

組織満足度

継続的な変革とイノベーション

変革マネジメントの相互評価

アセスメント（理解度評価テスト）
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通常費用: 税込 SGD 648 ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 228 (MCES・SMES), SGD 348 (MINF)

人件費補助：最大 SGD 67.5 受給（*対象者のみ）

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

メンバーの育成方針策定
People Development at Managerial Level

マネージャーの重要な役割である人材育成について、スタッフの現状把握や計画

策定などの具体的手法から、効果的な計画推進について学びます。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ マネジャーとしてスタッフの育成をしたいが、

知識不足で自発的に着手できていない

▪ 役割として育成推進への認識はあるが、具体

的な手法や進め方が分からず、効果的な育成

が進まない

研修後の姿

部下の評価を通じて積極的に現状把握し

ながら、育成のための具体的な計画立案

と推進が実行できる人材へ。スタッフや

チーム全体を効果的に率いるための育成

スキルを得ることができます。

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

部下育成と評価

Day 1

イントロダクション

マネジャーの役割認識となぜ育成が必要か

部下育成のプロセス

【演習】部下のあるべき人材像の定義

【演習】現状把握と原因分析

【演習】ワークパフォーマンスに影響を与え

る要因

アセスメント：ケーススタディ

Day 2

【演習】部下のKSA分析（知識・スキル・態度）

【演習】部下の育成計画の立案

業務計画実行状況の把握と支援

アセスメント

部下の実行支援

コーチング＆部下に合わせた関わり方・育成の仕方

育成の振り返り

アセスメント（理解度評価テスト）
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通常費用: 税込 SGD 648 ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 228 (MCES・SMES), SGD 348 (MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

OUTLINE

コース一覧へ



言語的、非言語的なコミュニ
ケーションスタイルと、意思
決定について学びます

対象者:
スーパバイザ―
アシスタントマネージャー
マネージャー
シニアマネージャー

研修期間:
・2日間 (9時 ～ 6時)

*修了後1か月程度で政府認
定Certificate発行

目標設定・評価フィードバック
People and Performance Management at Managerial Level

マネージャーとしてチームの目標設定を行い、スタッフの評価やフィードバック、

成果測定などを効果的に実行するためのスキルを学びます。

以下のような課題をお持ちの方におすすめ

▪ 明確な目標設定がなく、評価や振り返りなど

を通じ、効果的にチームを率いることができ

ない

▪ フィードバックのための適切なコミュニケー

ション力や対応力がない

研修後の姿

チームの明確な目標設定、スタッフへの

フィードバックを柔軟な対話力で実行で

きる人材へ。達成のためのリスク把握や

課題対処を自発的に進めるチーム全体を

率いるリーダーシップスキルが身につき

ます。

参加形式:
・1名から参加（公開講座参加型）
・7名から貴社メンバーのみ
（社内開催型）

部下育成と評価

Day 1

マネージャーの役割と目標設定・評価フィードバック

チーム・個人の目標設定

潜在的リスクの把握と対処

期待される成果へのフィードバック

チーム成果の評価フィードバック

チーム課題への対処

感情の機微の把握と対応

ロールプレイ①

チーム評価

Day 2

DAY1の振り返り

ロールプレイ②

アセスメント①

ロールプレイ

チーム成果のデータ収集と分析

目標設定・評価フィードバックスキルの磨き方

アセスメント（理解度評価テスト）
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通常費用: 税込 SGD 648 ➡ 助成金適用後お支払額: SGD 228 (MCES・SMES), SGD 348 (MINF)

人件費補助：最大 SGD 72 受給（*対象者のみ）

OUTLINE

コース一覧へ



アルーシンガポールのご紹介

設立：2011年10月
役員：Managing Director 丸山 駿介・Director 稲村 大悟
WEB：https://alue.sg/jp/home/

主なソリューション

日系企業唯一の政府認定プロ

バイダーとして政府認定研修

WSQプログラムの提供

WSQプログラムを活用した

人材育成計画の策定支援、そ

の他インハウス型研修の提供

人事・評価制度など、現地法

人の人事課題を解決するコン

サルティング支援

政府認定研修提供 人材育成支援 人事コンサルティング

会社概要

80%
5%

6%
9%

マネジャー

アシスタントマネジャー

ダイレクター

その他

日系大手銀行

日系大手総合商社

日系大手専門商社

電子備品メーカー

機能性部材メーカー

大手小売企業

三菱化学様

三井倉庫様

SFBI様

大手空調サービス

大手厨房機器メーカー

大手小売企業

シンガポール国内の日系大手・ローカル企業各社

累計170社以上の企業へWSQプログラムを提供

飲食・サービス業

会計事務所

その他サービス業

教育関連・学校

大手保険会社

化学メーカー・商社

新入社員研修
受講者人数

23,000名

R社 5,500名

L社 4,300名

グローバル人材育成
海外派遣研修

過去延べ受講者人数

1,700名

S社 400名

W社 300名 アルージャパン実績

大手企業向け新入社員研修23,000名

海外派遣研修1,700名

国内約860社以上と取引

本社：アルー株式会社
https://www.alue.co.jp/
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アルーシンガポール実績

東南アジア・中国で300社以上

現地スタッフ15,000名以上の育成をご支援

そのうちの80%はローカルマネージャーの育成

WSQプログラムについて

https://alue.sg/jp/wsqeventinformation/

https://alue.sg/jp/home/
https://www.alue.co.jp/
https://alue.sg/jp/wsqeventinformation/
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