




テレワークの専門家がテレワークの概要から
ICTやセキュリティ対策まで、
事例紹介を交えて分かりやすくご説明します。

お気軽にご参加ください。

■申込方法
以下、専用サイトからお申し込みください。

https://airrsv.net/teleworksupport/calendar

申し込みサイト

お問い合わせ先 総務省テレワーク・サポートネットワーク事務局
03-5422-1517  (9:00~17:00)

jimukyoku@teleworksupport.go.jp

TEL

e-mail

≪お客様の個人情報の取り扱いについて≫
ご投入いただいた個人情報は、相談会開催に係る参加者の確認、参加者名簿の作成、出席確認及び相談会運営に関する連絡を目的に使用いたします。

主催：総務省中国総合通信局 協力:テレワーク・サポートネットワーク事務局

テレワーク導入ミニセミナーを
オンラインにて定期開催中!!

プログラム

「テレワークとは」
<内容>
テレワークについて/必要なICTツールとは/事例紹介

テレワークツール紹介

質疑・相談コーナー

最新のテレワークツールについてご紹介いたします。

＜オンライン開催について＞
✓ オンラインツールはWebex meetingを使用します。
✓ パソコンまたはスマートフォン(アプリ要)及び

インターネット環境のご準備をお願いします。
✓ 当日の接続に関するお問合せは事務局にて承ります。

中国エリアの皆様総務省テレワークサポートネットワーク

クラウドPBX（音声クラウドサービス）

勤怠管理システム

<紹介ツール>

etc

日時

「ICTツール・セキュリティ」ほか広くご質問を承ります。

21日・28日10

月

11

月

12

月

1

月

毎週（水）14時～15時30分
に開催！

4日・11日・18日・25日

2日・9日・16日

13日・20日・27日



Withコロナ時代に
売上を拡大する

ウィズコロナの中、販売促進ツールとして
これまで以上に脚光を浴びているのが、クラウドファンディングとSNS。

セミナーでは、両ツールの活用で売上を伸ばしている
企業の経営者やアドバイザーの皆様から最新動向や
活用事例についてお話いただきます。

オンラインによるセミナーですので、経営者や
営業部門の責任者の方々など、幅広く受講いただきますよう
ご案内いたします。

日 時 2020年 月 日（水）14：00～15：3012 9

日 時 2020年 月 日（火）14：00～15：3012 15

職場やご自宅でご視聴いただけます

オンラインセミナー

1 伸びている市場で売上拡大と自社PRをしていこう
クラウドファンディング
1部 30分 『クラウドファンディングとは何か』

担当企業／株式会社orb　事業開発部 部長  前田 幸一郎氏

2部 40分 『岡山の企業が活躍 ！ 晴れフレ岡山の成功事例』
担当企業／ READYFOR株式会社　連携推進室　岡山 紗詠子氏

3部 20分 『クラウドファンディング実施中に頑張るべき3つのポイント』
担当企業／備州窯　営業部長  青山 博氏

2 時代にあった情報発信ツールで新規顧客を獲得していこう
SNSツールの有用性（インスタ、FB、ツイッター）、youtuberの商用利用のコツ

『Withコロナ時代にSNSが担う役割～答えはシンプルだった～』
担当企業／株式会社orb　事業開発部 部長  前田 幸一郎氏

『企業がyoutubeを活用するための3つのポイント』
担当企業／トップギア株式会社　代表取締役  土倉 浩二朗氏

3部 30分 『SNSにおける動画や写真の重要性～映えるを因数分解～』
担当企業／ SMILE INNOVATION　代表  若林 裕聖氏

Point

主催：岡山県商工会議所連合会
岡山商工会議所　専門指導センター（担当：古矢）
〒700-8556  岡山市北区厚生町3-1-15　
TEL : 086-232-2266

お問い合わせ先

1部 30分

2部 30分

※QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お申し込みは裏面ＵＲＬ（ＱＲコード）
よりお願いします。

参加費
無料

売上を拡大する
ポイント

Withコロナ時代に



講師紹介

Withコロナの時代に売上げを拡大するポイント

株式会社Orb　事業開発部 部長　前 田　幸一郎 氏
まえだ こういちろう

岡山市東区西大寺出身。関西大学を卒業後、一部上場企業のコンサルティングファームに入社。
退社後、中国のアリババグループで10年間、海外展開支援の営業を行う。アリババ在職中は3000
社を超える企業と商談しTOPセールスを経験。2019年より株式会社Orbに入社し、事業開発部の
責任者として、 海外展開支援事業、クラウドファンディング支援事業、インスタグラム運用代行など
のサービスを立ち上げる。

READYFOR株式会社　連携推進室　岡 山　紗詠子 氏
おかやま さえこ

1992年生まれ。富山県南砺市出身。横浜国立大学 教育人間科学部卒。学生時代にREADYFOR
にてマーケティング担当として、Webマーケティングの実施や新規利用者の拡大に注力。新卒で大
手不動産会社に入社後、2020年1月よりREADYFORの晴れフレ岡山の事業担当として再度参画。
現在はパートナー開発部にて晴れフレ岡山を始めとした地域に特化したクラウドファンディングの取
組み推進を担当。

有限会社 備州窯　営業部長　青 山　博 氏
あおやま ひろし

岡山県和気郡和気町出身。大学卒業後、備前焼窯元備州窯に営業として入社 入社後には県内外の旅行会社、
バス会社に営業。 JTBなど大手と契約を結び、平成10年には3,500台を超えるバスの受け入れを行うきっか
けを作り、 備州窯本店展示即売場拡張、支店の開店、備州窯陶芸研究所の設立に携わる。 約25年前から備前
地域ではいち早く、備州窯インターネット販売を始め、その経験を基にオークションサイトビッダーズの講師を
務める。 2020年6月に挑戦したクラウドファンディングでは支援人数246名、支援総額2,676,615円を達成。

トップギア株式会社　代表取締役　土 倉　浩 二 朗 氏
とくら こうじろう

1994年10月8日生まれ。岡山県倉敷市出身。岡山大学教育学部美術科卒。
大学在学中、YouTubeに動画を投稿したことをきっかけに、YouTubeに魅力と可能性を感じ、動
画編集などを行うようになり、人気YouTuberのプロデュースを任される。
卒業後、トップギア株式会社の代表に就任。現在はアート活動や映像制作事業の傍ら、個人や企業
向けにYouTubeに関連するコンサル、セミナー講師などを行っている。

SMILE INNOVATION　代表　若 林　裕 聖 氏
わかばやし ゆうせい

岡山市南区出身。大学卒業後、株式会社リクルート営業として結婚情報誌ゼクシィの制作に携わる。
退社後、営業経験を活かし、広島にて採用コンサルタントとして、看護師など医療従事者の転職サ
ポートや医療機関への採用サポートなどを行う。結婚を機会に帰岡。
フリーカメラマンとして活動後、個人事務所としてSMILE INNOVATIONを設立。
写真スタジオのプロデュースや広告写真にも携わる。

「下記URL」あるいは
「QRコード読み取り」にて、
お申込みいただけます。

WEBでのお申込みのみになりますのでご注意ください。
※ご記入いただいた情報は、主催並びに共催団体の各種連絡・情報提供に利用するほか、

セミナー参加者の実態調査・分析のために利用させていただきます。

申込方法

https://bit.ly/3nPuUeI

●申込み締め切りは、各開催日の3日前までとなっております。



内容

中小企業・小規模事業者対象

岡山県令和２年度サービス産業IT活用普及事業

職場やご自宅でご視聴いただけます

Withコロナ
時代の〝IT活用〞

中小企業・小規模事業者向けサービス産業　
生産性向上セミナー

主催：岡山県、岡山県商工会議所連合会
共催：（一社）システムエンジニアリング岡山、
　　  （公財）日本電信電話ユーザ協会岡山支部

オンラインセミナー

岡山商工会議所　専門指導センター（担当：川口、吉田）
〒700-8556  岡山市北区厚生町3-1-15　
TEL : 086-232-2266

お問い
合わせ
先

現在新型コロナウィルスの感染拡大で、在宅勤務・テレワークを前提とした
新しい働き方を模索する動きが広がってます。
また、柔軟な働き方による、販路拡大・生産性向上・セキュリティの強化などが急務となっており、
新たな課題も浮き彫りになっています。
本セミナーでは、「Withコロナ」という点に重点を置いて、
「まず何から手を付けたらよいのか」、「どのように生産性向上に結びつけていけばよいのか」
について学んでいただきます。

日時

各回とも　15：00～ 17：00
令和 2年11 25㊌12 7㊊ ㊌12 16

11 25
１部 IT・WEBを活用した販路拡大

（株式会社スプラム　代表取締役）【講師】 竹内 幸次 氏
2部 補助金を有効活用！「ホームページの制作・リニュー

アル・運用」
【NTTタウンページ株式会社】

第１回目

12 7
１部 IoTツールを活用した生産性向上・業務改善・効率化

（一般社団法人  AI・IoT普及推進協力代表理事兼事務局長）
【講師】 阿部 満 氏

2部 IoTを活用した電気の見える化と自動制御による
コスト削減 【株式会社エスココーポレーション】

第2回目

12 16
１部 テレワークの活用と活用に伴うセキュリティ問題への対応

（㈱パソナ リンクワークスタイル推進統括、
 東京テレワーク推進センター事業責任者）

【講師】 湯田 健一郎 氏

2部 ICTを活用した新しい働き方について
【西日本電信電話株式会社】

第3回目

各回自由に選択して、
受講いただけます。

１回のみの受講も可能です。
90分

90分

25分

25分

90分

25分

※QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お申し込みは
裏面ＵＲＬ（ＱＲコード）
よりお願いします。

参加
費

無料



講師紹介

中小企業・小規模事業者向けサービス産業
生産性向上セミナー

株式会社スプラム　代表取締役

竹 内　幸 次 氏
1962年生まれ。具体的で現実的な経営コンサルティングを得意とする。2,600社以上の中小企業への
経営コンサルティング実績と2,300回以上の講演実績がある。構造転換が進む現在は、従来の枠組み
を超えた新しい発想が必要です。情報通信インフラや顧客コミュニケーションを革新することで、企業に
新しいマネジメントを提供していきます。テレビ経営コメンテーターやラジオトークなども行う。コンセプ
トは「経営をもっと身近に、もっと確かに」

たけうち こうじ

一般社団法人  AI・IoT普及推進協力代表理事兼事務局長

阿 部　満 氏
富士ゼロックスIT関連企業にて、日本最大のネットワーク・セキュリティー業界のマーケティング関連に
従事。その後、京セラ関連IT企業、ITコーディネータ協会職員を経て40歳で現社を創業。現在は主に
ITコンサルティングやセミナー講師として活躍している。中小企業大学校講師、東京都中小企業振興公
社主任講師、全国商工会議所・商工会講師などでも講演多数。著書にはITコーディネータ協会認定教材
「IT経営実践の知識」「IT経営可視化戦略」など。

あべ みつる

㈱パソナ リンクワークスタイル推進統括、東京テレワーク推進センター事業責任者

湯 田　健 一 氏
現在、ICTを活用し、場所を問わず多様な人材の能力を活かす「LINK WORK 」の推進を統括。併せて、
事業会社役員やベンチャーファンド事務局、一般社団法人クラウドソーシング協会の事務局長、総務省テ
レワークマネージャー、国家戦略特区事業としてテレワーク推進を展開している「東京テレワーク推進セ
ンター」の事業責任者なども務め、自身もパラレルワークを実践。政府の働き方改革推進に関連する経
済産業省の「雇用関係によらない働き方に関する研究会」や厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討
会」「雇用類似の働き方に関する検討会」「仲介事業に関するルール検討委員会」委員等も務める。

ゆだ けんいち

https://www.pi.jtua.or.jp/okayama/okayama_ict/

「下記URL」あるいは
「QRコード読み取り」にて、
お申込みいただけます。

WEBでのお申込みのみになりますのでご注意ください。
※ご記入いただいた情報は、主催並びに共催団体の各種連絡・情報提供に利用するほか、

セミナー参加者の実態調査・分析のために利用させていただきます。

申込方法

●申込み締め切りは、
各回セミナー開催５日前までとなっております。



倉敷商工会議所
地域と協働する商工会議所を

目指しています。

倉敷商工会議所会報令和２年11月号付録

制度改正に伴う専門家派遣等事業 【主催】倉敷商工会議所・公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロー

～With＆Postコロナ時代の企業の生き残り戦略～

● コロナ禍で活用したい支援施策と新しい生活様式とは
● Withコロナ時代の外部環境に対応したしなやか戦略
● 何が起こるかわからない時代のリスク対策
● 不安定な時代は固定費を下げてフットワークを軽くする
● コロナ時代にお客を呼んで売上を増やす具体策とは？
● 5分でできる無料ネットショップの作り方と売れるポイント
● 新たな販路を開拓して備えよう！SNSで新しい顧客を生み出す
● 小さなお店や会社でもできるZoom営業＆接客

ジャイロ総合コンサルティング㈱
取締役社長 渋谷 雄大 氏

定 員：50名
対 象：小売業、飲食業、サービス業ほか
会 場：オンライン開催（Ｚｏｏｍ）
環 境：インターネットに繋がるパソコン、

スマートフォン、タブレット等が必要です
締 切：令和２年12月10日（木）17時まで

2020年12月17日（木） １4：0０～１６：００
すぐ実践できる売上回復の秘策を伝授！

コロナを乗り越えるための
経営＆販売力ＵＰセミナー
コロナを乗り越えるための
経営＆販売力ＵＰセミナー

受講料
無料

お申込み・お問合わせ

倉敷商工会議所　中小企業相談所
〒710-8585 岡山県倉敷市白楽町249-5
T E L  086-424-2111　F A X  086-426-6911
MAIL  soudan@kura-cci.or.jp検索倉敷商工会議所

※個人情報を当セミナーの連絡以外に利用したり、第三者に提供することは一切ありません。
※ご記入頂いた情報は商工会議所で責任を持って管理します。これらの情報は商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用し、他の目的には使用しません。

※お申込みいただいた方には、セミナー配信用ＵＲＬを12月14日からメールで配信いたします。

右のＱＲコードを読み込んで
お申し込みください。

お申込みはQRコードもしくは当所ホームページから
ＱＲコードからお申し込み

ホームぺージからお申し込み

Wｅｂを活用したプロモーションを実践。営業
強化、店舗戦略、人材育成、販売促進、Web コ
ンサルティングなど幅広い分野でコンサルティン
グを行う。講演数は年間150回を超える人気講師。

新型コロナウイルス感染症拡大による影響は長期化の様相を見せていますが、一方で、その状況を逆手に取って新たなビジ
ネスにつなげている事業者が増えてきているのも事実です。時代の変革期において重要となる発想の転換と行動の変革が今
必要です。「コロナ」とともに生きる発想を持ち、新たな時代に向けて手を打っていきませんか。本セミナーでは、コロナ時代
のお客様づくりや販売・営業の仕組み、ネット活用、ネット通販などを素人の方にでも理解いただけるように、成功事例と共に
わかりやすく解説いたします。新しい生活様式への対応と売上回復のために何ができるのか？この機会にぜひご参加ください。




