
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【能力拡大教育体系】 

本教育システムには 2６タイトルを内蔵済。 社長・役員・管理職・社員など延べ 10,000 人以上の  

研修を実施してきた高度な教育内容を、多様な角度から提供致します。 

誰でも利用できる幅広い内容になっており、即、実戦で活用できる内容ばかりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ シリーズ、タイトルは今後も追加していく予定です。 

※ 貴社オリジナルコンテンツも組み込み可能です。 

人工知能（ＡＩ）を活用した新しいビジネス教育！！ 

社員・管理職・役員のビジネスＩＱを高める自発型教育システム 

「納得のＡＩなっちゃん」のご紹介 

ＡＩやロボットの進化で、ビジネスの現場は 

大きく様代りする時代となっています。 

これから管理職や社員に求められるのは 

★発明や発見 

★イノベーション 

★経営戦略思考 

を生み出し、実行する行動力です。 

「納得のＡＩなっちゃん」は、行動力をつける

自発型教育システムです。 

 

  

発明家、戦略家 

イノベーション

新事業・新市場 

現在の事業 

現在の市場 

 

ビジネスＩＱ高 

ビジネスＩＱ低 

現在の市場 新しい市場 

挑戦力のある人財を増やしましょう 



【ＡＩ教育シリーズの概要とタイトル】 

         シリーズの概要             タイトル名 
・発明家になろう 

・イノベーションを起こそう 

・戦略家になろう 

 

・利益拡大マネジメント 

・.短時間で高付加価値化 

・.会社を守るリスク対策 

 

・コミュ力＆リーダーシップ強化 

・能力開発・部下育成の極意 

・Ｎｏ.1オンリー1になる 

 

・苦手な部下の対処方法 

・苦手な上司の対処方法 

・苦手なお客様の対処方法 

 

・.新規顧客の開拓方法 

・.既存顧客の売上拡大 

 

 

・成功する M&A前と後ろ 

・決算書で企業力を知る 

 

 

・人事評価力を高める 

・管理職や幹部になる能力診断 

 

 

 

・やってはいけない 15か条 

・コンプライアンステスト 

 

・役員になって会社を動かそう 

･部長になって事業を拡大しよう 

･課長になって挑戦型組織にしよう 

 

･技術･開発者の“新”能力開発 

･仕事の生産性を高める知恵 

･高い成果達成への人間力強化 

 

 

 

 

挑戦シリーズ 

ビジネスの頂点を目指すための「挑戦」シリーズ。 

新商品・新事業・新市場開拓を実現できます。 

マネジメントシリーズ 

会社の利益を上げるための「マネジメント」シリーズ。      

計画達成、生産性向上やリスクに対応できます。 

課題解決シリーズ 

不足する能力を高める「課題解決」シリーズ。 

対人力や発揮すべき能力を高めるための工夫が満載です。 

苦手解決シリーズ 

苦手な部下、上司、お客様の「苦手克服」シリーズ。       

いつまでも苦手と言っておれませんね。 

営業強化シリーズ 

営業での悩みを克服する「営業強化」シリーズ。 

新規顧客の獲得や既存顧客のさらなる売上の伸ばし方につい

ての知恵と行動プロセスが満載です。 

人事評価シリーズ 

評価者と評価される側の視点の「人事評価」シリーズ。 

評価力向上と昇進昇格能力の自己診断が入っています。 

財務強化シリーズ 

Ｍ＆Ａ成功と決算対策の「財務強化」シリーズ。 

Ｍ＆Ａ、決算両面から財務力強化を確認できます。 

コンプライアンスシリーズ 

個人・企業の信用下落を防止する「コンプラ」シリーズ。      

法令違反・規則違反は厳禁です。 

経営幹部シリーズ 

管理職の階層別の重要な役割とその実施方法を身につけ活躍

するためのシリーズ。経営活動に自信がつきます。 

 

能力開発シリーズ 

社員の多様な能力を開発するシリーズ。よりレベルの高い仕事

に挑戦するための知恵が入っています。 

 



教育タイトル（全２６タイトル） 

シリーズ     タイトル                       内容 

挑戦 発明家になろう ・「新技術・新商品・新事業」 あなたの発明で会社や自分に革新を起こします 

イノベーションを起こそう ・イノベーション実現のフェーズやそこで発揮すべき能力を理解しましょう 

戦略家になろう ・「経営戦略・事業戦略・Ｍ＆Ａ戦略」多様な戦略手法で経営を拡大できます 

マネジメ  
ント 

利益拡大マネジメント ・組織計画立案や達成、効果的な組織運営方法について知ることができます 

短時間で高付加価値 ・時間管理で高付加価値を見出すしくみが分かります 

会社を守るリスク対策 ・社内外に潜む様々な脅威が引き起こすリスクへの対応方法がわかります 

課題解決 コミュ力＆リーダーシップ

強化 

・コミュニケーションが上手く行っていれば、目標達成やチャレンジができます 

・リーダーシップを発揮できれば鬼に金棒です 

能力開発・部下育成の極
意 

・能力のとらえ方を理解し自分の能力を高め、部下を効果的に育成できます 

No.1 オンリー1になる ・弱気な自分を強くする自己目標への挑戦です 

苦手解決 苦手な部下の対処方法 ・多様な部下にどのように対処すればよいか、事例研究します 

苦手な上司の対処方法 ・苦手な上司をうまく利用し、ともに伸びる方法が分かります 

苦手なお客様の対処方法 ・難しいお客様をいかに振り向かせるか、営業必須手法が分かります 

営業強化 新規顧客の開拓方法 ・新規顧客の営業プロセスの手順や秘訣を活用できます 

既存顧客の売上げ拡大 ・既存顧客に新しい提案を繰り返す手順や秘訣を活用できます 

財務強化 成功する M&A前と後 ・買収前の準備、買収後の経営の仕方での成功を理解できます 

決算書で企業力を知る ・決算書の内容理解と、その中に見える会社の力を知ることができます 

人事評価 人事評価力を高める ・評価者の組織・個人目標設定、正しい公正な評価方法を身に着けます 

管理職や幹部になる能力
診断 

・昇進・昇格前の自分の力がどれほどかをチェックできます 

コンプラ

イアンス 

やってはいけない 15か条 ・「わかっているけどつい」事件を起こした人の言い訳です。法令違反、規定

違反、契約違反をしないと自分を戒める意味で定期的に確認しましょう 

コンプライアンステスト ・自分が本当にコンプライアンスのことを理解しているかの確認テストです 

経営幹部 役員になって会社を動か

そう 

・「会社をもっと良くしたい」「やってみたい事業がある」と思うなら、役員に挑

戦しましょう。ここでは、役員前から役員後までを掲載し、事例もあります 

部長になって事業を拡大

しよう 

・部長が持っておくべき知識や知恵に加えて経営力・行動力を高める方法を

ご提供します。ぜひ、部長として大きく成長し事業を拡大しましょう。 

課長になって挑戦型組織

にしよう 

・会社の発展・持続のためには新規事業や新商品への挑戦も必要です。

「挑戦的なアプローチ」を中心に意欲的な課長に役立つ内容を紹介します 

能力開発 技術･開発者の“新”能力

開発 

技術開発の基礎的部分の学習から、最新技術を活用する視点まで技術開

発者の能力向上に活用できます。 

仕事の生産性を高める知

恵 

・「生産性」のとらえ方を定義して、共通の向上方法と、職種（営業、技術、

管理）ごとの向上方法を紹介します。 

高い成果達成への人間力

強化 

・成果を向上させるには、業務力（営業、技術、管理）を磨くことは当然です

が、その基盤になる人間力を理解し個別の能力を磨く方法を説明します。 

◇おすすめはこちら  社員の人も管理職や役員クラスに挑戦し能力を高めましょう 

 社長・役員 管理職 社員 

・戦略家になろう 

・イノベーションを起こそう 

・会社を守るリスク対策 

・成功するＭ＆Ａ前と後 

・短時間で高付加価値 

・決算書で企業力を知る 

・コンプライアンス 

 やってはいけない 15か条 

・役員になって会社を動かそう 

 

・利益拡大マネジメント 

・短時間で高付加価値 

・コミュニ力＆リーダーシップ強化 

・能力開発と部下育成の極意 

・人事評価力を高める 

・苦手な部下の対処方法 

・苦手な上司の対処方法 

・苦手なお客様の対処方法 

・コンプライアンス 

  やってはいけない 15か条 

・部長になって事業を拡大しよう 

・課長になって挑戦型組織にしよう 

・高い成果達成への人間力強化 

・発明家になろう 

・ＮＯ１・オンリー１になる 

・能力開発と部下育成の極意 

・新規顧客の開拓方法 

・既存顧客の売上げ拡大 

・苦手な部下の対処方法 

・苦手な上司の対処方法 

・苦手なお客様の対処方法 

・コミュニ力＆リーダーシップ強化 

・ビジネス満点テスト 

・コンプライアンステスト 

・技術･開発者の“新”能力開発 

・仕事の生産性を高める知恵 



教育内容の具体例（一部抜粋） 

挑戦シリーズ 
発明家になろう  

（40 項目） 

イノベーションを起こそう 
（37 項目） 

戦略家になろう  
（33 項目） 

2.右脳を訓練しよう 

7.動物・植物から発明のﾋﾝﾄをもらおう 

8.どうして？なぜ？疑問をもつ 

11 もっと面白くしたら 

23.利用価値を調べる 

29.使えそうな新技術を探す 

40.達成した喜びを放つ 

2.イノベーションの定義と種類 

 6.イノベーションに必要なフェーズ 

8.創造力を高めるプロセス 

15.企画力を高めるプロセス 

22.提案力を高めるプロセス 

26.提案実行段階 

30.実現力を高めるプロセス 

3.戦略とビジョンのつながりは 

 6.顧客・競争を予測する方法 

 9.市場・サービス戦略の展開 

12.事業ミックス・３割ルール 

14.分散化・分割化戦略 

17.人工知能（ＡＩ）の活用 

20.Ｍ＆Ａをする理由は何 

マネジメントシリーズ 

利益拡大マネジメント 
（43 項目） 

短時間で高付加価値  
（20 項目） 

会社を守るリスク対策  
（9 項目） 

5.キャッシュフローが良く分からない  

10.利益が出ない計画になってしまう 

17.事業戦略の設定をどうする 

19.新製品のアイデアが枯渇してきた 

24.プロジェクトがなかなか進まない 

28.会議が長すぎる 

34.改善効果は何で分かるか知りたい 

3.時間の活かし方 

7.時間力の活用分野 

9.時間力発揮の手順 

14.時間見積もりの方法 

15.スケジュール作成の方法 

17.時間を確保する方法 

20.時間のムダの削減方法 

1.脅威とリスクの定義 

2.企業に発生するリスクと脅威 

5.リスクマネジメントの定義と目的 

6.リスクマネジメントの４つのフェーズ 

7. リスクマネジメントの進め方 

8. ＥＲＭ実施体制チェックリスト 
9. 営業部門のリスクマネジメント例 

営業強化シリーズ                       課題解決シリーズ 

新規顧客の開拓
方法（23 項目） 

既存顧客の売上
拡大（20 項目） 

コミュ力＆リーダシ
ップ強化（38 項目） 

能力開発・部下育
成の極意(32 項目） 

No.1・オンリー１ 

（22 項目） 

1.候補客の発見 

 4.アポ取り 

 5.訪問の準備 

7.お客様の理解 

10.自分の売込み 

14.提案のプレゼン 

16.クロージング 

1.商談先の決定 

 2.販売目標の設定 

4.商談の落し所の

設定 

 9.お客様ニーズの

把握 

20.クレーム対応 

4.「聞く」と「聴く」の

違い 

8.心ノ窓はオープンか 

11.聴く力を蓄える 

16.自己をアピールしよう 

27.リーダの条件 

32.変化対応力をつけよう 

7.ＡＩに負けない能力

は何 

13.能力開発計画を作る

方法 

21.育成のプロセス 

24.指導と育成の違いは何 

2. 自分の No.1の姿 

3. 自分のオンリー1の姿 

5. 自分の価値はどれだけ 

6. 仕事力は何点？ 

15. 弱い自分よ さようなら 

16. 周囲を動かそう 

18. 協力者を作ろう 

苦手解決シリーズ             人事評価シリーズ 

苦手な部下の対処
方法（24 項目） 

苦手な上司の対処
方法(20 項目） 

苦手なお客様の対
処方法 (18 項目) 

人事評価力を高 
める（29 項目） 

管理職や幹部になる
能力診断（25 項目） 

4.能力はあるが文句 

が多い人 

8.挑戦意欲がない人 

12.仕事に不満な人 

14. 評価に不満な人 

20.元上司,今部下の人 

22. 理想の上司になる 

3.パワハラ気味の上司 

7.責任を取らない上司 

9.能力が足りない上司 

14.自分の意見を言わな

い上司 

18.能力はあるが文句が多

い上司 

2.お客様を苦手にならな

い方法 

5.要求が厳しいお客様 

12.クレームの多いお客様 

13.競合をひいきにするお

客様 

1.人事評価は人と会社

を伸ばす 

7.人間的魅力度は？ 

9.組織目標達成が大事 

13．ダイナミックな目標 

23．成長を見つけてやる 

29.全ての部下を最高に 

1. リーダーシップ 

 2. チーム力 

 4. 問題解決力 

7. 総合力 

13. 提案力 

14. 仕掛け力 

21. 上司を動かす 

財務強化シリーズ          コンプライアンスシリーズ 

経営幹部シリーズ               能力開発シリーズ 

役員になって会
社を動かそう 
（31 項目） 

部長になって事
業を拡大しよう 

(25 項目） 

課長になって挑
戦型組織にしよ
う  (37 項目) 

技術･開発者の
“新”能力開
発（42 項目） 

仕事の生産性を
高める知恵 
（36 項目） 

高い成果達成へ
の人間力強化 
（45 項目） 

6.トップとしての

心構え 

7.役員に必要な経営

知識 

14.グランドビジョン

を発表する 

24.トップダウンの

しかた 

1.部長への期待 

6.事業に魅力つける 

11.次世代事業を思考

する 

19. 冒険心を持つ 

20. 寛容力が必要 

23. とびぬけた逸材を

つくる 

1. 課長と担当との

違いを理解する 

10. 問題・課題は素早

く解決する 

19. 部長・役員をうな

らす 

33. 部下育成の方針

や方法を工夫する 

4. 将来技術の目利

きをするには 

5. トレンド技術：AI

技術とは 

16. 自分の強みを数

値化しよう 

35. 研究開発のリー

ダーシップ 

1. なぜ生産性向上

が必要か 

6. 個人の生産性と

組織の生産性 

21. 組織の生産性の

算出方法 

27. 営業部門の生産

性の全体像 

1. 人間力の必要性

ととらえ方 

7. 人間力の磨き方 

10. 人間力を高める

方法（姿勢編）

「主体性」 

16. 「信頼性」 

32. 「決断力」 

成功する M&A 前後 
（30 項目） 

決算書で企業力を
知る。（37 項目） 

やってはいけない 15 か条 
（15 項目） 

コンプライアンステスト 
（27 項目） 

8.買収目的は何？ 

15.合併か独立体か、新

会社か 

19.シナジー効果の最大化 

22.問題は親会社の役員 

23.売却理由は何？ 

29.社員継続は必須条件 

7.決算後の税金は大事 

 8.貸借対照表の構成は 

13.純資産は多いほど良

いか 

18.当期純利益のゆくえ 

28.ROEと ROA 

29. 支払能力はあるか 

 2．コンプライアンス違反と損害と対策 

 3．個人情報保護法の概要と問題 

 8．セクシャルハラスメントの概要と例 

9．情報の改ざん・粉飾決算 

10．社内情報の漏洩・社内ルール徹底 

11．ＳＮＳ・ＡＩ・ロボット 

14．インサイダー取引・反社会勢力 

8.次のうち間違っているものはどれ 

8-1.総務からパソコンのＩＤとｐｗを入手 

8-2.新製品企画の内容について、同じ

部署の上司に相談した。 

8-3上司に指示されたので、カギを受

け取り機密事項の保管庫から必要

な書類を持ってきた。 



  
・チャットボットは文章やキーワードをもとに 
用意した知恵からヒットすると判断した回答を
選択し表示します。 
・先ず左記のトップ画面のメニューから知りた

いタイトルを選択します。 
・下記のように会話形式で進められます。 
・質問内容やキーワードがヒットしなかったとき
は、別の表現で聞いてください。一覧表の番号で
も可能です。 
 

【納得の AI なっちゃんの画面】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「納得のＡＩなっちゃん」はＡＩチャットボット式 
ＰＣ、スマホ、タブレットで楽しく行うことができます。 

「知りたい項目」から思いついたワ

ードをチャットボットで聞けます。 
タイトル名。 

チャットボットに聞いた

内容が表示されます。 

チャットボットの

回答です。知り

たい内容が解

説されます。 

次の質問を

ここに入力し

ます。 

右記のように会話

のやりとりが下に

向かって続きます。 

 

スクロールすれば

前の回答を見るこ

とができます。 



■ご利用メリットは豊富です！！ 

〇社長・役員・・・経営戦略、事業構築、Ｍ＆Ａ成功、イノベーション、コンプラインス対策に 

〇管理職  ・・・組織マネジメント、リーダーシップ、部下育成、課題解決、人事評価に 

〇社 員  ・・・発明、発見、ＮＯ１、仕事改革、営業強化、財務分析、苦手克服に 

※さらにタイトルを追加予定。ご期待ください。 

 

■ご利用料金（税込））  

           企業向け価格表 

  

  社員数 
利用金額（万円） 

1 ヶ月（税別） 3 ヶ月(税別) 

５０名未満 ５０  １００ 

１００名まで ８０ １６０ 

３００名まで １８０ ３６０ 

５００名まで ２５０ ５００ 

５００名以上 別途お見積り 別途お見積り 

 

• 企業向けの場合、月次換算ではお一人様 10,000 円（税別）のご利用になります。 

• ご利用期間は「1 ヶ月」ごとに更新です。（解約のお申し出がない場合、自動継続されます） 

• 上記「価格表」にはシステム利用料一式を含みます。 

• ご利用には「ご利用契約書」を締結させていただきます。 

• 契約後に利用料金の入金確認後、アカウント ID とパスワードをご提供次第、利用可能となります。 

• 〔このようなご利用も可能〕 

利用者ごとにタイトル（教育メニュー）をいつ頃、何回利用したかや、全社でどんなタイトルをよく利用し

たのか、などの分析ができます。組織編制、チームつくり、プロジェクト立ち上げ、育成計画、経営戦略

立案等に役立てることが可能となります。 

• PC、スマホ、タブレットで利用可能です。 

• 社内利用に限り、貴社オリジナルテーマの追加制作が可能です。（別途、お見積をご相談ください） 

 

【開発・提供会社】 

 アップ経営コンサルタント株式会社 https://upkei.jp/ 

  東京都中央区日本橋浜町 2-61-6   電話：03-5651-0702   

 株式会社資産工学研究所      http://www.iire.co.jp 

  東京都千代田区麹町 1-6-9      電話：03-5213-4655   

 

【開発・提供会社】の実績 

〇アップ経営コンサルタント株式会社 

大企業向け幹部研修（経営戦略など多数）、中継企業向け人事制度構築支援、中堅企業向け経営改革コ

ンサルティング、Ｍ＆Ａ仲介（２０００年に設立） 

〇株式会社資産工学研究所 

大企業・中継企業の役員・社員向けファシリテーション多数、企業の業務改革、行動改革を実施 

（１９９８年設立） 

     個人向け価格表 

  個人料金 月額（税込） 

１人様 ３８，０００円 

https://upkei.jp/
http://www.iire.co.jp/

