
平成２７年度
「女性活躍推進フォーラム」

日本遊技関連事業協会 人材育成委員会



[募集要項]

≪開催日≫ 第1回 平成27年 9月11日（金） 13：00～18：00 （交流会18：30～）
第2回 平成27年11月13日（金） 13：00～18：00 （交流会18：30～）
第3回 平成28年 2月10日（水） 13：00～18：00 （交流会18：30～）

※ 最終2月10日には、派遣担当者様にもご参加いただき、成果を確認していただきます

≪会場≫ 日遊協本部等 ※ 開催前にご案内いたします

≪対象≫ 「女性正規社員」で下記①～③の条件を満たす方
①入社2年目以上10年未満 ②現場若しくは営業寄りの方 ③３回セットでの参加を予定出来る方
※ 若干条件から外れる場合には事務局までご相談ください
※ 別途先輩層をゲストスピーカーとして招聘、キャリアの融合を図る予定です
※ 交流会の参加は任意ですが、交流を深めるため極力ご参加をお願いします

≪内容≫ ①風土形成の後押し（ディスカッション、プレゼン）

②実務の後押し（資格取得サポート、実務セミナー）

③知の後押し（ネットワーク形成、交流会）

≪定員≫ 各社1名まで 最大30名（30社）

≪参加費≫ ¥30,000（３回ワンセット、交流会費含む）

≪備考≫ 事前課題を一緒に検討したり報告を受ける
派遣担当者（上司等）を設けてください

≪問合せ≫ 日遊協事務局 呉（ＴＥＬ：03-3553-4333）

■平成２７年度 女性活躍推進フォーラム 概要

活躍推進の提言だけではなく、フォーラムそのものが実務の出力アップにも寄与し、
送り出す企業様にとって大きなメリットがあるよう中身を企画しています。

≪実務の後押し≫

役立つ資格の取得サポートや
実務セミナーの開催

フォーラム
目的

≪知の後押し≫

ネットワーク形成を促進
刺激を享受

≪風土形成の後押し≫

自社に持ち帰れる企画の
ディスカッション、プレゼン
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■女性活躍推進フォーラム タイムテーブル（予定）

≪11月13日（金）≫ ※ 適宜休憩

① 13:00 ～ 13:10

オリエンテーション

② 13:10 ～ 13:30

先輩社員業界経験講演

③ 13:30 ～ 15:45

セミナー
[売上をアップするための色彩心理セミナー]

④ 15:45 ～ 17:45

グループディスカッション

⑤ 17:45 ～ 18:00

振り返り、次回に向けての課題整理、アンケート

(交流会参加希望者は移動)

⑥ 18:30 ～ 20:30

交流会 ※任意

≪2月10日（水）≫ ※ 適宜休憩

① 13:00 ～ 13:10

オリエンテーション

② 13:10 ～ 15:10

セミナー
[販促とは、広告制作のワークショップ]

③ 15:10 ～ 16:10

グループワーク（発表準備）

④ 16:10 ～ 17:00

発表

⑤ 17:00 ～ 17:20

先輩社員業界経験講演

⑥ 17:20 ～ 18:00

セレモニー[表彰] 、アンケート

(交流会参加希望者は移動)

⑦ 18:30 ～ 20:30

交流会 ※任意

≪9月11日（金）≫ ※ 適宜休憩

① 13:00 ～ 14:00

オリエンテーション／名刺交換会／アイスブレイク

② 14:00 ～ 16:00

セミナー
[接遇検定合格サポート &
ビジネスシーンに合わせた印象度アップ]

③ 16:00 ～ 17:45

グループディスカッション

④ 17:45 ～ 18:00

振り返り、次回に向けての課題整理、アンケート

(交流会参加希望者は移動)

⑤ 18:30 ～ 20:30

交流会 ※任意

最終2月10日には、派遣担当者様にもご参加いただき、成果を確認していただきます。
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■世論

「女性の活躍推進」はもはや時代の要請であり、
当業界の未来をデザインする上で、女性の、一層の出力アップが必要と考えます。
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■魅力ある個社、業界へ 

受験したことのある業界 【複数回答】 順位 

食品・農林・水産 1 

繊維・化学・薬品・化粧品 2 

鉄道・航空・運輸・物流 3 

銀行・証券 4 

ソフトウェア・インターネット 5 

商社 6 

電子・電気機器 7 

建設・住宅・インテリア 8 

通信 9 

電力・ガス・エネルギー 10 

自動車・輸送用機器 11 

機械・プラント 12 

～ 

公社・団体 23 

医療・福祉 24 

クレジット・信販・リース 25 

官公庁 26 

ホテル・旅行 27 

専門店 28 

アミューズメント・レジャー 28 

スポーツ・玩具 30 

フードサービス 31 

実際に入社を決めた業界 【複数回答】 順位 

繊維・化学・薬品・化粧品 1 

ソフトウェア・インターネット 2 

銀行・証券 3 

自動車・輸送用機器 4 

建設・住宅・インテリア 5 

電子・電気機器 6 

機械・プラント 7 

鉄道・航空・運輸・物流 8 

通信 9 

医療・福祉 10 

～ 

不動産 22 

人材サービス（派遣・紹介・アウトソーシング） 24 

官公庁 25 

鉄鋼・金属・鉱業 26 

ホテル・旅行 27 

クレジット・信販・リース 28 

アミューズメント・レジャー 28 

スポーツ・玩具 30 

フードサービス 30 

※ 2014年 マイナビ大学生業界イメージ調査 全31業界（WEBアンケート n=1,193） 

女性も働きやすい環境、キャリアを描ける風土、女性が一層輝く企業、業界に向けて、 
入職増加、離職低減の一手ともなりますよう、まずは第一歩を踏み出します。 

※ 平成25年 厚生労働省 雇用動向調査 [転職事由] 

 
まだまだ就職希望者が少なく 
当業界は採用活動で苦戦傾向 
魅力ある業界への推進は 
雇用問題解決への糸口に 

  
業界に限った話ではないが 
女性にとっての働きやすい、 
キャリアと向き合える 
環境作りに向けて、 
まさに議論されるべき 
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接遇検定合格サポート＆印象度アップセミナー

step1

step 2

目的と講座内容

今、求められる接客・接遇とは何か？

接遇検定合格を通して得られるスキル

・実践で活きるサービス接遇検定資格とは？

・ホールでの働き方が変わる接遇スキルの活かし方

・サービス接遇検定資格合格へのノウハウとは？

・スタッフの印象が繁盛感を左右する
・プラスの感情を生み出し、マイナス感情を減らす技術
・魅力あるスタッフの接客５原則

大熊　三恵　（おおくま　みえ）
デライト・コミュニケーションズ株式会社

●文部科学省後援　サービス接遇検定１級
●カナダ　SuccessStrategies 社認定　LABプロファイルプラクティショナー

《2015年登壇内容》
●パチンコ・パチスロイノベーションセミナー2015
　⇒《接客手法》３割増スイッチ　お客様がまた来たくなる接客術　登壇
●総合ユニコム（株）主催　マネジメントセミナー　
　⇒業績アップに貢献するホールスタッフ《接客・接遇手法》
●企業講師として女子大学《秘書検定合格支援セミナー》登壇

接客・接遇サービスにおけるプロフェッショナル講師。デライト・コミュニケーショ
ンズ株式会社での筆頭講師としてサービス研修、接遇トレーナー育成研修、好印象メ
イク実践研修など、お客様に《また来たい》と思っていただくための接客技術指導と
体現する力を備えさせる研修を行っている。新人スタッフを即戦力までに育成したり、
グランドオープンに向けた実践研修など、多くのホール企業や飲食業からのオーダー
にマッチしたプラニングから研修・教育・実践指導など豊富な実績を持つ。

講師紹介 Teacher Profile

Mie Ookuma
Service consultant

2015年　9月11日
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売上をアップするための色彩心理セミナー

step1

step2

目的と講座内容

《色と私たち》　様々な場面で大きな影響力を持つ
《色》の役割と私たちとの関係について学びます。

《色》の使い方の基本を学び、ソフトとハード双方に
活かせる《目的別の色の使い方》を学びます。

人の心にさまざまな影響を与える「色＝カラー」。その働きは、近年ますます
幅広い分野で注目を集めています。色の効果を知ることで実務に活かすことも
さることながら、もっともっと《色》が楽しく、おもしろくなり、ご自身の未
来をよりカラフルにしてくれます。

　　　　 《空間演出》
心地よい空間づくりに欠かせないカラー。商空間・住空間それぞれのコンセプ
トに合わせた壁紙やアクセントになる小物など雰囲気作りには欠かせません。
色の知識を身につけると、お客様の満足度やリピート率、スタッフの定着率に
影響を与えるインテリアコーディネートが可能になります。

             《広報 /広告》
ターゲットや企画内容に合わせたデザイン・配色はイメージづくりに必須のテ
クニック。季節感の演出や視覚効果を合わせることで顧客の目に留まりやすく
共感も生み出します。WEBサイトでも商品イメージを色で表現したり、見て
もらいたい情報を伝えやすくするために配色技法や色の効果はとても重要で
す。

三浦 まゆみ（みうら まゆみ）  
カラーコンサルタト /キャリアコンサルタト

●文部科学省後援AFT色彩検定  1 級カラー コディネター
●東京商工会議所主催カラー検定 １級《第２分野：商品色彩》
●NPO法人日本プロフェッショナルキャリアカウンセラー協会
　プロフェッショナルキャリアカウンセラー認定キャリアコンサルタント
●一般社団法人アルページュホームヒーリング協会理事
　（アロマセラピスト育成・企業支援）

カラー業界経験17年。老舗のカラーコンサルティング専門会社にて15年、カラー
検定、パーソナルカラー、カラーセラピーなどを教える講師として、企業・団体・大学・
専門学校など数多くの講座を担当。AFT色彩検定において高い合格率を出す。また、
大手企業の商品カラー企画、色彩調査などを行い、商品売上アップやブランディング
に貢献する。その他、カラーマネージャーとして企業の広報・営業活動を行いカラー
リスト育成にも長く携わる。

講師紹介 Teacher Profile

Mayumi Miura

Color consultantColor consultant

2015年　11月13日
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販促、広告制作のワークショップセミナー

2016年　2月10日

step1

1

step2

目的と講座内容 target & program

販売促進活動に不可欠な広告の基本的な考え方を習得

ポスター制作時の基本ノウハウを習得（ワークショップ）

広告とは何か？を考える上で重要なキーワードが【マーケティング活動】とな
ります。マーケティングとは、【モノが売れ続ける仕組みづくり】であり、企
業の活動の殆どが関係する重要な取り組みであります。ターゲットに対して具
体的に働きかけるツールである【マーケティングミックスの４P/製品
（Product）、価格（Price）、流通（Place）、プロモーション（Promotion）】
を理解し、現在の消費行動モデルなどを組み合わせる事で、更に効果的な広告
展開を行う事が可能になります。

現在、広告に出会わない時間はあ
りません。スマートフォンという
メディア革命から私たちの周りに
は過去に無い程の広告量が存在し
ております。このような時代を迎
え、ホール様などの商業施設では、
今まで以上に、広告というものを
理解し、効果的な運用が求められ
ています。

広告概要

販売促進 広告制作

広告概要

販売促進販売促進 広告制作広告制作

Point マーケティングと広告 /現在の消費行動モデル

2
インターネットメディアが主流になった今、消費者にはどのような変化があっ
たのか？現在の主流の消費行動モデルを理解する事で、必要な広告運用が見え
てきます。

お客様に強く働きかける仕掛け /コツを盛り込んだレクチャーとセットで実際
に楽しみながらポスター制作を行います。当日学習した内容の復習を兼ね即反
映できる講座として価値ある時間をクリエイトいたします。

従来の消費行動モデルの基本的な理解を行った上で、行動モデルを理解します。
パチンコホールでも十分に活用出来る、広告運用の《コツ》が見えて来ます。

※講習では、手書きによるワークショップとなりますが、広告製作に大切なファ
クターの習得や作り方のコツなどのレクチャーとなります。作るだけでなく、
どのように使うかも広告では重要なポイントとなります。

Point お客様のマインドを理解する。（消費行動モデル）

3Point ワークショップ活動を通じて、広告制作を実体験

～『遊びたい！』のスイッチを押す広告制作のコツを習得～

AISCEAS（アイセアス）モデル
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申込書返信先 日遊協 呉宛

（ＦＡＸ：０３－３５５３－４３３４）

平成２７年度 女性活躍推進フォーラム 申込書

企業名

≪参加者≫

お名前 年代 代

部署 ご役職

ＴＥＬ

メールアドレス

≪派遣担当者≫

お名前

部署 ご役職

ご住所
〒

ＴＥＬ

メールアドレス

※請求書は派遣担当者様宛にお送りいたします

申込〆切：８月２８日（金）


