
ワンスアラウンドの

インストラクター養成塾

インストラクションのセオリーと実践を身につける

新企画 ９月スタート！

現場指導が
できるスキルを
身につける！

ワンスアラウンドの

塾



なぜインストラクター塾を開講するのか

現場を回りスタッフ１人ひとりの動きを見ていると、次のような二つの矛盾する光景をよく見かけます。

一つ目めは、 もっと販売の基本がわかったら伸びるのにもったいない！と思う、伸び悩んでいるスタッフ

がいる光景です。

二つ目は、 販売を長年経験してきたのだから他のスタッフに教えられるスキルを身につけたら伸び悩ん

でいるスタッフを元気にしてあげられるのに！と思う販売現場の光景です。

このような販売現場の矛盾を埋めるための計画をつくり、指導し、現場を元気にするのがインストラクター

です。

ダンスや、エアロビックス、水泳、スキーなどのスポーツ分野には専門的に指導するインストラクターが

います。そして、それらのインストラクターは生徒に基本をしっかり教え、 生徒の個性や得意を見つけ

それを更に伸ばす指導を行い技術や演技をレベルアップさせています。

私たちも今回開講するインストラクター塾を通して沢山のインストラクターを育成し、現場を元気にして

行きたいと思っています。

インストラクター塾の対象は業種業態を問いません

このインストラクター塾は小売りの販売指導をしている担当者や接客販売に携わっている店長のみ

ならず、 ショッピングセンターの営業担当者、メーカーの営業の方々など業種を問いません。

・現場の販売接客スキルを上げたいと思っている方

・ＳＣの営業担当者に求められる、テナントとのコミュニケーションスキルを上げたいと思っている方

・メーカーの営業職など、プレゼンテーションスキルアップを考えている方

などなど、接客販売指導方法やコミュニケーションスキルを体系的に学び、社内でインストラクション

出来るようになるための計画立案から指導方法、フィードバック手法を学び、チームを元気にします。

教えることを学ぶことで「未開発な自分の発見」が出来ます

このインストラクター塾はインストラクターとしてのスキルを学びチームとスタッフ一人ひとりを元気にする

カリキュラム作成をすることで「未開発な自分の発見」をすることができます。

つまり教える立場でカリキュラムを作成する時に教えられないこと、伝えづらいことなど今まで自分が

受け身だったために見過ごしていたことが分かります。

これは立場が変わることで初めて気づくことですが、教えることを学ぶことがもたらす効果です。

時代が平成から令和に変わり、お客さまの価値観も大きく変化していく中で人と人とのヒューマン

タッチなコミュニケーションが更に求められる時代が来ます。

是非そのヒューマンタッチなコミュニケーションをリードするインストラクター塾に、新しい未来をつくる人材

を送り出していただければと思っています。

塾長：鈴木 理善
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こんなお悩みはありませんか？

●社内インストラクターはいるが社内のＣＳや販売スキルが向上しない

どの企業でも、ＣＳマインドと高い販売スキルを持つ優秀な方が、社内インストラクターに抜擢されて

います。しかしいざ現場を離れ、社内教育に携わると、本来自分の行ってきた成功体験を上手く社内

教育に活かせず、効果的な指導ができない現状があります。それは売るスキルと教えるスキルが

異なるからです。

インストラクター塾では、自分の得意を活かし「人を育成する」手法の一つとして、具体的な販売数値

が変わる、アドバイス法や相手に伝わるインストラクション法を身に付けることができます。

インストラクターの仕事内容やスタイルは企業によって様々で、ある企業では社内研修のみを行って

いたり、ある企業では販売スタッフへのアドバイスなど単発的な現場指導のみを計画なく行っていたり

します。

インストラクター塾では、自身の得意や環境に引っ張られることなく、自社の課題を明確にし、課題に

対して効果的な研修立案と現場指導の双方を行い、成果につなげるセオリーを学びます。

●役割や動きが不明確で自分の得意なことに集中してしまう

リアル店舗の“売り”になる接客サービスにおいて
先を見据えたキー人材の育成を！

ＡＩにはできないサービスの体現や、やりがいを持って働ける環境

が今後ますます重要になってきます。

単発的な研修や育成計画のない指導をし続けていては、リアル

店舗を持つ企業の未来は開けません。

インストラクター塾では、 ３年後、５年後、自社のサービススタイル

を確立するため、社員がやりがいを持って働くために身につけた

いスキルを計画的、段階的に実践できる人材を育成します。

巡回指導しても、同じフィードバックしかできない。効果的なトレーニングを提案できない！

自分ひとりで考えていると新たな研修内容が浮かばない！など、インストラクターとして“情報

不足” “ネタ切れ” はＣＳの活性化に歯止めをかけます。

インストラクター塾では、他社の参加者との情報共有やトレンドの研修情報も含め、インストラクターと

して情報とスキルをインプットできる場を提供します。

●マンネリ化した現場指導や研修内容で鮮度不足
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インストラクター養成塾とは？

インストラクター養成塾は６か月の連続セミナーです。インストラクター（自身）の役割を

理解し、相手に受け入れられる指導法を身に付けます。

リアル店舗にとって、ますますサービスによる差別化が必要な時代に、自社の得意をみが

き、スタッフが楽しくお客様にサービスできる環境づくりができる人材を育成します。

日程 研修時間（13:00～18:00）の内容
次回までの
実践・宿題

第1回
9/17（火）

インストラクターに求められること

相手に受け入れられる指導法とは

・インストラクターに求められること

・現状の自分の仕事の振り返り

・ＯＪＴ（現場指導）で大切なこと

・現場指導で効果的なティーチングとコーチングの使い分け

・自身のコミュニケーションポイントを知る

宿題：

目標設定シートの記入

人柄を磨くワーク：
ルーティーンチェックの
実践と振り返り

第2回
10/23（水）

ワンアドバイスでぐんぐん数字が伸び

売れるスタッフを育成する現場指導法

・宿題の振り返り

・販売指数と接客からスタッフの伸ばすべきポイントを見極める

・課題別トレーニング解説

マナー強化 / アプローチ力/ 商品説明力/ 会話力アップなど

・相手に響くフィードバック（フィードバックトレーニング）

宿題：

ＯＪＴシートを元に、現場で指導
した内容と課題別トレーニング
の実践

人柄を磨くワーク：
ルーティーンチェック

第3回
11/19（火）

店舗売上・ＣＳ向上のための

トレーニング計画を考え実行する

・宿題共有と改善アドバイス

・現場の数字を分析し、課題から４つの指数を伸ばす指導法

・トレーニング計画を立てる時のポイント

課題の整理 / 結果目標・行動目標・実行項目の考え方

・担当店舗の課題からトレーニング計画を考える

宿題：

担当店舗の課題から
トレーニング計画を立て
実践する（させる）

人柄を磨くワーク：
ルーティーンチェック

COMを高める
懇親会を予定
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半年後、企業のＣＳ推進やインストラクターが、自社の接客サービスの

課題を把握し、現場指導ができるスキルを身につけます。

会社全体のサービス向上に向けて、売上、ＣＳ向上のカリキュラムを

組み、社内研修を自ら行えるスキルを習得します。

日程 研修時間（13:00～18:00）の内容
次回までの
実践・宿題

第4回
12/18（水）

圧倒的○○を目指して！

効果的な社内研修の企画立案

・宿題発表

・ＯＦＦＪＴ（集合研修）の目的と効果的な運用

・インストラクションのポイント解説 /  話し方のポイントレッスン

・社内研修カリキュラムの内容と年度計画の立て方

・旬な研修紹介

・社内研修のコンテンツ作りのポイント

・社内研修コンテンツとレジュメの作成

宿題：

社内研修のレジュメ作成

人柄を磨くワーク：
ルーティーンチェック

第5回
1/21（火）

惹きつけられる！

インストラクションのポイント

宿題発表
・インストラクションのポイント解説
・話し方ポイントレッスン
・インストラクション撮影
・グループ内リハーサル
・内容修正

宿題：

・プレゼン用ＰＰＴ作成

人柄を磨くワーク：
ルーティーンチェック

第6回
2/19（水）

圧倒的○○を目指して！

効果的な社内研修の開催と

研修が根づく仕組みを学ぶ②

・グループ内発表

・代表者発表 / 講師よりアドバイス

・研修を現場で実践し習慣化させる仕組みとは

・今後実践していくこと / アクションシート記入

・仲間へのメッセージ

・まとめ

宿題：

担当店舗の課題から
トレーニング計画を立て
実践する（させる）

人柄を磨くワーク：
ルーティーンチェック

リアル店舗の未来をつくる塾

COMを高める
懇親会を予定

※やむを得ず指定日時に参加できない場合は、後日ＤＶＤで内容を確認していただきます。
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弊社はコンサルティング会社でありながら23店舗のショップを自ら運営して現場での問題点や悩みを

常に感じとり、解決に向けて努力をしている会社です。

講師陣も現場経験が豊富な上に、時には現場に立ち、スタッフと一緒に接客や問題点の改善に取り

組んでいます。

●講師力に自信があります！
・現場経験豊富な講師が、参加者の立場に立って分かりやすく伝えます

・考える研修スタイルで、参加者の意欲を高めます

●最新事例で理解が深まります！
・今まさに現場で起きている最新の事例が豊富です

・現場ですぐに使える“より具体的”“より実践的”な事例が豊富です

リーダー教育には自信があります！

弊社は2004年から12年間、商業界出版の月刊ファッション販売誌上で

「店長塾」を連載しました2005年からは、「店長塾」セミナーをスタートし、

これまでに約1800名の方に受講していただいています。

店長塾セミナーでは、接客スキルアップ、コミュニケーションを軸とした

スタッフ育成について、本塾の滝脇が講義を担当しています。

●担当講師

塾長：代表取締役 鈴木理善

メイン講師：コンサルタント/シニアインストラクター 滝脇朗代

大学卒業後、大手婦人服専門店に入社。1998年代表取締役社長に就任。2002年辞任、

ワンスアラウンド株式会社設立。「チーム」と「ハンズ・オン（実践）」を武器に、企業が抱え

るテーマ （課題）解決のためのソリューション・カンパニーを目指す。 代表著書に「お店

を必ず元気にする店長のオキテ」（商業界刊）

2018年、繊研新聞に「お店を必ず元気にする 店長のためのPDCA入門」を12回連載。

大学卒業後大手婦人服専門店入社。販売、バイヤー、マーチャンダイザー職を経て、

2003年ワンスアラウンド入社。

接客、パーソナルスタイリストなど現場での経験を生かした接客研修やコミュニケーション

研修、マネジメント研修は「現場の悩みを理解し、即現場で役立つ」内容。現場の事例を

活用しながら、具体的で分かりやすい講義を行う。参加型で楽しく学べる研修。

2018年度、ＳＣ協会関東甲信越大会にて専門審査員を担当。また、2015年からの5年間

でロープレ研修、審査、特訓を担当したSC代表は、SC協会支部大会にて、その８５％が

入賞している。
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インストラクター養成塾 募集要項

●開催スケジュール・会場

2019年9月から半年間（6回）
各回 13:00～18:00（第2回・第4回は終了後懇親会を開催予定）

会場：東京都目黒区東山3-5-2 田中興産ビル 地下１階 カンファレンスルーム

●募集内容

1クラス 定員：15名

●参加費用

参加人数 月会費 1名あたり 総額(（税別） 割引額

1名 35,000円 35,000円 210,000円

2名 68,000円 34,000円 408,000円 ▲12,000円

3名 99,000円 33,000円 594,000円 ▲36,000円

4名 128,000円 32,000円 768,000円 ▲72,000円

5名以上 150,000円 30,000円 900,000円 ▲150,000円

※期中の月会費を当月の１０日までに請求させていただきます。当月月末までのご入金をお願いいたします。
※やむを得ず期中退会の場合も、その期の参加費はご返金いたしかねますのでご了承ください。

対象：社内スタッフの教育・育成を担当されているインストラクターの方

スタッフ育成の知識やスキルについて学びたいとお考えの人事・教育担当の方

2019年下期 2020年上期 2020年下期 2021年上期

インストラクター養成塾
（INS塾）

エリアマネージャー塾
（AMG塾）

9月 2月

3月 8月

9月 2月

3月 8月

9月 8月

3月 2月

9月 8月

・参加費用はお1人様 月額35,000円ですが、累計参加人数に応じた割引がございます

・累計人数は、企業様ごとに、一回目からの参加人数の累計とさせていただきます

・累計人数は、「インストラクター養成塾」「エリアマネージャー塾」の合算とさせていただきます

・２年以内の複数人ご参加を当初にご予約いただいた場合は、ご予約人数に応じた割引も可能です

1人参加
35,000円/月

2人参加
33,000円/月

2人参加
30,000円/月

累計人数 1人 →→→→→→→ 3人 →→→→→→ 5人 →以降のご参加は3万円/月です。

＜累計人数・1人あたりの参加費用の例＞

予約人数 5人 → 予め２年間を目安に、５人分の参加予約をいただいた場合の参加費は3万円/月です。

INS塾１期 AMG塾１期
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●お申込みは
www.once-a.com「ハウスセミナーお申込み」から

※以下にご記入いただき、FAXでもお申込みいただけます。

■御社情報

御 社 名

ご担当者

ご連絡先

フリガナ 部署名
役職名

業種・業態

メールアドレス

〒 －

TEL （ ）

■受講者様情報

お名前（フリガナ） 性別 職場名 役 職 年齢

腕須周子（ワンスチカコ） 女 営業本部 トレーナー 28

※請求書は後日郵送致します。受講される方へのご案内をメールでさせていただきますので、メールアドレスをご記入下さい。

※太枠内をご記入ください。

ワンスアラウンドのインストラクター養成塾 セミナー受講お申込書 お申込み期限 2019年8月30日

お問い合わせは、juku@once-a.comまたは下記電話番号まで、お気軽に！

東京都目黒区東山3-5-2 田中興産ビル４F  TEL：03-6412-7335  FAX：03-6412-7336
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