※主要なトレーニングを掲載しています。その他のラインナップはWebをご覧ください。
※コース情報は予告なく変更・削除される場合があります。最新情報はWebをご覧ください。
※一部Webに未掲載のコースがあります。弊社営業にお問い合わせください。

トレノケート トレーニングマップ (ビジネストレーニング版)
黒字＝トレノケート主催コース/他社主催コース
[J]： 日本語にて提供 [E]： 英語にて提供

トレノケート株式会社
お問い合わせ：0120-009686(無料)

青字＝AMA(American Management Association)プログラム
[J&E]： 講義＝日本語、演習＝英語
[1社]： 1社向け開催コース [他]： 他社主催コース

https://www.trainocate.co.jp/

ビジネススキル
戦略立案／理念浸透
マーケティング
アカウンティング／ファイナンス

経営層

組織／人材管理

プロジェクトマネジメント

コンサルタント養成
サービスマネジメント
ビジネスアナリシス

コンセプチュアルスキル
組織を動かすために
必要なスキル

個人に必要なスキル

思考する力

・エグゼクティブコーチング [E,J] [1社]
・Developing Executive Leadership [E] [1社]
・Strategic Agility and Resilience [E] [1社]
・変化に機敏に対応する [E,J] [1社]
・Effective Executive Speaking [E,1社]
・ストラテジーエクセキューション [E,J] [1社]

・AMA's Advanced Course in Strategic Marketing ・Fundamentals of Human
[E,1社]
Resources Management [J]
・ストラテジックプランニング [E,J]
・オペレーショナルマネジャーから
・Change Management [E,J][1社]
戦略的マネジャーへ [J] [E,1社]
・Successfully Managing People [E]

管理職

ヒューマンスキル

・アカウンティング・ファイナンス基礎 [E,J]

・Improving Your Project Management Skills:
The Basics for Success [E] [1社]

・周囲を動かす影響力を高める [J]
・EQ（心の知能指数）リーダーシップ [J]
・ボイス・オブ・リーダーシップ [J,E,1社]
・コーチングブートキャンプ [J,1社]
・ビジネスプレゼンテーション応用編[J]
・アサーティブコミュニケーション [J,E,1社]
・Assertiveness Training for Managers [E,1社]

・Getting Results Without Authority
[J][E,1社]

・マネージャのためのチームビルディング
[J,1社]

・自分の価値を上げ、周囲を巻き込むコミュニケーション [J,E,1社]
・世代を超えたコミュニケーション [J]
・マネジメント・コーチング [J]
・マネージャのためのチームビルディング [J,1社]
・チームビルディング [E,J] [1社]
・【1Day REAL】 やって身につく！1on1ミーティング [J]
・【3H×3回】バーチャルチームをリードする [J]
・バーチャルチームをリードする [J,E,1社]

・ウーマン リーダーズ イン ビジネス [J][E,1社]
・Collaborative Leadership Skills for Managers [E,1社]

・Design Thinking [E]

・マネージャとリーダーのためのハラスメントを起こさないコミュニケーション [J]
・協働的リーダーシップ [J]

・クリエイティビティ＆イノベーション [J,E,1社]
・VUCA時代に描くビジネスストーリー [J,E,1社]
・カオスをマネージする [J]
・Managing Chaos [E]
・問題解決 / 意思決定 [J]

・OJT担当者上司向けセミナー [J,1社]
・管理職向けモチベーション研修 [J] [他]
・エッセンシャルマネジメントスキル [J]
・Inclusive Leadership[E]
・AMA's Advanced Executive Leadership Program[J]
・Leading Disruptive Change and Innovation [E]

・AMA's 5-Day "MBA" ワークショップ [J][E,1社]
・マーケティングの基礎 [J,E]] [1社]
・IT営業力の強化 実践編 [J]
・バリューセリング [J]
・Strategic Sales Negotiations [E]

・人材開発の基礎知識(Off-JT編) [J]
・人材開発の基礎知識(OJT編) [J]
・魅力ある研修や教材作りのノウハウ [J]
・自分のキャリアを考える[J]

・AIプランナー入門 [J]

・【現場体験型】
業務改革プロジェクトを成功に導く問題解決力 [J]
進捗会議のツボ [J]
ステークホルダーを動かすあの手この手 [J]
最強プロジェクト・チーム・マネジメント [J]
PMと営業のための企画・提案力 [J]
プログラム・マネジャーのためのプロジェクト・
レビュー力 [J]
・ケーススタディで学ぶプロジェクトマネジメント・実践 [J]
・プロジェクトを成功に導く委託先管理 [J]

・成果につなげるIT企画提案 基礎編 [J]
・成果につなげるIT企画提案 実践編 [J]
・RFP作成と提案評価 [J]
・マネジャーのためのITサービス
マネジメントとチームマネジメント [J]
・システム監査と内部統制の基礎 [J]
・ITコンサルタントの養成（基礎） [J]
・ITコンサルタントの養成（経営戦略編）[J]
・ITコンサルタントの養成（IT戦略編）[J]

・アーンド・バリュー・マネジメント(EVM) [J]

中堅社員

・プロジェクトマネージャのためのMicrosoft Project [J]
・ITプロフェッショナルのための
財務諸表の読み方 [J]

・AIプランナー入門 [J]
・RPA入門 [J]
・RPA×BPMによる業務プロセス改善 [J]

・アサーティブコミュニケーション [J] [E,1社]
・中堅社員のためのチームワークとリーダーシップ [J]
・インターパーソナルコミュニケーション [J]
・プロアクティブリーダーシップ [J,1社]
・ビジネス・ファシリテーション [J]
・モチベーション研修 [J,他,1社]
・ネゴシエーション・スキル基礎 [J]
・問題解決ファシリテーション[J]
・Negotiating Skills Workshop [E,1社]
・Developing Your Emotional Intelligence in Japanese[E]
・ビジネスコーチング [E,1社]
・How to Communicate with Diplomacy, Tact and Credibility in ・ビジネス・コーチング [J]
Japanese[J]
・Taking On Greater Responsibility [E]
・ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I） [J]
・自分の価値を上げ、周囲を巻き込むコミュニケーション [J,E,1社]
・生産性を高める時間管理 [J]
・Storytelling Power in Japanese: Secrets for Exceptional
Communication[J]
・Time Management Workshop [E,1社]
・【3.5H×2回】生産性を高める時間管理[J]
・グローバルミーティングファシリテーション [J,E]
・グローバルマインドセット [J]
・ワークショップ・ファシリテーション実践 [J]
・グローバルビジネスディスカッション [J&E]
・【1Day REAL】
・ウーマンインビジネス[J][E1社]
「感情マネジメント」のコツ [J]
・High Performance Skills for Executive Assistants [E]
仕事をスムースに進めるための
「誰とでもうまくやっていく」関係作り [J]
・ビジネスプレゼンテーションスキル [E,J]
自分の事例で考えるリーダーシップ [J]
・Presentation Skills Workshop [E,1社]
うまい教え方 [J]
・顧客向けビジネス文書作成実践 [J]
リーダーに欠かせない！トラブル対応のツボ [J]

・クリティカルシンキング [J] [E,1社]
・【3.5H×2回】クリティカルシンキング[J]
・論理的コミュニケーション [J]
・Developing Your Analytical Skills [E]
・【4.5H×2回】デザイン思考入門 [J]
・問題解決のためのデザイン思考を学ぶ[J,他]
・【1Day REAL】
言いたいことをサクっと図で表わす技術 [J]

・【1Day REAL】
「説明上手」と言われる人になる [J]
徹底的に『聴く』力 [J]
シェアド・リーダーシップ体験 [J]

・IT営業力の強化 基礎編 [J]
・ITソリューション提案・基礎編 [J]
・ITプロフェッショナルのための会計の基礎 [J]

若手社員

新入社員

(C) 2020 Trainocate Japan, Ltd. All rights reserved.

・トレイン・ザ・トレーナー [J]
・顧客志向共通言語化ワークショップ
[J,1社]

・プロジェクトマネジメント(前編) [J]
・プロジェクトマネジメント(後編) [J]
・PMP(R) BOOT CAMP(前編) [J]
・PMP(R) BOOT CAMP(後編) [J]

・プロジェクト・メンバーのためのプロジェクト入門 [J]
・ITプロジェクト入門 [J]

・ITプロフェッショナルのための
販売・物流管理の基礎 [J]
・ITプロフェッショナルのための生産管理の基礎 [J]
・業務改革とシステム化のポイント
(販売・購買・在庫システム編) [J]
(会計システム編) [J]
(生産管理システム編) [J]
・エンジニアのための ITサービスマネジメント基礎 [J]

・若手社員のためのフォロワーシップ [J]
・効果的コミュニケーション・スキル [J]

・後輩の教え方育て方 [J]
・OJT担当者向けワークショップ [J,1社]
・OJT担当者向けフォローアップ研修 [J,1社]

・ロジカル・シンキングによる問題解決 [J]
・ロジカル・シンキング・エッセンシャルズ [J]

・プレゼンテーション・スキル 企画・作成編 [J]
・プレゼンテーション・スキル 実施編 [J]
・アクティブ・リスニング [J,1社]

・ビジネスプロフェッショナルの情報分析[J]

・若手社員のためのタイムマネジメント [J]
・若手社員のためのマインド＆コミュニケーション [J,1社]

・信頼される社会人になるための基礎講座 [J,1社]
・トランジション・マネジメント [J,1社]
・仕事の基礎力 [J,1社]
・ビジネス文書作成術 [J,1社]
・新入社員のためのコミュニケーション＆プレゼンテーション[J,1社]
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・若手社員のためのロジカル・シンキング入門 [J,1社]
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