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華南2023年公開講座（2～6月）

ビジネススキル研修 対象者 1月 2月 3月 4月 5月 6月

営業向け ヒアリング力向上研修（中国語）
NEW

役職不問 - -
深セン21日
広州22日

プレゼン資料の作成術（中国語）NEW 役職不問
深セン28日
広州29日

ビジネス基礎（中国語） 新入社員、若手社員
深セン12日
広州13日

ビジネス交渉スキル（中国語）NEW 役職不問
広州17日
深セン18日

非財務担当向け 財務講座（中国語）NEW 財務部門以外の部門責任者
深セン7日
広州8日

リーダーシップ（中国語） 管理職、管理職候補
深セン14日
広州15日

人事労務講座 対象者 1月 2月 3月 4月 5月 6月

労働契約書の設計と管理実務（中国語） 人事部門責任者・担当 -
広州16日
深セン17日

労務基礎（中国語） 人事部門責任者・担当
深セン9日
広州10日

女性従業員をめぐる労働法制と労務対応
（中国語）NEW

人事部門責任者・担当
深セン19日
広州20日

事例から学ぶコンプライアンス（中国語）
中国人社員（若手～中堅）、
人事部門責任者・担当

深セン26日
広州27日

労務基礎（日本語）
日本人管理職、
人事部門責任者・担当

深セン11日
広州12日

賃金制度の見直しと運用（中国語）NEW 人事部門責任者・担当
深セン24日
広州25日

人事制度改革の進め方（日本語）
日本人管理職、
人事部門責任者・担当

深セン29日
広州30日

営業向け ヒアリング力向上研修（中国語）9:30～12:00、13:30～17:00 NEW

対象者：

内容：

講師：

費用：

役職不問

本研修では営業が苦手とする『聞き方』に焦点を当てます。本研修でコツを掴むことで、段取りを踏んで自ら会話をリードしな

がら、顧客のニーズを引き出し、営業成績をさらに伸ばすことを目標とします。

＜目次＞

質問の『効果』と『タイミング』/誘導型の質問の『方法』と『話術』/『質問リスト』の作成と準備

呂春蘭

2,400元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は1,800元/名（6％増値税込み）

ビジネススキル研修の概要

※本年度は労務関係のオンラインセミナーを定期的に開催し、毎月初めにメールでお知らせいたします。
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ビジネス交渉スキル（中国語）9:30～12:00、13:30～17:00 NEW

対象者：

内容：

講師：

費用：

役職不問、交渉スキルを向上させたい方

事例分析から交渉での行き詰まりを打開し、win-winの結果に至るまでの方法を実践形式で学びます。

＜目次＞

交渉戦略の分析（win-win理念とは、交渉前の準備-リストアップ、交渉ルートの設計、交渉プロセスの理解）/

交渉のステップとリードの方法（アイスブレイク、提案と期待、価格交渉と最大利益獲得、合意促進・win-winの実現）

呂春蘭

2,400元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は1,800元/名（6％増値税込み）

ビジネス基礎（中国語）9:30～12:00、13:00～16:30

対象者：

内容：

講師：

費用：

新入社員、若手社員

本研修を通じて、日本企業の社員としての基本的なビジネスマナーを身につけ、「理解している」状態から「実行できる」状態

になることを目指します。また、業務状態の可視化に重要な、コミュニケーションスキルと報連相の方法も学んでいきます。さらに、

ロジカルな問題解決法に関しても学び、似たような問題が起きた時の対処方法について考えることで、場当たり的な対応では

なく、より本質的な問題解決ができるスキルを身につけていただきます。

＜目次＞

日本のビジネスマナーと心構え/報連相の必要性・効果的なコミュニケーション/問題解決の手順と方法 など

袁星芳

2,000元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は1,600元/名（6％増値税込み）

非財務担当向け 財務講座（中国語）9:30～12:00、13:30～17:00 NEW

対象者：

内容：

講師：

費用：

財務部門以外の部門責任者

ケーススタディーを通じて財務管理に対する理解を深めます。財務担当とのコミュニケーションを向上させ、効果的にコスト管理

を行える状態を目指します。また、財務的な観点から自らの仕事を検証し、企業経営課題の分析ができるよう、学んでいただ

く研修です。

張萍

2,400元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は1,800元/名（6％増値税込み）

プレゼン資料の作成術（中国語）9:30～12:00、13:30～17:00 NEW

対象者：

内容：

講師：

費用：

役職不問

プレゼン資料を作成するとき、次のような悩みはありませんか。

論理的な思考力が欠けており、内容を並べただけになっている。印象が薄く説得力が足りない。わかりやすいデザインがわから

ず魅力的な資料になっていない。ショートカット操作に慣れておらず、作成効率が悪い。

本研修では、質の高いプレゼン資料を効率的に作成する方法を学んでいきます。

李憲磊

2,400元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は1,800元/名（6％増値税込み）
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労務基礎（中国語）14:00～16:30

対象者：

内容：

講師：

費用：

人事部門責任者・担当

労務管理に関する基本的な法律・法規について網羅的に取り扱います。発生しうる問題に対する理解を深め、中国の労務

環境において適切な労務管理方法を採用できるようになることを目的とした講座です。

＜目次＞

採用・入社/労働契約/試用期間/契約解除と終止/時間外労働/有給休暇/病気休暇/社会保険 など

弊社コンサルタント

500元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は無料（2名限定）
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女性従業員をめぐる労働法制と労務対応（中国語）14:00～16:30 NEW

対象者：

内容：

講師：

費用：

人事部門責任者・担当

女性従業員の採用、三期（妊娠期、生産期、授乳期）における勤務時間、労働保護、待遇などに関する注意点について、

ルールと実務対応の二つの側面から詳しく解説します。

＜目次＞

女性従業員の採用条件/女性従業員の結婚休暇・妊娠検診休暇・産休・授乳休暇・育児休暇と待遇/三期における女性

従業員の勤務時間と労働保護/三期における女性従業員の労働契約の解除・終了に関する保護政策 など

弊社コンサルタント

500元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は無料（2名限定）

人事労務講座の概要

労働契約書の設計と管理実務（中国語）14:00～16:30

対象者：

内容：

講師：

費用：

人事部門責任者・担当

中国労働契約法や関連法規を踏まえ、労務管理の基礎となる労働契約書の設計手法と管理実務について解説いたします。

労働紛争発生の際の企業リスクを回避或いは最小限に抑えるために、労働契約書の各条項をどのように設計するべきかとい

う視点で、労働契約書の機能最大化の方法についてお話します。

＜目次＞

労働契約法及び関連法規の要点の解読/労働契約書の機能/労働契約書の重要条項と設計のポイント/労働契約書の

管理実務 など

弊社コンサルタント

500元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は無料（2名限定）

リーダーシップ（中国語）9:00～12:00、13:30～16:30

対象者：

内容：

講師：

費用：

管理職、管理職候補

周囲を巻き込み動かすためのリーダーシップスキルを、心理学と経営学を踏まえて理論とワークの両面から学ぶ研修です。様々

なシナリオシミュレーション、ロールプレイ、グループディスカッションを通じ、自チーム内のみならず他チームとの協働（コラボレー

ション）を意識した組織横断的なリーダーシップの発揮方法についても学んでいただきます。

＜目次＞

リーダーに求められる意識変革/周囲を巻き込み動かす力とは/部下・周囲への効果的な伝え方/ミッションが共有されたチーム

の作り方/組織間協働を進めるためのリーダーシップ力 など

呉景輝

2,400元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は1,800元/名（6％増値税込み）
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人事制度改革の進め方（日本語）14:00～16:30

対象者：

内容：

講師：

費用：

日本人管理職、人事部門責任者・担当

人事制度を構成する等級、評価、報酬それぞれの見直しポイントや新制度の導入・運用手法について、実際の制度改革事

例も交えて解説いたします。また中国における役職任期制、配置転換、降給の仕組み等についても、労働法的観点を踏ま

えて、ご説明いたします。

＜目次＞

人事制度における課題例/等級、評価、報酬の見直しポイントと設計事例/役職任期制の導入方法/配置転換・降格・降

給の仕組み/新制度への移行プロセス/目標設定・考課者研修の進め方

弊社コンサルタント

500元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は無料（2名限定）

賃金制度の見直しと運用（中国語）14:00～16:30 NEW

対象者：

内容：

講師：

費用：

人事部門責任者・担当

自社賃金体系の現状分析方法、適切な賃金制度の選び方、賃金制度設計のステップとポイントなどについて説明いたします。

様々な賃金制度の特徴や日本と中国の賃金体系の主な違いなどについても、具体的な制度事例含めて学べる講座です。

＜目次＞

自社賃金体系の現状分析方法/賃金制度の選択肢とそれぞれの特徴/賃金制度決定の際の難点と要点/賃金制度設計の

ステップと留意点

弊社コンサルタント

500元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は無料（2名限定）

事例から学ぶコンプライアンス（中国語）14:00～16:30

対象者：

内容：

講師：

費用：

中国人社員（若手～中堅）、人事部門責任者・担当

中国において従業員が留意すべきコンプライアンスについて、取引先との関係性、従業員同士の関係性、使用者との関係性、

社会的関係性などの視点から、実際のコンプライアンス違反事例を交えて学ぶ講座です。中国人従業員の方のコンプライアン

ス意識を高めるための機会としてご利用ください。

＜目次＞

日系企業とコンプライアンス管理/商業賄賂/知的財産権/企業機密保持/不正競争/個人情報保護/会社規則制度の遵

守/ハラスメント/各種コンプライアンス違反事例の紹介と分析 など

弊社コンサルタント

500元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は無料（2名限定）

労務基礎（日本語）14:00～16:30

対象者：

内容：

講師：

費用：

日本人管理職、人事部門責任者・担当

中国の労務環境の特徴、採用・入社から日々の管理、退職・解雇に至るまでのそれぞれの場面において必要となる労務知

識を基礎から解説いたします。中国における労務管理の基礎を網羅的に理解できる講座です。

＜目次＞

中国の労務環境/採用・入社/労働契約/試用期間/退職・解雇/法定経済補償/時間外労働/有給休暇/病気休暇/出

産育児/社会保険/住宅積立金/懲戒 など

弊社コンサルタント

500元/名（6％増値税込み） ※会員企業様は無料（2名限定）
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講師紹介

鄒暁新（Alice Zou）
PERSOLKELLY Consulting 
Senior Consultant

大学にて法学を専攻、法律職業資格（2018
年取得）を持つ。労働法令だけでなく、その他
会社関連法令にも詳しく、日系企業の人事労
務問題に関わる法対応や各種会社規程類の
作成などを担当。

彭艶梅（Christy Peng）
PERSOLKELLY Consulting
Senior Consultant

大学にて人的資源管理を専攻、人的資源管
理専門資格を保有。日系製造メーカーにて人
事部管理職を経験。人事実務・労務問題の
解決から、社内規則・人事制度・賃金制度の
設計に至るまで、多くの実務経験を持つ。

羅麗霞（Lixia Luo）
PERSOLKELLY Consulting 
Senior Consultant

大手日系商社において法務、リスク管理、コン
プライアンス管理の実務経験を持つ。
現在は各種労務トラブルへの相談対応、人員
削減実務、人事制度・会社規程類の作成・改
定などのプロジェクトに多数従事。

劉潔（Jane Liu）
PERSOLKELLY Consulting 
Senior Consultant

入社後、一貫して人事労務のコンサルティング
実務に従事。日常の人事課題・労務トラブルへ
のソリューションの提供、会社規程類の策定から、
組織統合/閉鎖、人員削減の実施に至るまで、
豊富な実務経験を持つ。

福田 忠之（Tadayuki Fukuda）
PERSOLKELLY Consulting
Director

中国進出日系企業の人事労務問題の相談か
ら、人事制度・就業規則等会社諸制度の構
築・作成、人事労務系コンサルティング業務全
般に従事。中国経験20年。

喜島 孝広（Takahiro Kijima）
PERSOLKELLY Consulting
Head of Japan Business

コンサルティング事業（研修、人事労務）の立
ち上げを担当。これまで500社に及ぶ日系企業
に対して人材育成計画や人事評価制度のコン
サルティングを担当。

周良霞（Helen Zhou）
PERSOLKELLY Consulting
Senior Consultant

大手日系製造業にて、10年以上人事業務に
従事。評価・報酬体系及び各種会社規程類
の見直しや運用、部門の統廃合や人員整理に
関する対応など多くの実務経験を有する。人的
資源管理専門資格を保持。

野口実里（Misato Noguchi）
PERSOLKELLY Consulting
Senior Consultant

日本のPERSOLグループで、労務領域やデジタ
ルマーケティング領域のプロジェクトマネジメントコ
ンサルタントとして従事。現在は中国華南エリア
における日系現地法人の就業規則・人事制度
設計等のプロジェクトや各種調査を担当。

呉景輝
PERSOLKELLY Consulting
首席講師

東南大学卒業（MBA)。マンジメントの実践や
コンサルティング経験は17年に及ぶ。
大手グループ管理学部の副学部長、企業副総
経理を務め、マネジメントにおいても豊富な実践
経験を有する。

袁星芳
PERSOLKELLY Consulting
首席講師

トヨタ系問題解決認定講師、日本ビジネスマ
ナーインストラクターとして12年以上の経験を持
ち、合計100社以上の各業界の日系企業に
対し、ビジネスマナー系、コミュニケーション系の
研修を提供。

呂春蘭
PERSOLKELLY Consulting
首席講師

アリババ、一汽大衆、万科、申銀万国などの有
名企業指名の講師で、豊富な経験をもとに問
題と向き合い、ポイントをおさえます。講義では
その場で実際の営業や交渉時の問題を解決し、
目に見える結果を残します。
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◆お問い合わせ TEL: 0755-23996500(Ext.682)   E-MAIL: infosz@persolkellyconsulting.com 林（日本語可）

◆開催場所 広州オフィス：広州市天河区天河路230号万菱国際中心4002-04室
深センオフィス：深セン市福田区深南大道和金田路交差点 金地中心15階C10-C11室

◆内部研修サービス（講師派遣型）

講師を貴社へ派遣し、階層別・目的別の研修を内部で実施（半日～数日間）いたします。
貴社の人事組織課題に合わせた、【完全オーダーメイド型】の研修プログラムを作成が可能です。
貴社の実情に即した育成プログラムの提供や、継続的な課題解決策のご提案、研修実施後のアドバイスも含めた、
【コンサルティング型の研修サービス】です。

mailto:infosz@persolkellyconsulting.com

