
「平成２８年度販売士養成講習会等講師登録研修会」 

（２日間コース）のご案内 
 

平成２８年６月１日 

                        一般社団法人日本販売士協会 

 

 当協会では、販売士養成講習会等（２・３級販売士資格取得向け）の講師の確保等

を目的に、毎年度標記研修会を開催し、多数のご参加をいただいております。 

今年度も別添開催要領により実施いたしますので、受講ご希望の方は、別添制度要

綱に定める登録要件等をご確認のうえ、別紙の受講申込書により、７月１３（水）ま

でに当協会宛お申し込みくださるようご案内申しあげます。 

また、販売士ハンドブック＜応用編・２級対応＞（税込６，５８０円、過去問題な

し）、販売士養成講習会３級テキスト（税込２，８００円）を教材として使用いたし

ますので、お持ちでない方は、別添受講申込書にご記入のうえ、お申し込みください。 

 

記 

 

受講料 ２２，５００円（税込。資料代を含む。但し、販売士検定試験２級ハンドブ

ック、販売士養成講習会３級テキストは除く） 

懇親会費 ２，０００円（希望者のみ） 

（郵便振替）口座番号：００１７０－６－５９６５６ 

（銀行振込）みずほ銀行丸之内支店 

          口座番号：普通預金１３４９０７５ 

※口座名は、郵便、銀行とも「（社）日本販売士協会」。 

※受講料等は、７月１３日（水）までに上記の指定口座宛にお振り込みく

ださるようお願いいたします。お申込みは、受講申込書および入金をも

って受け付け、１週間前までに受講票を送付いたします。 

※振替・振込手数料はご負担願います。 

※７月２７日（水）以降の受講取り消しについては、キャンセル料 

３,０００円を申し受けますので、ご了承願います。 

※登録講師になるためには２日とも受講が必要ですが、ご希望により２日

目のみのご受講も承ります（ただし、登録講師になるための要件は満た

しません）。ご希望の場合は、下記事務局までお問い合わせください。 

 

 

【問合せ先 一般社団法人日本販売士協会 

      ＴＥＬ：０３－３５１８－０１９０、ＦＡＸ：０３－３５１８－０１９２ 

Ｅ‐mail：nippankyo@rams.gr.jp 

 

mailto:nippankyo@rams.gr.jp


 1 

平成 28年 5月現在 

平成２８年度販売士養成講習会等講師登録研修会 

開催要領 
 

１．主 催  一般社団法人日本販売士協会 

 

２．後 援  日本商工会議所・全国商工会連合会（申請中） 

 

３．日 程  平成２８年８月３日（水）～８月４日（木） 

 

４．会 場  エッサム神田ホール２号館  ５階 「大会議室（２－５０１） 」 

（東京都千代田区内神田３－２４－５） 

http://www.essam.co.jp/hall/access/index.html 

 

５．定 員  ８０名（申込先着順） 

 

６．参加費  ２２，５００円（税込。資料代を含む。但し、「販売士ハンドブック（応用

編・２級）」、「販売士養成講習会３級テキスト」を除く） 

 

７．研修内容（予定） 

 

＜第１日（８月３日）＞ 

 

１２：３０～１２：５０ 受付 

 

１２：５５～１３：００ 事務連絡 

      

１３：００～１３：１０ 主催者挨拶 

 

１３：１０～１３：３０ 「講師登録制度について」 

 

１３：３０～１５：００ 「販売・流通に関する論文の書き方と講師のあり方について」 

東海大学教養学部 教授 原 田 一 郎 氏 

 

（１５：００～１５：１５  休憩） 

 

１５：１５～１６：４５ 「私の販売士講師体験から」※登録講師 ２名 

 

１６：４５～１７：１５  参加者自己紹介 

 

（１７：３０～１９：００ 懇親会、於： ８階 スカイホール（２－８０１）） 

http://www.essam.co.jp/hall/access/index.html
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＜第２日（８月４日）＞ 

 

   ８：３０～ ８：５０ 受付 

 

   ８：５５～ ９：００ 事務連絡 

 

９：００～ ９：１０ 主催者挨拶 

 

９：１０～１１：４０ ３級・２級販売士ハンドブックのポイントについて 

流通サイエンス研究所  代表  鈴 木   豊 氏 

※３級を中心に説明 

（３級「販売・経営管理」科目を除く。３級「販売・経営

管理」科目および２級は資料を参照。） 

 

※途中で、１０分程度の休憩時間を設けます。 

 

（１１：４０～１２：４０ 昼食（各自）） 

 

  １２：４０～１５：１０ ３級・２級販売士ハンドブックのポイントについて（続き） 

※途中で、１０分程度の休憩時間を設けます。 

 

（１５：１０～１５：２５ 休憩） 

 

１５：２５～１７：２５ ３級・２級販売士検定試験の傾向と受験に向けた対策について 

販売士育成会  代表  北 田 久 雄  氏 

※「販売・経営管理」科目を中心に説明。 

 

１７：２５       閉会 
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一般社団法人日本販売士協会 

「販売士養成講習会等講師登録制度要綱」 
 

平成２８年４月１日 

 

１．目  的  

販売士（２級、３級）養成講習会および販売士（２級、３級）資格更新講習会等講師

（以下「講師」という。）の確保とその資質の向上を図ることにより、地域または商工

会議所･商工会連合会または企業内における同講習会等の効果的開催を促進し、もって

販売士制度の普及振興に資するものとする。 

 

２．登録要件  

１）講師登録をすることができるのは、下記の資格を有する者または下記の職務に従事す

る者であって、一般社団法人日本販売士協会（以下、「本協会」という。）の目的に賛同

し、定款第６条第１項の規定に定める賛助会員として入会を希望する者とする。 

①１級販売士 ②法律・会計・経営等に係わる専門職ならびにこれに準ずる者 

③商業学校･専門学校･大学･短大等の教職員 ④企業内教育担当者 

⑤商工会議所･商工会連合会の専従役職員 ⑥販売士協会会長･副会長  

２）講師登録をすることができるのは、下記の要件を満たした者とする。 

①別途指定する研修会等を受講すること。 

②「販売・流通に関する論文」を提出して、論文審査委員会の審査に合格すること。

ただし、論文の提出機会は、①の研修会等を受講した当該年度および翌年度の２

回までとする。 

③定款第７条第１項の規定による承認を得ること（書面表決等を含む）。 

④毎年度、別に定める会費を納入すること（賛助会員は、「登録講師・賛助会員証」

の有効期限（５月末日）内に退会の申し出をしない限り、会費を納入しなければ

ならない）。 

 

３．登録および入会申込み 

講師の登録を受けようとする者は、研修会受講後、別紙様式の「講師登録ならびに賛

助会員入会申込書」に論文審査料（4,000 円）を添えて、所定の期日までに本協会宛申

請する。 

 

４．論文合否の通知および会費の納入 

当該所定の期日から 60 日以内に、論文審査の結果（合否）ならびに賛助会員入会の

諾否を通知する。論文審査に合格し入会の承認を受けた者は、当該通知を受けた日から

１４日以内に初年度会費 15,000 円（入会手続き費用を含む）を本協会に納入しなけれ

ばならない。 

次年度からの年会費は 15,000円（毎年４月上旬に請求）。 

 

５．登録台帳および名簿の作成等 

講師登録者の氏名等は、本協会備え付けの講師登録者台帳に記載する。また、入会後、
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販売士養成講習会等講師名簿に氏名等を記載し、各地商工会議所等に送付するとともに、

講師登録者から送付依頼のあった機関･団体･企業等に送付する。 

 

６．当協会ならびに他機関の講師情報データベースへの登録 

講師登録者は、当協会のホームページに掲載する「ＷＥＢ登録講師名簿」のほか、独

立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発総合大学校（略称：職業

大）基盤整備センター（電話：042-348-5076、担当：長谷川様）の能力開発データベー

ス（ホームページ）に専門家として登録することができる。 

 

７．賛助会員（登録講師）へのサービス 

１）定期刊行物等の提供 

講師登録者に「登録講師・賛助会員証」を交付する。また、販売士養成講習会等講

師名簿をはじめ、会報「販売士」、販売士手帳、販売士カレンダー、その他関係資料を

発行のつど無料で提供する。 

２）研修会・視察会等のご案内 

講師登録者の資質向上と相互交流促進のため、登録講師研修会、最新商業施設視察

会等の開催を案内する。 

 

補 則 

＜論文の形式･評価方法・表彰等について＞  

１）論文は、本文 5,000字以上 8,000字以内とし、字数が不足、または、超過したもの

は失格とする。ただし、図表、地図、写真等は文字数に含まないものとする。論文は、

原則として、word等の文書作成ソフトを使用し、A４判・横書きとする。論文の著作

権は、本協会に帰属する。 

２）論文冒頭に、タイトル・職業（会社名等）･氏名を明記し、また、論文末尾に、論

文作成に当たって参考文献があれば明記する。３）論文等の提出は、郵送による。た

だし、事務処理上の便宜のため、あわせて、電子メール（送信先：

nippankyo@rams.gr.jp）で、電子媒体（word形式等）も提出すること。 

４）提出された論文には、４段階評価（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）を付し、Ａ・Ｂ･Ｃを合格と

し、Ｄを不可とする。不可のときは、別途定める時期までに論文を再提出することが

できる。 

５）合否にかかわらず、評価と講評を付して提出者に連絡する。論文の原稿は原則とし

て返還しない。 

６）優れた論文に対しては、本協会会長名をもって賞を与えることができる。また、優

れた論文は、会報「販売士」に掲載するため、公表が可能な内容で作成すること。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 



 

平成２８年度販売士養成講習会等講師登録研修会受講申込書 
 

平成２８年   月   日 

一般社団法人日本販売士協会 御中 

（FAX 03-3518-0192） 
 

 

ふ り が な 

受講者氏名 
連 絡 先 

講師登録

希望有無 

登録資格・職務 

種別（※１） 
懇親会 

参加有無 

テキスト等購入 

職業（勤務先等） ２級 ３級 

ふりがな 

氏名 

      

〒   － 

 

 

 

電 話：   

ＦＡＸ：   

E-mail： 

 

有 

 

・ 

 

無 

 

 

 

 

1級有資格者証書番号 

証  －1第    号 

 

有 

 

・ 

 

無 
 

 

有 

 

・ 

 

無 

 

有 

 

・ 

 

無 

生年月日 

西暦      年   月   日 

職業 

 

 

※１ 講師登録を希望される方のみ、ご記入ください。別紙「販売士養成講習会等講師登録制度要綱」の「２．登録要件 １）①～⑥」に該当する資格・

職務をご記入ください。１級販売士の方は認定証番号もご記入ください。 

 

◎２級ハンドブック・３級テキストの購入は、お一人様１部となります。 

 

◎本申込書にご記入いただいた個人情報は、研修会における本人確認および研修会に関する連絡等に使用いたします。 

 

お振込額         円（受講料 22,500円 ／ 懇親会費 2,000円 ／ 2級ハンドブック 6,580円（定価 8,230円） ／ 3級テキスト 2,800円） 

※該当する金額に〇をしてお振込額（合計額）をご記入ください 

申込団体名 

または個人名 
㊞  




