
 

日 販 協 発 第 ３ ６ 号 

２０２０年８月３１日 

 

１級販売士 各位 

 

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

 

「２０２０年度販売士養成講習会等講師登録研修会」 

          （２日間コース）の開催に関するご案内 

 

 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のとおり実

施いたしますので、下記をご確認のうえ、同封の受講申込書により、当協会宛に電子メール、ＦＡ

Ｘまたは郵送にてお申し込みくださるようご案内申しあげます。 

 

記 

 

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

販売士養成講習会３級テキストを除く。なお、オンライン受講の場

合も同額とする。） 

 〇申込締切日 ９月１１日（金）（お申し込みの前に、別紙制度要綱に定める登録要件および下記

の記載事項等をご確認ください。なお、登録講師になるために

は２日間の受講が必須となります。） 

〇定員 約２０名（間隔を空けたレイアウトでの会場設営のため、会場参加の定員は約２０名と

し、受講申込書の先着順で受け付けます。このほかオンラインでも参加可能

です。） 

 

【教材のご案内】 

教材として下記①および②を参照していただきますので、お持ちでない方は、受講申込書の所

定の欄にご記入のうえ、お申し込みください。 

① 販売士検定試験２級ハンドブック 

（2020年4月1日発行、税込5,370円(定価6,710円の約２割引き)。過去問題なし。） 

② 販売士養成講習会３級テキスト 

（2019年5月15日発行の３級ハンドブック(基礎編)と内容は同一、税込2,800円。） 

※教材および資料等のお渡しについては次のとおりの取り扱いとします。 

① オンラインでの参加 ② 会場参加（オンライン参加への変更可）  

→事前に「受講申込書」記載の住所にお送りします（送料は当協会負担）。 

③ 会場参加（オンライン参加への変更不可）→ 当日、会場にてお渡しします。 
 

【オンラインでの受講に関するご案内とお願い】 

Zoomのシステムを利用して実施します。パワーポイントの画像等を表示しますので、パソコン

でご参加ください。 

セキュリティの観点およびご参加の確認のため、当日は、お名前をお聞きし、画面にも表示し

ていただきます。あわせて、お顔を出してのご受講をお願いします。このため、パソコンに web

カメラが接続（あるいは内蔵）されているかどうか、お申し込みの前にご確認ください。 

なお、２日間の受講が必須であることから、原則として、講義中に離席をすることはお認めでき

ません（概ね１時間ごとに休憩時間を設ける予定です）。 



 

 Wi-Fi（無線LAN） を使用している場合、ルーターからパソコンまでの距離により電波が届き

づらく、スムーズに受講できないことがありえますので、お申し込みの前に一度、インターネッ

ト回線が適切につながっているかをご確認ください。） 

 受講申込書《参加形態等》欄において①オンライン参加 ②会場参加（オンラインへの変更可）

をお選びいただいた方を対象に、９月下旬に Zoom での接続テストを実施する予定です（実際に

接続を行う短時間の確認作業です。ご協力いただけない場合、受講をお断りする場合があります）。

対象の方には、個別に電子メールでご連絡させていただきますので、お手数ですがメールへの受

信確認のご返信をお願いいたします。 
 

【会場での受講に関するご案内とお願い】 

 当日は、必ずマスク着用にてご来場ください。また受付での検温、手指の消毒にもご協力くだ

さい。次に該当する場合、主催者から参加をご遠慮いただく場合があります。 

＜37.5 度以上の発熱や咳等の症状、体調がすぐれない場合。ご家族やお勤め先・通学先等のご自

身の身近に新型コロナウイルス感染症に感染した方、または、感染した可能性がある方がいらっ

しゃる場合。＞ 

※事前にZoom の接続テストを行った方は、当日、オンライン参加への変更も可能です。 

事務局の担当者は、体温や体調を確認したうえでマスクを着用して業務に対応するとともに、

会場では新型コロナウイルスの感染拡大防止対策（手指消毒、間隔を空けたレイアウトでの会場

設営）に努めます。なお、当会場は換気システムを完備しています。 
 

【受講料等のお振り込みに関するご案内】 

受講料や教材の代金は、9月11日（金）までに次の指定口座宛にお振り込みください。お申込

みは、受講申込書到着および入金をもって受け付け、開催日の１週間前までに受講票を送付しま

す。 

（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」 

       ＊振替・振込手数料はご負担願います。 
 

【撮影に関するご案内】 

事務局の記録用として２日とも研修の内容を Zoom で録画させていただきます。さらに、２日

目の内容について、「当協会会員向け無料動画配信」・「教員向け有料動画配信」のためビデオカメ

ラで撮影しますので、ご了承ください。なお、２日目の録画について受講者のお顔を正面から撮

影することはありません。 
 

【キャンセルについて】 

※9月28日（月）以降の受講取り消しについては、次のとおりキャンセル料を申し受けますの

で予めご了承願います。 

①9月28日～：受講料のうち3,000円 ②当日（10月1日）：受講料全額 

※教材の購入に関してキャンセルはお受けできません。 

※コロナウイルスの感染状況によっては、主催者から会場での参加をご遠慮いただくようお願

いすることになる可能性があり、その際オンラインでのご参加も難しい場合は、受講料をお

返しします。  

 

【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


 

２０２０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 

 

３．日 程  ２０２０年１０月１日（木）～１０月２日（金） 

 

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/#building-2 

 

５．定 員  約２０名（先着順） 

※このほかオンラインでも参加可能（参加費は同額） 

 

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（１０月１日）＞ 

 

１３：００～１３：２０ 受付 

 

１３：２５～１３：３０ 事務連絡 

      

１３：３０～１３：４０ 主催者挨拶 

 

１３：４０～１４：１０ 「講師登録制度について」 

 

１４：１５～１５：１５ 「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」 

早稲田大学 商学学術院教授 恩 藏 直 人 氏 

 

（１５：１５～１５：３０ 質疑応答） 

（１５：３０～１５：４０ 休憩） 

 

１５：４０～１６：１０ 「登録講師論文作成体験」の発表（登録講師１名） 

 

１６：１５～１６：４５ 「販売士講師体験」の発表（登録講師１名） 

 

１６：４５～１７：１５ 参加者による「自己紹介」 

http://www.essam.co.jp/hall/access/#building-2


 

＜第２日（１０月２日）＞ 

 

   ８：３０～ ８：５０ 受付 

 

   ８：５５～ ９：００ 事務連絡 

 

９：００～ ９：０５ 主催者挨拶 

 

９：０５～１１：４０ 「リテールマーケティング（販売士）検定試験３級・２級ハンドブ

ックのポイントと講義法」 

明治大学 商学部教授 菊 池 一 夫 氏 

※途中で適宜、休憩時間を設けます。 

 

（１１：４０～１２：４０ 昼食（各自）） 

 

  １２：４０～１５：１０ 「リテールマーケティング（販売士）検定試験３級・２級ハンドブ

ックのポイントと講義法」（続き） 

※途中で適宜、休憩時間を設けます。 

 

（１５：１０～１５：２０ 休憩） 

 

１５：２０～１７：００ 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 

 

１７：００       閉会 

 

 



 

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」 

 

２０２０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（定款第３条）に賛同し、

定款第６条第１項で規定す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･理事  

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（退会を希望する場合は、「登録講師・賛助会員証」

の有効期限（５月末日）内に申し出ること）。 

 

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（4,400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、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．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、「販売・流通に関すること」をテーマとして、本文5,000字以上8,000字以内で作成

するものとし、字数が不足、または、超過したものは失格とする。ただし、参考文献や参照資

料等に関する記載、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）論文は、表紙（指定の様式）および論文の概要（400字以内）を付して提出するものとする。

また、論文作成にあたり、他人の著作物等や Web 上の情報等から引用・転載、あるいは参照

した場合、論文の末尾に、必ず明記すること。 

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

ワードファイル名およびメール題名は、「２０２０年度 登録講師論文提出 氏名」とする。 

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、２０２０年４月１日から実施する。 



 

一般社団法人日本販売士協会 御中 

（FAX 03-3518-0192） 

 

２０２０年度販売士養成講習会等講師登録研修会受講申込書 
  

２０２０年  月  日   

ふりがな 

受講者氏名 
 

生年月日 西暦       年    月    日 

住  所 
〒 

 

 

ＴＥＬ  

※日中連絡の取れる番号を記入ください。 

Ｅ-mailアドレス 
 

 

※連絡は、原則として電子メールを使用します。 

職業（勤務先等） 
 

 

講師登録希望有無 有 ・ 無  ※いずれかに○を付してください。 

受講登録資格 

該当する項目（１項目以上）に○を付してください。 

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･理事  

 

１級販売士の方は認定証番号もご記入ください。 

１級有資格者証書番号    《 証    －1第      号》 

参加形態等 

 

該当箇所に○を付してください。 

会場参加希望の方は、会場での開催ができなくなった場合、オンライン参加への変更の可

否をお選びください。 
 

① オンラインでの参加  

② 会場参加 （オンライン参加への変更可）  

③ 会場参加 （オンライン参加への変更不可） 
 

 

オンラインでのご参加（参加が可能）の場合、Zoom システムの利用（会議参加やセミナー

聴講等）のご経験についていずれかに〇を付してください。 
 

①経験がある ②経験がない 
 

所属の販売士協会名 

※既会員に限る 

 

テキスト購入の 

希望 

 

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。 
 

□２級 5,370円  □３級 2,800円  ※□✔を付してください。 

お振込額 

 

該当する金額に○を付してお振込額（合計額）をご記入ください 
 

受講料22,500円  ／2級ハンドブック5,370円／ 3級テキスト2,800円 
 

お振込額         円 

◎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。 

◎受講申込書の受付および入金をもって受講確定とし、メールまたは電話で「受講確定」のご連絡をいたします。お申込いただいた

研修会開催日の概ね７日前までに、受講される方に受講票等を送付します。受講票が届かない場合は、お手数ですが、当協会まで

ご連絡をお願いします。 

 


