
一般社団法人日本フードビジネス経営協会

コロナ時代を生き抜くために！
もう一人で悩まないでください！
これからの飲食店経営の
明確な答えが学べる全6回の経営塾

飲食店コンサルタントの認定資格が取得できる！

コロナを生き抜く幹部育成の場として活用できる！

一般社団法人
日本フードビジネス経営協会
代表理事 三ツ井創太郎

来場＆ＷＥＢ講座でどこからでも参加できる！
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光フードサービス株式会社
代表取締役 大谷光徳氏

来場orＷＥＢ受講

お問合せ：03-4567-6094

日本全国の飲食店経営者の為に今立ち上がる！

上場＆有名外食企業の豪華ゲスト講師陣から学べる！

10月20日講座

参加無料

スリーウェルマネジメント

スリーウェルマネジメント

info@3well.co



ウィズコロナ時代の飲食経営の具体策を上場 ＆有名飲食店経営者から学ぶ！全6回の経営塾

16:00～17:00

「アフター/ウィズコロナでＶ字回復した飲食店がやっている事」
14:00～16:00講師：代表理事 三ツ井創太郎

「中小飲食企業が売上最大化を実現する為の仕組みづくり」
14:00～16:00講師：代表理事 三ツ井創太郎

「売上減少でも利益確保を実現するするFLコントロール術」
14:00～16:00講師：代表理事 三ツ井創太郎

16:00～17:00

16:00～17:00

「未来を伝える！社長の想いを見える化する経営計画策定」

講師：代表理事 三ツ井創太郎

モデル店視察＆講義

「これから出店で失敗しない為の出店戦略術」
14:00～16:00講師：代表理事 三ツ井創太郎

「採用/定着率を高める人材マネジメント術」
14:00～17:00講師：代表理事 三ツ井創太郎

16:00～17:00

参加
無料

第一回講座のみのお試し参加ＯＫ！
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第4回 2021年3月23日～24日 モデル店視察講座

世の中に「経営計画書の作り方」等を説明している書籍等は多数あるが飲食企業に特化したもの
はありません。本講座では経営計画の策定から計画書へのアウトプットに関して、分かりやすく体得
して頂けます。また経営計画を現場レベルで実行する為の社内サイクル構築に関してのスキルも
体得して頂きます。

【モデル店視察】実際に繁盛店を経営されている飲食企業のご協力を頂き、その経営手法などを
現場視察で学んで頂きます。1泊2日での開催を予定しております。

※新型コロナウイルス等の状況によっては通常講座になる場合もございます
※交通費、宿泊費、飲食代金は各自ご負担頂きます。

【カリキュラム内容】①コンサルティングの基本概念②経営計画の基本概念③現状分析による課
題抽出④経営計画とアクションプランの策定⑤経営計画のＰＤＣＡサイクル構築

「未来を伝える！社長の想いを見える化する経営計画策定」

第2回 2020年11月17日（火）14：00～16：00

小手先の販売促進は何の意味もありません。本講座では利益最大化を実現する日次損益管理か
ら、年間商品・販促計画の立て方と効果測定、顧客満足の源泉であるQSC向上メソッド等を体系
的に学んで頂きます。また多店舗経営を成功する為に不可欠となる多店舗マネジメントに関しても
事例を交え、今すぐ使えるノウハウを学んで頂きます。

【カリキュラム内容】①日次損益管理システムの導入②年間販促計画（MD）の策定③ＱＳＣコン
トロール手法④多店舗スーパーバイジングの実務⑤KPIコックピット経営導入の仕方

「中小飲食企業が売上最大化を実現する為の仕組みづくり」

第3回 2021年1月19日（火）14：00～16：00

今後は厳しい経済環境が予測される中で人件費や原価率のコントロールがますます重要になりま
す。人件費や原価率は精神論では下げる事ができません。本講座では、これらFLコストをコントロー
ルする為の原理原則と最新ノウハウや、省人化に向けた施策として効率的なセントラルキッチン構
築方法等も学んで頂きます。

【カリキュラム内容】①理論原価分析による原価低減②ロス分析による原価低減③プライシン
グと値上シミュレーション ④業務分析とミニセントラルキッチン構築 ⑤ワークスケジュール分析に
よる適正人件費化

「売上減少でも利益を確保！適正コストを実現するFLコントロール術」

第1回 2020年10月20日（火）14：00～16：00

新型コロナウイルスの影響等により厳しい売上が続く飲食店。こうした中においてコストをかけずに
集客をアップを実現する「無料売上アップ術」について体系化されたノウハウと成功事例をお伝え
させて頂きます。WEBマーケティングを中心に新規客獲得、リピート客獲得の基本戦略から最新Ｓ
ＮＳ集客、googleマイビジネス（ＭＥＯ）対策、グルメサイト活用術などを体得して頂きます。

【カリキュラム内容】①WEBマーケティングの基本概念②リピート客最大化を実現させる為のＷ
ＥＢ戦略③最新SNS集客手法④地域一番店になる為のグルメサイト活用術⑤googleマイビジ
ネス（ＭＥＯ）対策

「アフター/ウィズコロナでＶ字回復した飲食店がやっている事」

第5回 2021年5月18日（火）14：00～16：00

年商10億円を達成する為にはヒット業態の開発が必要不可欠となります。さらにはヒット業態を生
み出すには「コンセプト設計」「ビジネスモデル設計」「立地選定」が重要となります。本講座ではこ
れらノウハウをはじめ、自社業態をフランチャイズ化して店舗展開を行う手法に関しても学んで頂
きます。

【カリキュラム内容】①競合・モデル店調査手法 ②メニュー分析手法③業態コンセプトシートと事
業計画書④商圏分析・立地選定手法⑤自社業態フランチャイズ化の手法と手順

「これからの出店で失敗しない為の出店戦略術」

第６回 2021年7月21日（水）１4：００～17：00 講義＋認定式

多店舗化を実現する上で最も重要なのは「人材」です。そして人材マネジメントで大切な事は取り
組みを「点」では無く「面」で行い、採用・教育・評価という一連の活動を組織文化として定着させて
いく事です。またこれからの時代において増加していく事が予想される「社員独立制度」に関しても、
構築方法や契約書の作り方等を学んで頂きます。

【カリキュラム内容】①人材採用システムの構築②社員・アルバイト教育システムの構築③アルバ
イト評価制度の導入④社員評価制度の導入⑤社員＆アルバイトアワード（表彰式）の立ち上げ

「採用/定着率を高める人材マネジメント術」

参加
無料

当協会代表理事 三ツ井創太郎による「飲食コンサルタント養成講座」
これからの時代を生き抜く為の経営理論を体系的に学べ、飲食コンサ
ルタントの資格もとれる！幹部育成の場としてもご活用頂けます！

【次世代型フードビジネス経営塾の流れ】

参加企業様の
成功事例共有

ゲスト講師に
よる講義

代表理事三ツ井

による講座

14:00～15:30 15:30～16:00 16:00～17:00

全6回の講義（来場型orWEB参加が可能）

店長＆マネージャー研修

午前＆午後

2021年1月２０日（水）/21日（木）
/22日（金）の3日間を予定

3日間講義（参加任意）

＋

来場受講＆ＷＥＢ受講料金

【10月20日開催】第一回講座のみの無料お試し参加も大歓迎！

◇年会費一括払い 200,000円（税別）

◇分割払い 月額25,000円（税別）×9回払い
2名様以降は１名15,000円（税別）

月額25,000円（税別）

第一回講座のみのお試し参加ＯＫ！
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色々とありますが、最近経営塾で学んだＬＩＮ
Ｅの販促等に関しては早速取り組んでいます
。あとは、同じ経営塾のメンバーがインスタ
グラムを上手に
運用していたので、
自店でもインスタ
グラムのアカウント
を取得して、社内の
メンバーと一緒に取り組みを進め初めました。
マネジメント面ですと評価制度の構築も初め
ている段階です。

岩佐氏

第二期経営塾生インタビュー

株式会社さじろう

代表取締役 岩佐次朗様
千葉県下において「串かつ さじろう 柏本店」
「串かつ さじろう 南流山店」の2店舗を経営中

三ツ井 岩佐社長、この度はインタビューにご協力を
頂きありがとうございます。まず初めに第二
期経営塾に入会されたきっかけをお教え下
さい。

岩佐氏 やはり経営塾の仲間との出会いですかね。
地元で飲食店をやっていても複数店舗展開
している会社は少ないので、経営塾の仲間
で目指すべき目標になる存在がいるというの
は自分にとってはすごく大きいですね。

岩佐氏 やはり店舗を2店舗、3店舗と増やしていこう
と思っておられる方々には、とてもぴったりの
内容だと思いますので、お勧めしたいと思いま
す。

三ツ井 ありがとうござい
ます。とても恐縮
です。経営塾に
入って良かった
と思える事は何
ですか？

三ツ井 経営塾で学んだ事で今ご自身のお店で実
行されている事はありますか？

三ツ井 最後になりますか、この経営塾をお勧めする
としたら、どんな飲食店経営者の方にお勧め
したいと思いますか？

岩佐氏 そうですね、元々は三ツ井さんの出版した本
を読んでいて、第二期経営塾のお試し講座
に参加したのがきっかけです。お試し講座を
受けて「やはり
この人は本物だ」
と思いました。
ちょうどお店も
2店舗になり、
今後店舗を拡大していく中でも、マネジメント
面などに課題があり参加を決めました。

あとは経営をしている中で分からない事など
があった時に自店のスタッフに相談しても中
々答えが見つからないのですが、経営塾に
参加した事で、自分の悩み等に対して、コン
サルタントや塾生の仲間達に具体的にすぐ
答えが聞けるというのが大きいですね。

講座内容や第一回ゲスト講師“串カツ田中”
貫社長のインタビュー動画公開中

スリーウェルマネジメント

解説動画を無料公開中



来場でのご参加(東京会場） WEBでのご参加

本
講
座

店
長
＆

マ
ネ
ジ
ャ
ー
研
修

全6回開催：2020年10月20日（火）/11月17日（火）
2021年1月19日（火）/3月23日～24日/5月18日（火）/7月21日（水）

3日間集中講義：2021年1月２０日（水）/21日（木）/22日（金）
※参加任意、本講座ご契約企業様は1名2千円でご参加頂けます。

■ゲスト講師講座 ■飲食コンサルタント養成講座
＆飲食店経営塾

上場企業や先進的な取り組みをしている飲食
企業の代表をお招きし、飲食店経営における
課題解決の方法を具体的に学んで頂けます。
戦略と実績に裏付けされた「生の声」を聴ける
貴重な機会を参加者の皆様にご提供させて
頂きます。

これからの飲食店経営を行う上で必須となる「
売上アップ」と「組織管理」の全ノウハウを体
系的に学ぶ事ができ、当協会認定の飲食コン
サルタント資格「JFMAフードビジネスコンサ
ルタント」を取得して頂けます。

飲食店の店長として必要な知識が学べる店
長育成講座です。受講後には当協会の認定
店長資格である「フードビジネススペシャリスト
」の認定資格を取得できます。
※経営塾受講企業様は１名2,000円でご受
講頂けます。

午前：スーパー店長養成講座 午後：外食マーケッター養成講座

飲食店の業績アップに向けたWEBマーケテ
ィング、アナログマーケティングを体系的に学
んで頂ける講座です。机上の空論では無い、
実際に成果がでる数々のノウハウを体得して
頂けます。

※コロナウイルスの状況によっては
懇親会は開催致しません。

来場orWEB参加がお選び頂けます（途中変更可）

私達の経営塾が１００名以上に受講された理由

圧倒的なコストパフォ－マンスの講座内容



当経営塾が選ばれる理由

テレビ・新聞・雑誌・メディアで特集される信頼のノウハウ

学んで頂く内容は、テレビや新聞、業界
誌、各種メディアでも特集されている信
頼のノウハウです。さらに、毎回の講座で
は日本全国の飲食店で実施され、しっか
りと成果が出ている最新の成功事例も共
有させて頂きますので、ウィズコロナ経営
において重要となる「質の高い情報」をい
ち早く自社に活かす事ができます。

Amazonベストセラー
ランキング1位獲得

飲食店のコロナウイルス対策経営術

【まずは本紙中面を見て下さい】講座詳細・視聴・受講方法を記載
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（２）商圏特性を踏まえた出店可否判断例題

現在一号店から五号店まで５店舗の焼肉店を経営している会社が、新し
く物件情報が届いた新店候補地への出店を検討している。この出店可否
を判断すると同時に、商圏特性を踏まえた店舗戦略について考えて下さ
い。なお、本物件に出店した場合の損益分岐点売上高は月商700万円で、
この会社の目標営業利益率１０%を達成する為の目標月商は900万円で
ある。

＜商圏データ＞

設定条件 実績 坪数 想定月商

最下限１坪当り売上

平均１坪当り売上

最上限１坪当り売上

＜1坪当り売上＞＜1席当り売上＞

設定条件 実績 席数 想定月商

最下限１席当り売上

平均１席当り売上

最上限１席当り売上

カテゴリー 新店候補地 一号店 二号店 三号店 四号店 五号店 平均
① 月商規模 12,000,000 8,400,000 9,000,000 11,900,000 12,000,000 10,660,000 

② 席数 68 60 60 45 70 60 59 
③ 坪数 45 40 40 30 47 40 39 
④ 1席当り売上（①÷②） 200,000 140,000 200,000 170,000 200,000 182,000 

⑤ １坪当り売上（①÷③） 300,000 210,000 300,000 255,000 300,000 273,000 

⑥ 乗降客数 120,000 75,000 26,000 52,000 100,000 240,000 98,600 
⑦ 夜間人口 15,000 13,000 17,000 13,000 22,000 19,000 16,800 
⑧ 昼間人口 30,000 21,000 15,000 10,000 20,000 17,000 16,600 
⑨ 昼夜間人口比率（⑧÷⑦×100） 200 162 88 77 91 89 101 
⑩ 全産業事業所数 580 950 1,100 560 780 1,200 918 
⑪ 全産業従業者総数 23,000 17,000 6,800 5,000 10,000 12,000 10,160 
⑫ １事業所当り従業員数（⑪÷⑩） 40 18 6 9 13 10 11 
⑬ 飲食店事業所数 45 110 90 50 100 60 82 
⑭ 1飲食店当り従業員数（⑪÷⑬） 511 155 76 100 100 200 126
⑮ 1飲食店当り事業所数（⑩÷⑬） 12.9 8.6 12.2 11.2 7.8 20.0 12 
⑯ 1飲食店当り夜間人口（⑦÷⑬） 333 118 189 260 220 317 221 
⑰ 1飲食店当り昼間人口（⑧÷⑬） 667 191 167 200 200 283 208
⑱ 焼肉店舗数 4 12 9 6 15 3 9 
⑲ 1焼肉店当り従業員数（⑪÷⑱） 5,750 1,417 756 833 667 4,000 1,534 
⑳ 1焼肉店当り事業所数（⑩÷⑱） 145 79 122 93 52 400 149 
㉑ 1焼肉店当り夜間人口（⑦÷⑱） 3,750 1,083 1,889 2,167 1,467 6,333 2,588 
㉒ 1焼肉店当り昼間人口（⑧÷⑱） 7,500 1,750 1,667 1,667 1,333 5,667 2,417 

項目

焼肉店競合環境

飲食店競合環境

基本条件

商圏ボリューム

法人ボリューム

第四章：外食商圏理論第四章：出店で失敗しない為の新店開発メソッド
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働くスタッフのモチベーションを高めていく上では昇給や賞与と
いった「金銭的モチベーション」だけでは無く、表彰等の「非金銭
的モチベーション」を高める取り組みを行っていく事が重要である。
また表彰制度と評価制度を連動させる事で評価項目を「企業文化」
として定着させる事が可能となる。

③表彰（アワード）制度の構築

第六章：採用・定着を高める人材マネジメントシステム

経営理念

経営ビジョン

業績 人・商品

＝

評価制度

表彰アワード

■行動指針の一つ
一つを賞にする
■業績関連の賞
■QSC関連の賞

企
業
の
文
化
を
創
る
活
動

コンセプト

KPI
＝

KGI

＝
コンセプト

教育カリキュラム
＝

QSCチェック

金銭的モチベーション 非金銭的モチベーション

昇給 賞与 表彰

⇒自社なりの表彰式＝アワードを行う事で非金銭的モチベーション
を高めると同時に評価制度を組織文化として定着させていく。

（１）アワードを活用した組織文化の構築

１００ページを超える体系化された分かりやすいテキスト

経営塾ではこれからの飲食店経営にお
いて必須となる「売上アップ」「組織管理
」「人材採用」「人材育成」等のノウハウ
や成功事例をグラフや図を使い、体系的
、かつ分かりやすくまとめた１００ページを
超える専用テキストを使用しています。永
久保存版の飲食店経営バイブルです。

永久保存版の飲食店経営バイブル

これまで100名以上が飲食コンサルタント資格を取得

当経営塾を年間受講して頂く事で一般
社団法人日本フードビジネス経営協会
公認の飲食コンサルタント資格「JFMA
フードビジネスコンサルタント」を取得し
て頂けます。これまでに実施した講座で
は、既に１００名以上の方が当資格を取得
。右腕や幹部育成の場としてもご活用頂
いております。

右腕・幹部育成の場として活用する！

どこからでも参加可能！後からWEB講座でおさらいできる

当経営塾は「来場受講」と「ＷＥＢ受講」
がお選び頂けます。なお来場受講の方も
過去の講座動画をWEBから見る事がで
きますので、ご自身の振り返りや社内研
修ツールとしてもご活用頂けます。さらに
来場、WEB受講はいつもで変更可能で
すので、ご自身のご都合、スタイルに合
わせた受講が可能です。

日本全国
どこからでも受講できる！



16:00～17:00

参加
無料

16:00～17:00

新型コロナウイルスの影響等により厳しい売上が続く飲食店。こうした中においてコストをかけずに
集客をアップを実現する「無料売上アップ術」について体系化されたノウハウと成功事例をお伝え
させて頂きます。WEBマーケティングを中心に新規客獲得、リピート客獲得の基本戦略から最新Ｓ
ＮＳ集客、googleマイビジネス（ＭＥＯ）対策、グルメサイト活用術などを体得して頂きます。

【カリキュラム内容】
①WEBマーケティングの基本概念②リピート客最大
化を実現させる為のＷＥＢ戦略
③最新SNS集客手法④地域一番店になる為のグル
メサイト活用術⑤googleマイビジネス（ＭＥＯ）対策

まずは10月20日の無料講座にぜひご参加下さい
ウィズコロナにおいてＶ字回復した飲食店の
成功事例を分かりやすく解説させて頂きます

無料講座のみのご参加でも、もちろん大丈夫です
少しでも経営者の皆様のご参考になれば幸いです。

アフターコロナ飲食店経営戦略セミナー

株式会社スリーウェルマネジメント
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86

中食事業のWEBマーケティング

デリバリー参入

LINE配信

SEO対策（Yahoo！経由）

Googleマイビジネス

メルマガ配信

中食事業から学ぶクロスメディアマーケティング

中食事業の場合はWEB集客がメインとなり、非常の効果の高いWEB集客を実践している。

中食事業のWEB集客のポイントとして一つだけでなく、複数媒体を活用し、集客をする「クロスメ

ディアマーケティング」を実践している。

自社サイト

SEO対策（Google経由）

アフターコロナ飲食店経営戦略セミナー
株式会社スリーウェルマネジメント
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SNS媒体ごとの特徴
Instagram集客

各媒体の年齢別ユーザー数
女性ユーザー

男性ユーザー

利用者割合ⅰ）大前提として自店舗のターゲット層に
合わせた媒体の選定が必要である。

ⅱ）WhatとWhoの関係

Who What

Whoでは「何（what）」を言うかよりも
「誰（who）」が言うかが重視される。

Whatでは「誰（who）」が言うかよりも
「何（what）」を言うかが重視される。
⇒媒体内でのおすすめ機能が充実している
為、拡散力よりもコンテンツ力の方が重要
視されている。

アフターコロナ飲食店経営戦略セミナー

株式会社スリーウェルマネジメント
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33

集客媒体による売上公式の違い

これからの飲食店集客

売上高
客数

客単価

=
×

売上高

客単価

= 配布枚数 来店率× ×

売上高

客単価

=
来店率

アクセス数 × ×

通常の売上公式

紙媒体の売上公式

WEBの売上公式

ⅰ）アナログ集客（紙媒体）では配布枚数又は来店率（コンバージョン率）の向上が客数アップに繋がる。

ⅱ）WEB集客ではアクセス数又は来店率（コンバージョン率）の向上が客数アップに繋がる。

ⅲ）来店率（コンバージョン率）は1%を目安に集客を目指していく。

来店率（％）=（予約件数÷アクセス数）×100

アフターコロナ飲食店経営戦略セミナー

株式会社スリーウェルマネジメント
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講座テキスト

株式会社スリーウェルマネジメント飲食店経営戦略セミナー
Afte
r＆W

ithコ
ロナで

Ｖ字回復に成功した飲食店が実践

している12
のノウハウ

初回講座の１００ページを超える
分かりやすいテキストを無料進呈

主催：一般社団法人日本フードビジネス経営協会 所在地：東京都中央区銀座１-３-３ G1ビル７階

代表理事 三ツ井創太郎
株式会社スリーウェルマネジメント代表取締役、㈳日本ラーメ
ンアカデミー理事。大学卒業と同時に東京の飲食企業にて店長
などを歴任後、業態開発、FC本部構築などを10年以上経験。
その後、東証一部上場のコンサルティング会社である株式会社
船井総研に入社。飲食部門のチームリーダーとして中小企業か
ら大手上場外食チェーンまで幅広いクライアントに対して経営
支援を行う。2016年に飲食店に特化したコンサルティング会
社である株式会社スリーウェルマネジメント設立。代表コンサ
ルタントとして日本全国の飲食企業に経営支援を行う傍ら、報
道番組へのコンテ―ターとしての出演や、日経ＭＪ、新聞各紙、
月刊食堂、飲食業界誌などで連載、執筆も手掛ける。
著書の「飲食店経営“人の問題”を解決する33の法則」はア
マゾン外食本ランキングの１位を獲得。
2020年6月からは東京都より中小企業活動補助事業「Buy 
TOKYO」プロジェクトにおいて専門家アドバイザーに任命さ
れ、アフターコロナで苦しむ飲食店の支援活動も行う。

理事 加藤弘康
専門学校卒業後、サラリーマンをしていたが「30歳で独立する」と決意
し、大好きなサーフィンを毎日しながら、飲食店で独立すべく、フリー
ターとして修行を始める。お金を貯めては海外にサーフトリップに出掛
け、充実した日々を送る。日々働く中で、ありのままの自分であっても
お客さまが笑顔になり、リピーターとして来店してくれる居酒屋という
ステージが天職だと感じ始める。愛知県で居酒屋店等を展開する会社に
転職。自分を信じ毎日覚悟して戦うがむしゃらな毎日を送る。その結果、
7カ月後には取締役に就任。そのときに立ち上げたホルモン業態が、自
分の独立のチャンスとなった。22歳のときに掲げた「30歳で独立す
る」という夢を1年前倒して、29歳で独立。株式会社ブルームダイニン
グサービスを設立。その後1年3カ月で3店舗を展開、「そろそろ肩の力
を抜いて新しいブランドを作りたい」という想いから2011年に「がブ
リチキン。」１号店をオープン、これが大ヒットし全国にフランチャイ
ズ展開を果たす。現在は投資会社から資金調達も行い100店舗体制に向
けて組織強化を行っている。

「アフター/ウィズコロナでＶ字回復した飲食店がやっている事」

14:00～16:00講師：代表理事 三ツ井創太郎

【講演テーマ】

ウィズコロナ時代において串カツ田中が考える
短期的戦略と中長的期戦略

～ウィズコロナでもワクワクする経営～



会場

◆10月20日（火）14：00～17:00   
【TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター】
東京都中央区八重洲1-8-16 新槇町ビル12F
※ＷＥＢ受講の方は別途ＵＲＬをお送りします

受講料 無料講座 （1社1名様迄） お申込み

FAX,お電話、
WEB,mailより
お申込み下さい。

お問い合わせ
03-4567-6094 (午前9時～午後6時）

03-3562-7822（24時間受付） info@3well.co

フリガナ 店舗数

ＴＥＬ ＦＡＸ
フリガナ 年齢

フリガナ

E-mail
HP

年齢

業種

会社名

代表者名

役職フリガナ

ご連絡
担当者様

役職

会社住所

役職

貴
社
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報

下記を全てご記入の上、ＦＡＸにてお申込み下さい
受講票をお送りさせて頂く為、全項目のご記入をお願い致します。

この度のセミナーは誠に勝手ながら1社様１名様迄のお申込みとさせて頂いております
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フリガナ
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年齢
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会社名

代表者名

役職フリガナ

ご連絡
担当者様

役職

会社住所
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貴
社
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報

下記を全てご記入の上、ＦＡＸにてお申込み下さい
受講票をお送りさせて頂く為、全項目のご記入をお願い致します。

この度のセミナーは誠に勝手ながら1社様１名様迄のお申込みとさせて頂いております

参
加
者

〒

@
http://

ご参加者
氏名

【ご希望の受講方法にチェックをお願いします】□来場□WEB受講

TEL

FAX mail

東京駅
八重洲中央口

徒歩1分

FAX

③セミナー受講
（来場又はZOOM）

②セミナー事務局
よりご連絡

①電話・FAX・WEB
mailにてお申込み

FAX TEL WEB

mail : info@3well.co

＜ご来場＞
お申込み後に受講票をお送りします
ので、当日会場にお越し下さい

＜WEB（ZOOM）＞
お申込み後にZOOMのアクセス情
報をお送りさせて頂きます
専門スタッフがサポート致します

無料セミナー受講までの超簡単３ステップ♪♪

※大変申し訳ございませんが、本セミナーはコンサルティング会社の方はご受講頂く事はできません。

スリーウェルマネジメント

※お電話が繋がりにくい場合はＦＡＸ，mail、ホームページよりお申込みをお願い致します。


