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ありがとう！ TV ガイド 読者プレゼント
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ありがとう! TVガイドによせて❸

100 歳寿命時代に向けての
リカレント教育について一言
し

通信教育構築プロデューサー

じょう

四條

は る ひ で

陽英

今、私が現在一番気になっているのが「リカレント教育」
。簡単に言うと、生
涯教育の進化系です。政府が提唱している、100 年寿命時代からきています。
100 歳まで生きると、会社員の定年が 80 歳の時代が来る。大卒で、22 歳で入
社して、その会社で身に付けた、経験・スキルが定年まで通用しない時代に
なるのです。考えても見てください、衰退の一途をたどっている印刷業界。文
字は、手作業で写真植字でした。見事に消え、デジタルに…。身近なスマホで
いうなら、カメラの機能が数段に進み、誰も「カメラ」を使用しなくなりまし
た。私もカメラは持っています。最近はスマホで撮影して、LINE や Facebook
に写真を掲載という流れです。カメラメーカーで言えば、内視鏡に事業を転
換して、大きくシェアを獲得している企業もあります。今後、AI、IoT がさら
に進化すると、無くなる産業・分野が出てきます。
会社員生活の中で、時代に合った知識やスキルを常に身につける意識を持
たなければ、定年 80 歳時代に対応できなくなると考えています。私は、また
英語を勉強しようと思います。英語の Yes か No の考え方が必要になります。
英語は、あいまいな言葉ではなく、単語を使って正確に文章を構成します。グ
ローバル化は、まあまあ、ぼちぼち、ほどほどなどは、言えないようになると
思っています。

■ 通信教育近況
ビジュアルシンキング、物事を○や△などの図で考える。この手法
は、メイドイン日本です。この手のスキルや手法は、ほとんどが米国製
ですが、図で考えるは、今風に言えば「純ジャパン」です。今回は、図で
考える人を養成する通信教育講座の開発です。ご期待ください。
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株式会社スプリングフィールド代表取締役
一般社団法人日本能率協会（JMA）専任講師
全能連認定エキスパート・マネジメント・
インストラクター
は る

の

ま さ の り

春野 真徳

の
ビッグ・ハルノ
ト
研修現場リ回ポー
第3

意欲の高いメンバー育成の落とし穴 ～潮目を見極める～
ものごとには潮時がある。
昔から潮目を観る力はあるように思う。ダメだなあ、ムリがあるなあ、と感じ始
めた時からその流れが始まる。論理的な根拠がないと勢いだけでは限界があるし、
早々にダメやムリが表面化したほうが次の手を打てるとも考えている。これを世間
的には直感というのだろうが、ダメやムリの先を考えると、関わる周囲の人々が幸
せになれないだろうという想像も働く。ただ、何でもそうだが可能性はゼロではな
く、そう思いたくないという欲や感情も一方にあるので、悪あがきをする理由がそ
こにある。リーダーとして閾値をどこに置くのかが勝負となる。特に経営者となる
と組織存続の有無にかかわることになるので、潮目をみた意思決定は責任が重い。
決断にはインパクトのある出来事が必要だし、起きていることをあえて意味づける
ことも決断の根拠になる。多方面から逆風を感じ始めたらそれが決断の時。それが
全く関係のないところからでもだ。私は、それが潮目の悪い時と判断している。
リーダーが、人を育成する上でも同じこと。
育成対象者が、高い意欲があり「早く一人前になりたいのです。
」と言っても、ム
リな育成計画は対象者をつぶしてしまう。人には許容量というものがあり、いくら
意欲が高くても限界を超えた途端に心身ともに不安定になる。不安定になると自信
を失い、不安になり、いつしか不満に変化する。倒れてしまうこともある。結果、関
係性が悪化することにもつながる。そうならないためにも、計画変更のタイミング
を見極めないといけない。相手の状態をよく観察し、客観的に異変を感じたら対象
者と相談し、進め方を変更する勇気が必要となる。大概、元気のよい対象者に「大
丈夫？」と聞くと、自己肯定感の強い人ほど身体が悲鳴を上げていても「大丈夫で
す。
」と返答が返ってくる。結果、倒れたとか、メンタルを患ってしまうとか、多数
事例がある。リーダーは、相手の要望に応えたいという気持ちも大事だが、客観的
に潮目を見極めることが求められている。
■春野真徳プロフィール
企業・団体における研修講師、顧客・研修管理を中心としたデータベースの開発、組織調査（プロブレムリサーチ）
、風土改革、を主な
業務としている。教えあい、学びあい、創りあう組織づくりを活動のコンセプトとし、人の能力開発を支援する研修、仕組みづくりを中
心に活動を行っている。カードを使用した対話スキル、思考を引き出すトレーニングは楽しみながら学ぶことができるので評価が高い。
JMA では「リーダーのためのマネジメント基礎コース」
「リーダーシップ・チャレンジ」
「インストラクター育成」
「ファシリテーション」な
ど公開セミナーを担当。社内研修では、管理職をはじめ階層別研修、問題解決、チームビルディング、指導育成、などプログラム開発とと
もに講師を担当。また、管理型組織から自律型組織への風土改革コンサルティング「めだかの学校」の取り組みは、
「働き方改革」
「女性活
躍推進」
と同様の目的であり、成果を創出している。一方で、
「ありがとう！TV」
を主宰し、自らMCとして700本以上の番組に出演している。
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スプリング・フィールド
契約講師紹介 ＆ 現場研修レポート
今回は、新たに契約講師になられた講師と、契約講師の研修活動レポートを掲載いたします。

新契約講師メンバー
人のご縁を大切に、真心を込めて経営を“志縁（＝支援）
”
します。
経営マネジメントインストラクター
司法書士・中小企業診断士
法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科特任講師

や ま

だ

な お

き

山田 直樹

中央大学法学部法律学科卒業。司法書士事務所勤務を経て伊藤忠ビジネスコンサルティング株
式会社（現伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社）へ入社。前・同社ビジネスサポート部
長。2018 年 3 月末に法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科（MBA）を卒
業し、同研究科特任講師。
伊藤忠グループ会社を中心に、会社設立、組織再編、株主総会業務を22年以上にわたり年間100 社以上担当。
「商取引法務の基礎」
「コンプライアンス」
「会社法・株主総会実務」研修の企画営業から主任講師を担当し、知識の一方的な提供に
なりがちなテーマを、グループディスカッションと実務経験に基づくフィードバックを交えて「腹落ちする研修」を実践している。

契約講師研修活動・実績レポート
明るく楽しく元気良く！人と組織を活性化！
株式会社アネゴ企画 代表取締役
（一社）日本能率協会 KAIKA アワード 検討委員
国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチ
ICF 国際コーチ連盟認定システムコーチ
ファミリービジネスアドバーザー

う え

だ

ま さ

み

上田 雅美

特殊法人：トップマネジメント、管理職研修、中堅職員研修

講師コラム

リーダーシップと自己基盤

リーダー塾というコミュニティーを主
宰しています。これまで 200 名ほどの
OB を送り出すことができ、各々が活躍
しながらも今では私の良き相談相手で
もあります。リーダーシップにおいて
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ありがとう！ TV

う え

だ

ま さ

み

上田 雅美

大切なのは自己基盤だと痛感していま
す。自己基盤が整うと、自分らしいリー
ダーシップを発揮し始める人が多いの
も特徴です。10 月から始まる 11 期も
楽しみです。

http://www.spring-ﬁeld.co.jp/tv/

明るく、楽しく、元気良く！ 元気になってお帰りいただきます！！
う え む ら

じ ゅ

り

上村 珠理

研修講師
大手資材製造メーカー：新入社員導入
特殊法人：若手職員研修、3 年目研修、インストラクター養成

現場で「即戦力」となる学びを持ち帰って頂くこと
厚生労働大臣認定キャリアコンサルタント
米国 CCE.inc 認定 GCDFJapan 認定キャリアコンサルタント
財団法人日本産業カウンセラー協会認定カウンセラー
ストレスマネジメント・メンタルヘルススペシャリスト

く ら

い

ひ ろ

倉井 啓

公益社団法人容：プレゼンテーション研修／電機メーカー：
（ハラスメント防止）マネジメント研修
IT 関連：クリティカルシンキング研修／地方自治体：ビジネスマナー研修
地方自治体：市民サービス向上研修・監督者研修

なるほど !! 楽しい!! 出来た!! 記憶に残る研修を貴方に
コミュニケーションコンサルタント
ハーマンモデル認定ファシリテーター

の

は ら

ひ で

き

野原 秀樹

航空会社：主任層研修
機械製造メーカー：コミュニケーション講演会

旭文文創科技股份有限公司

執行長

専門領域

し

か た

ゆ う

志方 優

コーチング、リーダーシップ＆マネジメント、ファシリテーション、対人関係スキル、
就職・面接コーチ、ビジネスマナー、ステージスキル、ロジカルシンキング

研修進行の特長
●対話やワークを通じて、受講者が頭・身体・感情を動かし、アウトプットを引き出す進行。
●「学ぶ→やってみる→振り返る→改善する」実習を通じた、学びの原理に基づく進行。
●知恵や知識を交換し、相互に教え合い、学び合う進行。

や ま ざ き

組織開発コンサルタント

山崎

け ん

じ

賢司

明治大学政治経済学部卒。英国国立ウェールズ大学経営大学院 経営学修士課程MBA(日本語)修了。
大学卒業後、地方銀行へ入行、個人・法人融資、渉外等を経験。2001年、社団法人日本能率協会
へ転職後、リーダーの早期選抜・育成、タレントマネジメント等の仕組みを各社へ導入。経営を担
える人材や新事業を開拓する人材を育成。また、トップマネジメントを巻き込んだ人事諸制度の
構築やボトムアップの機運づくりなど、組織活性化を支援してきた。研究所副所長などを経てその後独立。経営者の想いの言語
化、プロジェクトマネジメント支援、企画支援・業務フロー等のドキュメント化、コンセプトメイクなどを支援している。

研修のご用命・お問い合わせは →

info@spring-field.co.jp
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経営者対談／レポート
経営者、事業主の他、様々な分野で活躍されている方々との対談番組。仕事を始めたきっかけ、
大切にしていること、成功談、失敗談など、ゲストの方々の貴重な経験を語っていただきます。

たった一人の自分を表現する

シンガーソングライター

Sunny さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

自分の好きなことと誰かの幸せをつなげること。忘れちゃうんで
また思い出して。自分さえよければいい、を超えてやれたらと思ってます。

いつまでも美しく健康に

株式会社遠山

代表取締役社長

遠山 尚史さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

日本の女性がいつまでも美しく輝いて
健康で生きていける社会になることを願っています。

子供たちにさびしい思いをさせない

大田学習塾連合 事務局長

山根 良友さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

二つあります。一つは寂しい子を作らない、ということ。
二つ目は、プロとして誇りを持ってしっかり勉強を見る、ということです。

安全第一で
可能性を追求

合同会社ドローンの窓口
代表

橋本 真一さん

合同会社ドローンの窓口
co-founder

橋本 真樹さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

・ まず安全第一です。あとは人とのご縁です。
・（ドローンを）安全に使うことを大事にしたいと思います。

自分を勘定に入れない
★大事にしていること／一言ピックアップ

一般社団法人日本ボクシングコミッション 試合役員
リングアナウンサー、メンタルコーチ

須藤 尚樹さん

自分を勘定に入れない。まず周りのため、
選手、お客さんを優先して、残ったところになんとなくいる。
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「ありがとう！TV」とは、YOUTUBE で配信してる視聴料無料の放送局です。

経営者対談

夢はありがとうでできている
★大事にしていること／一言ピックアップ

株式会社時空工房
代表取締役

宮内 正臣さん

まずは夢を持つ。そして目標をたてたら周囲、社会に感謝しながら
一歩一歩進んでいく。夢はありがとうでできている、ということです。

絶対的な味方と出会う

神社・仏閣コーディネーター

たまゆひ

能津 万喜さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

こういうお仕事をしてますので、見えない存在が大事とよく言われますが、
やはり目の前にあること、人としてどうか、ということを一番大事にしています。

スリランカと日本を結ぶ

バリュートレード株式会社 チェアマン

小坂 亘さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

子供たちの未来です。その未来がよりよくなっていなくてはいけない。
その社会づくりということを大事にしたい。

色と塩と沖縄と

MC・カラーコンセルジュ

アニー梅本さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

繋がり、ご縁をとっても大事にしています。
繋がりとご縁を引き寄せるのはやっぱり笑顔。笑顔が一番です。

学習塾の野球版

ベースボールパートナー 代表

渡邉 大志さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

自分にできないことをやる。できる可能性が高いことばかりをやっていたら
自分自身の成長が見込めない。失敗だったとしても最後の結果が出るまでやってみる。

自分という楽器を鳴らす

Voice Crew 代表

毛利 大介さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

自信がない方を日本からゼロにしたい。声が先、心が後。

ありがとう！ TV

http://www.spring-ﬁeld.co.jp/tv/
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その他のチャンネル
講師 NAVI
第一線で活躍されている講師の方々と
の対談番組。専門領域、独自のメソッ
ド、他では聞けないエピソードなどを
語っていただき、様々な角度から講師
像に迫ります。
堀田孝治 講師

野原秀樹 講師

オーハシヨースケ 講師（中）／羽地朝和 講師（右）

ありテレ・ラジオ
ありがとう！ TV がお届けするラジオ番組です。老舗の「おったまがエールの人
間応援ラジオ」に加え、
「ありがとう！ TV 実験室」が始まりました。ぜひご視聴
ください。

おったまがエールの人間応援ラジオ
各回様々なテーマを設け、ゆるゆると人
間のエピソードをつづります。

ありがとうＴＶ！ 実験室
新番組が始まりました。出演はおなじみ
石丸弘さんです。
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「ありがとう！TV」とは、YOUTUBE で配信してる視聴料無料の放送局です。
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坂内正のAsia BANZAI!
い

ま

アジ ア の 現 在 を お 届 けしま す！
渡航経験豊富な海外事情通にして、元政府系金
融機関中小企業金融担当の坂内正氏をコメン
テーターに迎えての対談番組。アジアの現在
（いま）をお届けします。
最新トピックス

第 28回・第 29回

中国・雲南省編⑴、⑵

コメンテーター：坂内正（ばんないただし）
。旅行会社ハートシステム（株）代表取締役。
ファイナンシャルプランナー、元政府系金融機関の中小企業金融担当。退職後 400 回を
超える渡航経験を有し、海外事情に精通。
ナビゲーター ：春野真徳。株式会社スプリングフィールド代表取締役。
「ありがとう！ TV」MC。

坂内正のAsia BANZAI! DVD 発売中！
2DISK SET

2DISK SET

坂内正の

坂内正の

Asia BANZAI !
2014 年版

Asia BANZAI !
2014 年版

1巻

¥ 2,000

¥ 2,000

（税込）

DISK 1
（1-1）
DISK 2

（1-2）

2巻

（税込）

第 1回 「アジアの時代（前篇）
」
第 2 回 「アジアの時代（後篇）
」
第 3 回 「アジアの中の台湾」
（1）

DISK 1
（2-1）

第 7 回 「人手不足とアジア」
第 8 回 「タイ編」
（1）
第 9 回 「タイ編」
（2）

第 4 回 「アジアの中の台湾」
（2）
第 5 回 「ベトナム編」
（1）
第 6 回 「ベトナム編」
（2）

DISK 2
（2-2）

第 10 回 「ミャンマー編」
（1）
第 11回 「ミャンマー編」
（2）
第 12 回 「フィリピン編」

「坂内正のAsia BANZAI ! 2014 年版（1,2巻セット）
」DVD ¥3,000（税込）

「坂内正のAsia BANZAI ! 2014年版」を1、2巻セット。期間限定でお値引きしご提供いたします。
※送料は別途発生いたします。 ※5,000 円以上のご注文で送料が無料になります。
お求めは『ありがとう！ SHOP』にて http://springﬁ eld.buyshop.jp/

ありがとうTV

http://www.spring-ﬁ
eld.co.jp/tv/
5
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プロレス大好き大集合！
MC の春野真徳が様々なゲストと
熱いプロレストークに花を咲かせます！
アリーバ・メヒコ～！
フィエスタ・メヒカーナ 2018
灼熱のお台場スペシャル！
サスケザ・グレート選手の登場！！
メビウス

サスケザ・グレート選手
新日本プロレス 永田裕志選手の登場！
9.9『Road to DESTRUCTION』Blue Justice Ⅷ
～青義健在～ゼア！千葉・東金アリーナ大会！
スペシャル MC：てるりん～！（前編・後編）
新日本プロレス

永田裕志 選手

新日本プロレス「G1クライマックス 28 」
振り返り総括スペシャル！
解説：柴田惣一さん、スペシャル MC：てるりん～！
プロレス TODAY 編集長

柴田惣一さん
丸藤正道選手 20 周年記念大会「飛翔」
9.1東京両国国技館大会スペシャル！
丸藤正道選手の登場！
スペシャル MC は、てるりん〜！（前編・後編）
プロレスリング・ノア

丸藤正道 選手

デスマッチファイター？芸人？カメラマン？
はてさて、その正体を暴けスペシャル！！
プロレスカメラマン：宮木和佳子さんの登場！
スペシャル MC は、てるりん～。
カメラマン

10

宮木和佳子さん

「ありがとう！TV」とは、YOUTUBE で配信してる視聴料無料の放送局です。

プロレス大好き大集合！
佐々木貴選手の登場！
8.6『プロレス戦国時代 群雄割拠其の三』
～出でよ、戦国乱世の若武者たちよ！～ 後楽園ホール
大会スペシャル！スペシャル MC は、てるりん～！
FREEDOMS

佐々木貴選手

ジグザグジギー宮澤聡さん！
7.20 プロレストークライブ
「プロレス者の集い vol.8」スペシャル
（前編・後編）
ジグザグジギー

宮澤聡さん
鶴見五郎さんの登場！ いよいよ来ました！
国際プロレスのレジェンド

国際プロレスのレジェンド

鶴見五郎さん

7.26 ASUKA PROJECT 篠瀬三十七選手
「Road to 新宿 FACE」スペシャル！
スペシャル MC は、てるりん～！
ASUKA PROJECT

篠瀬三十七選手
西口プロレス よしえつねおさん！
ワッーハッハッ！ワッーハッハッ！ンチャ！
何を起こすか？ わからない！ いろんな意味で危険な人
スペシャル MC は、てるりん～！
西口プロレス

よしえつねおさん

ポイズン澤田 Julie 選手乱入！
6.17 バトスカフェ 唯我選手の登場！
～皆熱月（みなづき）新宿絵巻～
新宿 FACE 大会 スペシャル MC は、てるりん～
バトスカフェ

唯我選手

ありがとう！ TV

蛇道

ポイズン澤田 Julie 選手

http://www.spring-ﬁeld.co.jp/tv/
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各種プロレス団体 試合日程
KAIENTAI DOJO

「GRAND SLAM
in 後楽園ホール」大会
日程：2018 年 10 月 21日（日）

大会名：GRAND SLAM in 後楽園ホール

開場 10：45 開始 11：30
場所：東京・後楽園ホール

チケットは公式 HP からお買い求めください。

http://www.k-dojo.co.jp/

大日本プロレス

両極譚

〜 RYOGOKUTAN 〜 2018
日程：2018 年 11月11日（日）
（15 時 00 分開始）

大会名：両極譚〜 RYOGOKUTAN 〜 2018

開場 13：30 開始 15：00

場所：東京・両国国技館大会

チケットは公式 HP からお買い求めください。

http://www.bjw.co.jp/

12
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「ありがとう！TV」とは、YOUTUBE で配信してる視聴料無料の放送局です。

告知板
公開セミナーのご案内

第 3 限 スポーツから学ぶ人間哲学

「サッカーの『神』ジーコの人間観と通訳としてのミッション」

〜リーダーの強みを引き出す「心」の対話〜

ゲスト
スピーカー

元 FIFA ワールドカップドイツ大会の日本代表チーム（ジーコジャパン）通訳
元鹿島アントラーズにてジーコ専属通訳兼コーディネーター

鈴木 國弘 氏

●日時：11 月 1 日（木）18：45 〜 20：45
●場所：アーツ千代田 3331（http://www.3331.jp/）
※廃校を利用したレンタルスペースを利用します。まさに中学校！
！

●参加費：3,500 円

※給食（軽食）出ます

●チケットのお問い合わせ：

imachu@spring-ﬁeld.co.jp（担当：春野）

セミナーチケット ペア2 組
（4 名）プレゼント!!
お申込：info@spring-ﬁeld.co.jpまで
近日発売予定
ありTVBOOK

「仕事で大事にしていること」

第1巻

ありTVBOOK

ありTVBOOK

健康器具・食品販売

仕事で大事にしていること

楽をする︒
それが効率化なんですね︒

ありがとう！ TV

仕事で大事にしていること

落語家

様々な経験の中から生み出された言葉の
数々を是非紐解いてください。

仕事で大事にしていること

周りの人に頼らないと︑失礼
なんだなあと・・・︒

経営者対談の中で語られた珠玉の言葉を
紡ぎだし一冊の本に纏めました。
第一巻は「仕事で大事にしていること」
。

起業クリエーター

していること

ありTVBOOK

可能性を否定しないことです︒
あきらめることは簡単なので︑
あきらめないことを続けていき
たい︒

大事に

貿易アドバイザー

仕事で 1

人からしか幸せって運んで
もらえないので人間関係を
重要視する︒そのためには
相手の正義も認めていくと
いうことです︒

※仕様・デザインは変更になる場合があります︒

ありTVBOOK

ありTVBOOK

仕事で大事にしていること

http://www.spring-ﬁeld.co.jp/tv/
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「オトナの今さら中学校！」第 2 限 報告
第 2 限 スポーツから学ぶ人財育成

〜アイスホッケーから学ぶ常勝マネジメント〜
ゲストスピーカー：株式会社プロコーチジャパン代表
平 昌 五 輪 女 子 ア イ ス ホッケ ー

山家 正尚 さん

●日 時：2018 年7月25日（水）18：45 ～ 20：45
●場 所：アーツ千代田 3331
7 月 25 日（水）
「オトナの今さら中学校」ご来場の皆様、有り難うご
ざいました！お陰さまで、たくさんの大人の中学生に参加いただき無
茶苦茶盛り上がった第二限になりました。
今回は、なんと、今中に不良中学生登場！
その不良中学生、折原くんが、腐ったミカンの方程式を主張し、保
健室のマドンナ照子先生が、折原くんの「ホの字」攻撃をものともせ
ずマイペースなハッピーハッピー。春野校長は、折原くんの暴力
チョップに耐え、上田学級委員長は、牛乳瓶の底メガネに酔っぱら
い、山崎くんは、サングラスパワーで強くなった？ 気分？

てます !!
校長、体張っ

不良中学生 折原くんの暴力チョップ！

保健室のマドンナ照子先生

校長

上田学級委員長

春野真徳

山崎くん

前半のコントのあとは、メンタルコーチ山家正尚先生のお話し。それこそ参加した皆さんに
とってみると、共感、目から鱗のお話で一杯でした。セルフイメージ、自分を信じること、あり
方によって可能性を引き寄せることができ
ることをあらためて実感できたように思い
ます。いずれにしても、参加者の皆さんが
笑顔になってくれたことが何より嬉しく感
じています。参加していただきました皆さ
ん、そして、関係者の皆さん、有り難うござ
いました！ 次回も宜しくお願いします！

校長 春野真徳
第 3 限は、11月1日（木）開催！ みなさんの出席、お待ちしています。
14

ありがとう！ TV

http://www.spring-ﬁeld.co.jp/tv/

トクトク情報
熟成豚料理とワインの店

ビストロ29

粒マスタード出来ました!!

ゴールデンマスタード

〒151−0064 渋谷区上原1−35−7
上原サニーハイツ 3F

絶賛発売中

TEL：03−3466−4025
FAX：03−3466−7602

Tel & Fax

03−3526−2266

〒101－0063
千代田区神田淡路町 2-23
アクセス御茶ノ水ビル1F

Facebook Bistro29 search

（株）ココドール
電動車いす、
電動カートレンタルに
特化した専門会社
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・特定介護予防福祉用具販売
問い合わせは：

不動産有効活用のご相談・ご用命は

●月極駐車場 ●飲料自動販売機
●バイク月極駐車場
お気軽にご相談ください。担当がお伺いします。

（株）日精ピーアール

技術
印刷

印刷ワンストップサービス
スズキタウンカート

ホンダ monpal
0800-800-9906 か
メールで support@cocoro-odoru.jp
〒 343-0011 埼玉県越谷市増林二丁目 373 番地 1

デジタル加工工房

日精Ａrt Labオープン!!
●ＵＶプリンター
●レザーカッター

サービス
開始しました

問い合わせ：0120−758−779

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル7階

広告掲載のお申込み、お問い合わせは → info@spring-ﬁeld.co.jp

15

ありがとう！TVガイド 読者プレゼント
応募締切：10月31日
プレゼントをご希望の方は、メールで → info@spring-ﬁeld.co.jp
ご応募者多数の場合は、厳正な抽選の上当選者には、商品の発送をもってかえさせていただきます。
尚、お客さまの個人情報は、当社からの商品発送、ご連絡以外には使用いたしません。

ドローンの窓口様 ご提供

1名様

ruhru（ルール）健康フライパン

「みんなが待ち恋がれた・ドイツ発、焦げ付きにくくお手入れ簡単な
ruhru（ルール）
健康フライパン！」食材の味や色をそこなわない、蓄熱
力の高い底厚づくりが自慢。さらに永く愛される10年保証付きです。

ドローン体験会

ペア2名様

本格的なスクールを申し込む前にまず体験してみたい！ドロー

ンを購入してみたいが操縦の基礎や感覚を事前に味わってみ

たい！など、ドローンを扱う前に気軽に触れてみることができ

るようにしました。ドローン操縦において重要なポイントが

しっかり学べる満足度の高い内容です。

※イベントの詳細は当選者にご連絡いたします。
［当日の流れ］
所要時間約90分〜約120分※同時参加人数によって所要時間が変わります。
（目安：
【１名】約 90 分【4 名】約120 分）
ドローン講習（座学）→ ドローン操縦体験講習（シミュレーター）
→ ドローン操縦体験講習（ミニドローン）

（28cm x 5.3cm
IH& 直火用）

日精ピーアール様 ご提供
和紙浮世絵ファイル
3枚セット

3名様

ビストロ29様 ご提供
スパークリングワインボトル1本
・当選者には、ボトル引き換え
チケットをお送りします。

2名様

ありがとう の気持ちとともに
商品をお届けします。
http://springfield.buyshop.jp/

プロレス大好き大集合！ オリジナルTシャツ

（恩返し）Ver.4

ありがとう！ TV、
「プロレス大好
き大集合！」の T シャツ第４弾で
す。在庫が限られていますので
お早めにお買い求めください。

表

裏

サイズ：M/L/XL
（サイズを明記）メールでご応募下さい。

￥3,000（税込み）

背中の文字

「ありがとう！ TV」ガイド 定期購読のお申し込み、ご意見・ご感想のご連絡は下記まで
学習メディア カンパニー

学習メディア カンパニー

http://www.spring-field.co.jp/

株式会社スプリングフィールド
〒101-0048

弊社ホームページの「問い合わせフォーム」まで

東京都千代田区神田司町 2－15－1－401

ありがとう！TVガイド 第 11号 年３回発行／２・６・10月 発行人：春野真徳

編集人：スプリングフィールド編集部

