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ありがとう！

「ありがとう！ TV」は、YOUTUBE で配信してる視聴無料の放送局です

定期購読 募集中！
！

ガイド

経営者対談
講師 NAVI
坂内正のAsia BANZAI!
ありテレ・ラジオ
プロレス大好き大集合！

ビッグ・ハルノの研修現場リポート 第 4 回

〜鞭打つ「マネジメント呪縛」
からの解放〜
契約講師紹介 ＆ 現場研修レポート
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図解スキルは︑図を描いて相手に伝える
コミュニケーションツールです︒
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ありがとう! TVガイドによせて❹

図解スキルは、
図を描いて相手に伝える
コミュニケーションツールです。
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

これまで、ビジネスの世界では、企画書・報告書に限らず、すべて文章が中
心でした。ところが、文章は作文のレベルから、書き手の実力差が出てしまい
ます。それと、文章を書くのは、苦手という人もいます。報告書を提出して、
「てにおは」レベルで指摘をされたらモチベーションも下がってしまいます。
ここで、考えだされたのが、図を描いて説明なりプレゼンをする手法です。文
章は、主に説得させるツールですが、図解は、納得させるツールです。
図解は、基本、丸（○）と矢印（→）を使って、シンプルに表現していきます。
「ゆえに」
「つまり」の接続詞も矢印だけで表現できますから、文章の流れを誤
読したりすることもなくなります。筆者は、絵は不得手ですが、図解をかじっ
てからは、フリーハンドでマルや矢印を使って、文章を図解してみました。ゆ
がんだマルでも、要点を囲んで、線で結び矢印で次のステップにもっていく
ことができました。以前は、これを文章で表現すると、相当長文になってし
まったとおもいます。とにかく、気軽に描いてみる事から始めると、スムーズ
にできます。文章を読んで、キーワード（要点）を箇条書きにしてみることか
らやってみると図解スキルが、どんなものか理解できると思います。最近の
書籍では、
「ビジュアルシンキング」などとタイトルがつけられています。文
章がぎっちり書かれた企画書や報告書だと、見ただけでいやになる事があり
ます。ぜひ、一度「図解スキル」を検索してみてはいかがでしょうか。
追記
2019 年の通信教育企画は、
「インテリアアテンダント」
。初めて家をつくる、
リフォームする人に生活しやすい住居を提案するための資格です。
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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4

～鞭打つ「マネジメント呪縛」からの解放～
私が、研修やコンサルティングを通じて組織開発をする業界に身を置いた理由
のひとつに「苦役な労働」は、人としておかしい、という思いからでした。
「人は何のために働くの？」
多くの人々は、
「生活のために働くんだよ。
」と言われると思います。
「仕事は大変
なもの、苦しいもの、辛いもの、お金をもらうのだから仕方がないよ。
」という育て
られかたをしてきたように思います。それがエスカレートしていくと、倒れるまで
働いたり、心の病になるまで働いたり、会社からの命令だから単身赴任も仕方がな
い。挙句の果てには、命を自ら断ってしまう悲惨な結果。給料をもらうために、利
益をあげるために、という大義名分のもとに、半ば、あきらめて働き続ける。
改めて問います。
「仕事は何のためにするの？」
私は、自分や周囲の人々が、幸せになるための手段としての仕事なのだと思いま
す。その軸からブレてはいけない。仕事をすることで家族がバラバラになってし
まったり、健康を害したり、恐怖を感じたり、追い詰められたり…。数字をあげる
ために、社員に鞭打つマネジメントは、すでに限界が来ています。
昨年から、働く人々の幸せを軸に置いた経営者にお会いし、その手の書籍に触れ
る機会が数多くありました。リーダーは、自己の枠組みにメンバーをはめ込むので
はなく、メンバーの感情、思考、行動の枠組みを信頼し、任せることにより能力を
存分に発揮できる職場をつくることが仕事です。人は、自分で考え行動し、成果を
生み出す「自律的な仕事の仕方」が、幸福度と生産性を高めていくようです。今年
も取り組んで参ります。鞭打つマネジメントの呪縛から人々を解放するために！
■ 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、契約講師の皆さんの研修活動レポートと、新年の抱負を掲載いたします。

契約講師研修からの新年の抱負・ご挨拶
《企業の課題を解決する講師になります》

受講者に気付きを与え、知識を伝えることは研修の大きな目的です。そこを越えて、具体
的に課題を解決する方法やプランを提供していきます。22 年の会社法務経験と、司法書
士・中小企業診断士の資格をフル活用して支援いたします。
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

山田

な お

き

直樹

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。

新年はどうしても新しいことにチャレンジしたくなりますが、粛々と「人と組織の活性化」
を追いかけて進みたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。
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

上田

ま さ

み

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

今年は新たな研修プログラムを開発したり新たな知識をインプットしたりと
頑張って参りたいと思います。また、研修ではこれまで以上に一人一人に寄り添い、
一人一人の気持ちを大切にしながら、楽しくて学び、気づきの深い
研修を実施させて頂けるように努力して参ります。
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
航空会社：主任層研修
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の

は ら

野原

ひ で

き

秀樹

機械製造メーカー：コミュニケーション講演会

「ありがとう！TV」は、YOUTUBE で配信してる視聴無料の放送局です。

今年の抱負は「自然体で取り組む」です。思えば、随分と肩に力を入れて走ってきたよう
です。でも振り返ると自分だけで成し遂げた事は何一つありません。研修で言えばお客
様はもちろん、営業の方、煩雑な手続きをしてくれる事務の方。何より大切な事は、受講
生が職場で心身元気でいる事だと思います。少し肩の力を抜いて、
（抜き過ぎずに
（笑）
？）頑張ります。
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

倉井

ひ ろ

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

今年の抱負は「言語化」です。組織の進むべき方向やありたい姿は暗黙的に一致していた
としても、個々が選ぶ「言葉」や描く「絵」は異なっているものです。
今年は、
「想い」や「描く姿」を表出化・言語化していきたいです。
や ま ざ き

山崎

組織開発コンサルタント

け ん

じ

賢司

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。

《現場により近く》

昨年から新しい会社様で接客 OJT 研修のお手伝いをしております。皆さん、知識は豊富
なのですが、それに振り回されて、少しお疲れ気味のよう。人と人とを繋ぐ仕事は、
「ホス
ピタリティー」です。形骸化したオペレーションを見直し、
「それぞれが
心豊かにお仕事できる現場づくりを」これが私の今年の強い思いです。
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

昨年は人が成長していくプロセスを熟考する機会が沢山得られました。今年もより一層、
相手に温かく寄り添いながらも、力強く後押しし、気づきや学びを体験して頂ける講師を
目指していきたいと思います。
し

旭文文創科技股份有限公司

執行長

か た

ゆ う

志方 優

専門領域：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。

研修のご依頼、ご相談がありましたら、
弊社ウェブサイト「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせ下さい。
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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。

安心・安全・楽しむ格闘技

ねわざワールド品川

代表

長谷川秀樹さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

感謝の気持ちを忘れずに、どんな小さいことでも
してもらった事はわすれずに返していきたいと思います。

牡蠣の裏には愛がある
★大事にしていること／一言ピックアップ

オイスターカンパニー株式会社

泉

代表取締役

祥子さん

好きを好きでい続ける、ということです。

個性の種から開く花

パーソナルシード協会

事務局

高沖泰大さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

個性の調和した世界を創ること。
そういう平和が生み出される世界が自分が目指すところです。

幸せの記憶を贈る

LaLa Gift 代表

松本

恵さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

子供たちがのびのびと育つ世界づくりに音楽を通じて貢献したい

病気、痛みを や・め・る

アディオ・カイロプラクティック 代表

坂本

剛さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

人が変わるチャンスはあらゆるところにある。
それをいかにキャッチするか。出会いによるチャンスを大事にしたい。
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「ありがとう！TV」は、YOUTUBE で配信してる視聴無料の放送局です。

経営者対談

紅茶とお肉、そして…

バリュートレード株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

小坂

亘さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

決して悲嘆しない、あきらめない。自分に負けない、嘘をつかない。

3 歳の時からプロレスラー
武藤敬司選手に憧れて

Wrestle-1 プロレスラー

アンデイ・ウーさん

★大事にしていること／一言ピックアップ

素直でいること。やりたいと思ったことをやる。
試合でも考えながらやると3 歩、4 歩遅くなったりする。

心を通い合わせるためのツール

ONE モンキー 代表

中山朋子さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

ツールに踊らされるのではなく、心が通じ合うためのツールであってほしい。

ネットで豊かなシニアライフを
★大事にしていること／一言ピックアップ

ネット for シニア
シニア情報コンサルタント

清水静香さん

心身に少し不自由が出たとしても、できるだけ自立して楽しみながら豊かに
自分らしく、住み慣れた場所でいつまでも住み続けられるような環境づくりをお手伝いしたい。

過去に学び未来を描いて
今を生きよう

株式会社誠真 代表取締役

折原なな子さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

今生きているということを大事にしたい。
過去に学び、未来を描いて、今を生きようといつも思うんです。

終活をもっと身近なものに

終活広告 運営責任者

川畑

太さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

終活をサポートされる方が気軽に使っていただけるような
広告媒体でありたいと思っている。
ありがとう！ TV
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経営者対談

上質わんこライフ

ドッグウェルネスアドバイザー

葛城まゆえさん

★大事にしていること／一言ピックアップ

動物と人との心の交流は忘れないようにしたい。

サービスの玉手箱

株式会社三和 代表取締役

梁本和則さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

チャレンジすることを恐れない。チャレンジし続ける。

寄り添うウェディング

株式会社 Dream planning wedding
代表取締役社長

田邉真希さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

結婚する二人だけではなく、その先にいるご家族の目線も大事にしていきたい。

オーダーメイドのサービスを

トキワコンサルティング株式会社
代表取締役社長

篠村保之さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

オーダーメードというところを大事にしていきたい。
会社様にとってベストな状態になることを心がけていきたい。

らしくない弁護士

斉松日会計法律事務所

代表弁護士

日比野大さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

楽しくやるということを大事にしていきたい。

最短距離でいち早く
目的地へお連れする

株式会社ナレッジエックス
代表取締役

中越智哉さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

お客様の時間をいただいていかに早く目的地にお連れするかということを常に
意識してお客様と一緒に社会にいかに貢献していくのかという気持ちをもってやっていきたい。
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「ありがとう！TV」は、YOUTUBE で配信してる視聴無料の放送局です。
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感謝と愛をお届けする

合同会社おもてなし便 代表

椎名芳治さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

人と人との繋がりです。
人と人とのご縁が一番大切だと思うし人生が変わります。

文字の力に魅せられて

古代文字デザイナー

勝野真美さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

自分の中の芯に従って生きる。

その他のチャンネル紹介
講師NAVI

坂内正のAsia BANZAI!

ありテレ・ラジオ

プロレス大好き大集合！

ありがとう！ TVには、経営者対談 -chの他、アジアビジネス -ch、プロレスマニア -ch、
ありテレ・ラジオ-ch、とあります。このありがとうTVの基本コンセプトは、
「感謝と応援！」です。

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）

ありがとう！ TV
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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。

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 30回・第 31回

外国人労働者問題の肝 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。
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「ありがとう！TV」は、YOUTUBE で配信してる視聴無料の放送局です。

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！
バトスカフェ ～ Winter Explosion 2018 ～
12.10 新木場大会 1stRING スペシャル！
唯我選手、ポイズン澤田 Julie 選手の登場！
（前編・後編）
バトスカフェ

唯我選手、ポイズン澤田 Julie 選手
11.23 NEW SHARE PROJECT ～激突～
王子ベースメントモンスター大会スペシャル！
HⅡ選手、田馬場貴裕選手の登場！

HⅡ選手、田馬場貴裕選手
11.11 両極譚 大日本プロレス両国国技館大会スペシャル
登坂栄児社長、佐久田俊行選手！
プロレス TODAY 編集長、柴田惣一さん～！
（前編・後編）
大日本プロレス

登坂栄児社長、佐久田俊行選手

北沢幹之さんの登場！プロレス界のレジェンド
＂ 力道山先生 ＂ 最後の弟子！
プロレス TODAY 編集長 柴田惣一さん～！
（前編・後編）

北沢幹之さん

TAKA みちのく選手、笹村あやめ選手の登場！
10.21 KAIENTAI DOJO GRAND SLAM
in 後楽園ホール大会！
KAIENTAI DOJO

TAKAみちのく選手 笹村あやめ選手
“東洋の神秘”ザ・グレート・カブキ選手の登場！
スペシャル MC は、てるりん～！
（前編・後編）

ザ・グレート・カブキ選手
ありがとう！ TV
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ありTVBOOK 第1巻

勇気の出る「ことば」100（仮）

ありテレ Book 実戦仕事力アップ・シリーズ第一弾 3 月発売決定

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。

仕事で大事にしていること

落語家

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、
「勇気の出る「ことば」100（仮）
」
。
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・・・。

1

起業クリエーター

100

貿易アドバイザー

勇気の出る
「ことば」

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。

ありTVBOOK

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。

ありテレ BOOK

仕事で大事にしていること

近日発売予定
近日発売予定

リーダーとして指導力を高めるスキルアップカード
承認力・質問力を高める「コーチング」セット
職場のメンバーが自分で考え行動する自律的な仕事を行うためには、メンバーの能力を引き出す
コーチングスキルがリーダー（指導役）に求められます。メンバーが安心して自身の考えを伝え
る関係づくり、思考力を高め、気づきを促す質問力をリーダー（指導役）は身に着けることが課題
になります。このコーチングセットは、同梱の承認や質問のカードを使ってペアで繰り返し対話
のトレーニングをすることができ、コーチングのコアスキルを習得することができます。

●承認カード

（肯定 30 枚・否定 30 枚）

●問かけカード

（過去 30 枚・未来 30 枚）

●閉じた・開いた質問カード
（全 40 枚）

●ほぐす・広げるカード
（全 40 枚）

閉じた・開いた質問カード
右ページに、サンプルあります！
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上記商品のご購入の予約、お問い合わせがありましたら、
弊社ウェブサイト「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせ下さい。

閉じた質問・開いた質問カード サンプル

きます。
この質問のカードセットで相手の思考を引き出すパターンを学びます。

カードを持っている人： ③答えが帰ってきたら開いた質問をします。

キリトリ線

閉じた質問を答えやすい導入の質問にし、開いた質問で思考を深めてい

カードを持っていない人：②質問に答えます。

キリトリ線

カードを持っていない人： ②質問に答えます。

2 人ペアになりジャンケンをします。勝った人がカードを持ちます。

カードを持っている人： ①カードに書いている閉じた質問を相手にします

■カードの使い方

特別付録

「オトナの今さら中学校！」第 3 限 報告
第 3 限 スポーツから学ぶ人財育成

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 ： 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

鈴木國弘 さん

●日 時：2018 年11月1日（木）18：45 ～ 20：45
●場 所：アーツ千代田 3331
中学校の冒頭は私たちメンバーによるコントです。今回は、なんとAI
ヨシヒコの登場。AIというくらいですから、これから私たちの生活に大
きく影響のありそうなロボットが、早くも今中に出現しました。今回は、
AIヨシヒコと私たちの掛け合いが中心になりましたが、一筋縄ではいか
ないへそ曲がりロボットということだけはわかりました。ちょっと今回の
コントはボロボロでしたけど、また練習しますのでお許しください〜 !!!
そして、今回のゲストスピーカーは、サッカー鹿島アントラーズ、日
本代表監督ジーコの通訳を長年されていた鈴木國弘さんの登場です。
ジーコ選手との出会いはまさに、出会うべくして出会ってい

校長

春野真徳

たように思います。鈴木さんの活動が引き寄せた結果のよう
に思いました。好きな道をあきらめずに探求していけば必ず
チャンスに巡り合えます。諦めないこと！
サッカーの通訳
は、直訳すればよ
いというわけでは

上田学級委員長

山崎くん

ないようです。例えば、ジーコが選手に指示を出した
ことが選手のやる気を下げるような言い回しだった
としても、通訳としては、やる気を上げることができ
る言い回しで意訳していたようです。ただ、ジーコ監
督はそれを知っていても任せていたようです。それ
こそ、一心同体と言ってもよいほどの信頼関係が出
来上がっていたと思います。さすがジーコ！一度任
せたらとやかく言わない〜！
参加した皆さん、ご満足いただけたようでした！
ありがとうございました！
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ありがとう！ 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

デジタル加工工房
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

日精アートラボ
●ＵＶプリンター ●レザーカッター
アクリル板やキャンバスへの
立体印刷が可能！
！
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、お問い合わせがありましたら、
弊社ウェブサイト「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせ下さい。
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ありがとう！TVガイド 読者プレゼント
プレゼントをご希望の方は、弊社ウェブサイトのお問い合わせフォームより、プレ
ゼント名を明記の上、お申し込み下さい。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。

応募締切

2月28日

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

（28cm x 5.3cm
IH& 直火用）

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

日精ピーアール様 ご提供

ジグソーパズル プレゼント

本格的なスクールを申し込む前にまず体験してみたい！

家族やペットの
写真がそのまま
パズルにプリント
されます。

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。

■ 当日の流れ

※同時参加人数によって
所要時間約 90 分〜約120 分
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）

※パズルはA4サイズ

3名様

※イベントの詳細は当選者にご連絡いたします。

ドローン
ドローン
操縦体験講習
操縦体験講習
（シミュレーター） （ミニドローン）

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

路地裏の肉好きが集うビストロ。熟成肉や自家製シャルキュトリーを
150 種以上のワインと共に。

ビストロ29

【乾燥熟成豚】 店内熟成庫にて3週間以上乾燥熟成させた昭和小麦豚を
グリルやシャルキュトリーです。
【氷温熟成牛】 アメリカ産アイオワプレミアムビーフのクリスピーステーキ
【ワ イ ン】 ワインスクールの講師も務める店長が厳選したワインは、
グラス600円～ボトル2900円～
住所：東京都千代田区神田淡路町2-23 アクセス御茶ノ水ビル 1F
営業時間：月～土 17：00 ～ 23：30（LO 23：00）

Facebook Bistro29 search

Tel & Fax

03－3526－2266

「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、
下記の弊社ホームページの「問い合わせフォーム」まで
学習メディア カンパニー

株式会社スプリングフィールド
〒101-0048

学習メディア カンパニー

http://www.spring-field.co.jp/
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 12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

