
ちょこっとゼミナールについてのお問い合わせは、
中小機構人材支援部まで。 直通ダイヤル 2019.103-5470-1823

お仕事のあとに
もうひと頑張り、
１０分間。

●無料 ●YouTube ●登録不要 ●10分間

中小企業大学校ちょこっとゼミナールは、独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）が運営する

無料の動画講座です。小規模事業振興基本計画に沿った経営管理のための講座を提供しています。

■先人たちの知恵と経験、現代に活かす心構え 著名経営者の言葉に学ぶ講座を配信しています。

■「買いたい」あっての商売、「売りたい」ためのひと工夫 需要を見据えた経営のための講座を配信しています。

■いらっしゃい起業家さん 起業のための講座を配信しています。

■しっかりやろうよ 経営者さん 成長・持続のための講座を配信しています。

■もうひと踏ん張り経営者さん 事業承継のための講座を配信しています。

■地域がくれたチャンス、みんなでつくるビジネス 地域とともに生きる経営のため講座を配信しています。

カンタン学習 いつでも・気軽に・何度でも

http://chokozemi.smrj.go.jp/

ちょこゼミ 検索

ホームページのご案内

「ちょこっとゼミナール」「ちょこゼミ」は中小機構の登録商標です。

小規模事業を営む皆様へ、パソコン・スマホで学ぶ手づくり経営講座

中小企業大学校

著名経営者の言葉に学ぶシリーズ 先人たちの知恵と経験、現代に活かす心構え

どこにあるかな 成功のチャンス 本田宗一郎さんの言葉に学ぶ
一つひとつに 品質管理 本田宗一郎さんの言葉に学ぶ

本田宗一郎さんの言葉に学ぶ

そうなんだ 発明の瞬間 安藤百福さんの言葉に学ぶ
難しいね 撤退の決断 安藤百福さんの言葉に学ぶ
やっぱり大事 現場の感覚 安藤百福さんの言葉に学ぶ

どこにあるかな
成功のチャンス

本田宗一郎さんの言葉に学ぶ

解説 溝井伸彰

そうなんだ
発明の瞬間

安藤百福さんの言葉に学ぶ

解説 溝井伸彰

売れるかも 「非常識」な商品 井深大さんの言葉に学ぶ
そうだったのか 大衆向け製品 井深大さんの言葉に学ぶ
すごいな 「強い目標を立てる」こと 井深大さんの言葉に学ぶ

そうだったのか 市場創造 盛田昭夫さんの言葉に学ぶ
そうだったのか 製品の創造 盛田昭夫さんの言葉に学ぶ
どうするかな ブランド構築 盛田昭夫さんの言葉に学ぶ

どうするかな
ブランド構築

盛田昭夫さんの言葉に学ぶ

解説 横山悟一

聞いているかな
消費者の声

松下幸之助さんの言葉に学ぶ

解説 溝井伸彰

すごいな「強い目標を
立てる」こと

井深大さんの言葉に学ぶ

解説 横山悟一

聞いているかな 消費者の声 松下幸之助さんの言葉に学ぶ
得られていますか みんなの協力 松下幸之助さんの言葉に学ぶ
できているかな 非常時の心構え 松下幸之助さんの言葉に学ぶ



需要を見据えた経営のための講座

起業のための講座

成長・持続のための講座

事業承継のための講座
地域と共に生きる経営
のための講座

「買いたい」あっての商売、「売りたい」ためのひと工夫

いらっしゃい起業家さん

しっかりやろうよ経営者さん

もうひと頑張り経営者さん

はじめよう ＥＣ
カンタンかも ＥＣ
いろいろあるぞ ＥＣ
はじめよう ネット販売
やってみようよ ＳＮＳ
始めてみよう クラウド活用

もってるかも マーケティングマインド
何から始める 顧客ニーズの読み取り方
眺めてみよう 自社のマーケット

何からはじめる 新商品開発 Ⅱ
カンタンかも ＰＯＰづくり Ⅱ
やってみようよ 陳列改善 Ⅱ

何からはじめる 新商品開発
やってみようよ 陳列改善
きちんとやらなきゃ 倉庫の整理
カンタンかも POPづくり

簡単かも 売り場づくり
はじめなきゃ 販売情報活用

書いてみようよ 販促計画
そうなんだ ｅコマース
できるかも ペルソナ・マーケティング
これならできる スマホで顧客獲得大作戦！！
これならできる 外国人客獲得大作戦！！
これならできる 顧客参加型マーケティング！！

何からはじめる 起業準備
考えてみよう ビジネスモデル
どうするかな 創業資金

どうするかな フランチャイズ
どうするかな 共同起業
知っておこうよ 補助金・助成金
チャレンジしよう シニア起業

考えてみよう お店を持つこと
つくってみよう 起業のための事業コンセプト
つくってみよう 収支計画
つくってみよう 起業のためのマーケティング計画

書いてみようよ 経営計画
カンタンかも 管理会計
脱・どんぶり勘定
これさえわかれば 決算書の見かた
これさえわかれば 損益分岐点の見かた
きちんとやらなきゃ 資金繰り
きちんとやらなきゃ 与信管理
きちんとやらなきゃ 借入返済

きちんとやらなきゃ 飲食店の衛生管理
やってみようよ 飲食店の原価管理
どうするかな 飲食店の売上管理
改めて考える 社員の採用
つくりませんか？ 企業を照らす経営理念
きちんとやらなきゃ 商圏調査
きちんとやらなきゃ 競合店調査
できるかも 小規模事業者の輸出

きちんとやらなきゃ 小さな工場の原価管理
きちんとやらなきゃ 小さな工場の安全管理
はじめよう 小さな工場の目で見る管理
だれでも ５Ｓのススメ
町工場の就業マネジメント
町工場の改善マネジメント
町工場の人材育成マネジメント
１０分で分かるＢＣＰ

はじめなきゃ 引退準備
はじめなきゃ 跡継ぎ準備

どうするかな 個人保証
引き継ごう 育てた会社・役立つ事業

どうする？ わが町わが会社
知っておこうよ コミュニティビジネス
探せばある！ 地域資源の見つけ方
こうやればできる！ 地域資源の活かし方
地域資源を活用した観光のすすめ！

はじめよう ＥＣ

大森渚

カンタンかも
売り場づくり

山崎泰央

カンタンかも
ＰＯＰづくり

並山武司

何からはじめる
起業準備

伊藤慎悟

どうするかな
フランチャイズ

竹林晋

考えてみよう
お店を持つこと

新井美砂

書いてみようよ
経営計画

横山悟一

どうする？ わが町
わが会社

立石裕明

はじめなきゃ
引退準備

溝井伸彰

どうするかな
個人保証

佐々木一誠

きちんとやらなきゃ
飲食店の衛生管理

髙木悠

きちんとやらなきゃ
小さな工場の原価管理

荻須清司

そうゆうことか
仕事の優先順位

林真木子

できるかも 小規模事
業者の生産性向上

阿部裕樹

取引先との関係性を
築くスキル

早川優子

そうゆうことか 仕事の優先順位
そうゆうことか 解決策の見つけ方
そうゆうことか ＰＤＣＡ
そうゆうことか 再発防止
そうゆうことか 競争回避
やってみよう お客様の増やし方
考えてみよう 売上げアップの品揃え
考えてみよう 売上げアップの競合店対策

できるかも 小規模事業者の生産性向上
できるかも 飲食サービス業の生産性向上
できるかも 介護サービス業の生産性向上
時間短縮できる 効率的な仕事
整理整頓から始める 職場改善
三角図で考える 業務改善
モデルだからわかりやすい！工場改善① IEによる改善の視点

モデルだからわかりやすい！工場改善② 現場の課題解決に役立つ５Ｓ

取引先との関係性を築くスキル
商談のプレゼンスキル
社内のコミュニケーション向上
見つけよう 新しい仕事のしかた
考えてみよう 割引・プロモーション
はじめよう 提案販売
どうするかな キャッチコピー
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