
NPO法人 日本繊維商品めんてなんす研究会　〒112-0004　東京都文京区後楽 2-3-10　白王ビル 5F
TEL/03-3811-5821　FAX/03-3811-5822　Email/  tema@tema.jp

「Ｓシリーズ」新人研修TeMAの人財育成プログラム

TeMA会員限定講座

1. Seed
働く姿勢

2. Sprout
作業の意味

3. Sapling
ホスピタリティ

4. Spread 1
加工知識

5.6. Spread 2.3
特殊品知識

-

< 研修スケジュール・価格＞

2.Sprout 3.Sapling 4.Spread-1 5.Spread-2 6.Spread-31.Seed

10/5   (水) 10/12  (水) 10/20  (木) 10/26(水)
11/2   (水) 11/10  (木) 11/16  (水) 11/30  (水)
12/7   (水) 12/14  (水) 12/21  (水) 12/28  (水)

2,200円　1カ月に1回 3,300円　3カ月に1回

パートさんにもおすすめ！

◇ いままでこのような機会がなかったので、意識するきっかけとなった。
◇ 基本的なことをないがしろにしがち、一番大切なことを思い出せた。
◇ 工場勤務で気にしてなかったが、工場であっても人との関わり合いは重要。サイドワーク中の 笑顔や
     話すトーンなど気を付けたい思った。 
◇ 電話応対なども明確に知ることができて良かった。
◇ 今まで基本的な話しを聞く機会がなかったので、自分自身の行動を振り返る　いい機会となった。

研修1.  シード　　  「働く姿勢」働くこととは？社会人としての基本マナー
研修2.  スプラウト  「作業の意味」検品・マーキング・棚詰め・商品の見極め
研修3.  サプリング  「ホスピタリティ」お出迎え・アプローチ・傾聴・リスク説明と提案
研修4.  スプレッド1「加工知識」撥水・Ｗクリーニング・防虫・折り目・しみ抜き
研修5.  スプレッド2「特殊品知識」靴・BAG・ジュータン・着物
研修6.  スプレッド3「特殊品知識」皮革＆毛皮・毛布・布団・帽子

受講生の声！

オンライン
開催
(Zoom)

１講座
2,200円～
3,300円

15 : 00～
60分～90分

リーズナブ
ルな

価格設定！
全国どこか

らでも

参加できる
！

短時間で

参加しやす
い！

参考動画

2022年10月～12月までスケジュールが決まりました！！
皆さまのご参加お待ちしております。



TEL/03-3811-5821　FAX/03-3811-5822　Email/  tema@tema.jp
日本繊維商品めんてなんす研究会　〒112-0004　東京都文京区後楽 2-3-10　白王ビル 5F

会   社  名［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　      　　　　］

ご担当者［　　　　　　　　　　                  　］ ご担当者連絡先 TEL［　　　　　   　　      　］

※ 参加費はお申込みと同時にご送金ください。※ 振込手数料はご負担ください。
※メールアドレスについて･･･受信拒否の設定をされている方は解除お願いいたします.［tema@tema.jp］

1.  Seed 　     シード (種）   　                 働くこととは？社会人としての基本マナー
2.  Sprout      スプラウト (芽）           検品・マーキング・棚詰め・商品の見極め
3.  Sapling     サプリング  (苗) 　          出迎え・アプローチ・傾聴・リスク説明と提案
4.  Spread -1 スプレッド  (広がる）「加工」 撥水・Ｗｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・防虫・折り目・しみ抜き
5.  Spread -2  スプレッド  (広がる）「特殊品①」皮革＆毛皮・毛布・布団・帽子
6.  Spread -3  スプレッド  (広がる）「特殊品②」靴・BAG・ジュータン・着物

TeMA人財育成プログラム「Sシリーズ」研修　参加申込書

FAXまたはメールで申込み　FAX 03-38111-5822　Email  tema@tema.jp

随時
お申込み

     受付ます。

【お振込み先】みずほ銀行  飯田橋支店（ 普通） ２５３７０４６          
 　　　　　　  特定非営利活動法人 日本繊維商品めんてなんす研究会

参加費合計 ｃ＋ｄ
［　　　　　　］円

1～3　1名 2,200円 × ［a　 　］講座 =［ｃ　  　   　　］円  
4～6　1名 3,300円 × ［b　 　］講座 =［ｄ　　　   　 ］円

メールアドレス   ［                              　　                                             　  @                                                    　　                                      ］

（ふりがな              　　　　　             　　　　　　　）★ZOOMマニュアル希望［　　　　］
参加者名［　　　　　　　　　　　       　］   連絡先 TEL［　　　　　　　　　　　      　］

［　      　］［　      　］［　      　］ ［　      　］ ［　      　］ ［　      　］
    1.Seed               2.Sprout          3.Sapling         4.SPREAD-1      5.SPREAD -2     6.SPREAD -3     希望日

を記入

希望日
を記入

希望日
を記入

1～3
［　］
4～6
［　］

メールアドレス   ［                              　　                                             　  @                                                    　　                                      ］

（ふりがな              　　　　　             　　　　　　　）★ZOOMマニュアル希望［　　　　］
参加者名［　　　　　　　　　　　      　］   連絡先 TEL［　　　　　　　　　　　      　］

［　      　］［　      　］［　      　］ ［　      　］ ［　      　］ ［　      　］
    1.Seed               2.Sprout          3.Sapling         4.SPREAD①        5.SPREAD ②     6.SPREAD ③       

1～3
［　］
4～6
［　］

メールアドレス   ［                              　　                                             　  @                                                    　　                                      ］

（ふりがな              　　　　　             　　　　　　　）★ZOOMマニュアル希望［　　　　］
参加者名［　　　　　　　　　　　       　］   連絡先 TEL［　　　　　　　　　　　      　］

［　      　］［　      　］［　      　］ ［　      　］ ［　      　］ ［　      　］
    1.Seed               2.Sprout          3.Sapling         4.SPREAD①        5.SPREAD ②     6.SPREAD ③       

1～3
［　］
4～6
［　］

講座計
1～3

［a　　］
4～6

［b　　］

会員限定

 

< 研修スケジュール・価格＞

2.Sprout 3.Sapling 4.Spread-1 5.Spread-2 6.Spread-31.Seed

10/5   (水) 10/12  (水) 10/20  (木) 10/26(水)
11/2   (水) 11/10  (木) 11/16  (水) 11/30  (水)
12/7   (水) 12/14  (水) 12/21  (水) 12/28  (水)

2,200円　1カ月に1回 3,300円　3カ月に1回




