
日　時

定　員　200 名

参加費　24,000 円（税込） 

対象者　人事・人材育成関係者
   研修事業者・コンサルタント
   DiSC/PXT/CP360 認定資格者

会　場　TKP ガーデンシティー Premium神保町

12/11 金
（受付9：30 ～）
10:00－18:00
18:00 ～懇親会

最新アセスメント体験
1. Everything DiSC Workplace®
2. ProfileXT®　

参加参加
特典特典

基調講演　
「人材マネジメントの現在と未来」

Washington University にて心理学の博士号、
NorthwesternUniversity にて学士号を取得後、
人材開発、経営管理、マーケティング、事業展
開などの分野で 20 年以上の経験を有する。過去
に、教育研修サプライヤーの事業者協会である
ISA の会長を務める。元 Inscape Publishing, inc.
社長。著書「The Dimensions of Leadership :
DiSC® Strategies for Becoming a Better Leader」 
　

John Wiley and Sons, Inc.,      
取締役副社長　兼　執行役員   
Dr. Jeffrey Sugerman

本フォーラムは、経営・人事への活用が進む「人材アセス
メント」について学びを深め、情報を共有する機会です。
人間行動に関する研究やテクノロジーの進歩によって、
日本のそして世界の産業界において、これまでの枠にとら
われない、人事・人材育成アプローチが実現されつつあり
ます。当日は実践されている企業・コンサルタントの方々
にもお話しいただきます。知恵を結集し、ともにＨＲ業界
の未来を切り開くネットワークを築きましょう。

■ アセスメント体験 /測定とフィードバック
■ アセスメント活用事例 /テーマや業界ごとに全 12の分科会
■ 最新のアセスメント情報学習　
　  EverythingDiSC® ワークプレイス／ Profiles アセスメント
■ ネットワーキング／ランチョンミーティングおよび懇親会

主催：HRDグループ　
協力：HCD、（株）カーネルキャスト、 サイコム･ブレインズ（株）、 ドリームケアー（同）、（有）ドリームコーチ･ドットコム、
            （株）ピープルフォーカス･コンサルティング、 （株）WARK、（株）ワークハピネス　（五十音順）

30 カ国語以上に対応する
グローバルスタンダード手法の事例研究

＊通常価格 3万円以上



TIME TABLE
10:00/ 開会

11:30-12:15
最新情報
12:15-13:30
ランチ

13:30-14:20
分科会Ⅰ

14:35-15:25
分科会Ⅱ

15:40-16:30
分科会Ⅲ

16:40-18:00
ワールドカフェ
18:00-19:00
懇親会

10:15-11:30
基調講演

Assessment Forum Tokyo 2015
―我が国最大の人事･人材開発業者、人材育成専門家の学びと交流―

2015 年 12月 11日   金   10:00－18:00（18 時～懇親会）　

貴社名 住所　〒

TEL：
　

出席者氏名   所属・役職 E-mail アドレス

出席者氏名   所属・役職 E-mail アドレス 優待コード

参加申込書参加申込書

＊会場の都合上、先着200名様までとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
＊お申し込み後にキャンセルされる場合は、必ず弊社までご連絡くださいますようお願い致します。FAX.03-5620-4852申込書申込書

送付先送付先

お問い合わせ先：HRDグループ HRD株式会社 /03-5620-4851 /info@hrd-inc.co.jp /担当者：小坂・及川

紹介者名

入力フォームから簡単にお申し込みいただけます。
https://ssl.hrd-inc.co.jp/sendform/index.html

WEBWEB

申し込み申し込み

参加申し込み方法：WEBまたは FAX

FAXFAX 右記の「個人情報の取り扱いについて」の内容にご同意の上、下記の
参加申込書に必要事項をご記入いただき、FAXにてご送信ください。

【個人情報の取り扱いについて】
今回貴個人情報は、当セミナーへのご参加に関わる諸手続き及び、
ご案内の返信の目的のために利用させて頂きます。
お預かりいたしました個人情報は適正管理し、取得目的以外に利
用・提供されることはございません。ただし当社からお客様への
連絡や、お客様のお役に立つサービス等をご提供するために、
利用させていただくことがございます。
＊当社の「個人情報保護方針」につきましては、当社ホームペー ジ
　からご覧頂くことができます。  
　http://www.hrd-inc.co.jp/website/privacy.html

懇　親　会　（費用は参加費に含まれます）
ワールドカフェ（分科会情報共有）マインドフル リーダーシップ インスティテュート

理事 吉田典生 氏

ランチ・セッション - PXT フィードバック体験（希望者）・テーマ別テーブルを設定 -
Wiley アセスメントソリューションの最新情報

基調講演
Dr. Jeffrey Sugerman
John WIley & Sons, Inc.,
取締役副社長 兼 執行役員

常  設 ポスターセッション アセスメント学習コーナー テクノロジーコーナー

「人材マネジメントの現在と未来」　Dr. Jeffrey Sugerman 
企業の経営にとっていま最大の課題は、いかにして優秀な人材を採用・育成し、適材適所に配置するか、つまり人材を職場の中
で最も輝かせ、それによって企業にとって最大の価値をもたらすことができるかです。人材マネジメントに関する課題は、企業
経営にとって収益増大の機会を逸し、革新を遅らせ、競争力を失いかねないため、人事部門だけで対峙するのではなく、経営課
題として企業が総力を挙げて取り組むべきものといえます。本講演においては、Sugerman 氏の経験をベースに、最近のグローバ
ル企業における取り組みや傾向、またMcKinsey Global Institute による調査などに触れながら、効率的な採用、育成、適材適所など、
人材教育開発と企業経営の最重要課題について、わが国の産業界の人事・経営をリードする皆様にご紹介していきます。

【活用事例】ProfileXT® 【活用事例】SLⅡ®+DiSC®

【活用事例】Everythig DiSC®

【活用事例】DiSC®

【業界別】 DiSC®

【テーマ別】グローバル/DiSC®

【学習】ProfileXT®

【学習】DiSC®応用編【学習】ProfileXT®

【新アセスメント情報】

【新アセスメント情報】

組織基盤としての
                  共通言語作り

  課題解決に導く
                 DiSC® の魔力！
~効果的な 5つの DiSC 活用法 ~

人材の生産性を 2.5 倍高める
               職務マッチングの力

円環モデル 
 『Everything DiSC®ワークプレイス』
 -DiSC ClassicからEverything DiSCへ -

㈱ビズリーチ
人財･組織開発部部長　佐藤　和男 氏

サイコム･ブレインズ㈱ 
グローバル研修グループ　
マネジャー　勝　幹子 氏

㈱カーネルキャスト
教育研修事業部事業部長
高橋　康乃 氏

HCD代表　齋藤　茂 氏プロファイルズ㈱

プロファイルズ㈱ HRD ㈱

【学習】360 度サーベイ

グローバル企業おける
　　海外派遣要員の選別

パフォーマンスの定量化で
企業内コーチングを
業績につなげる

パトリック･レンシオーニの
チームビルディングモデルとDiSC®    
 『5Behaviors of a cohesive Team™』

Leadership Bridge
-２つのモデルによる相乗効果 -

㈱ピープルフォーカス･コンサルティング
桑山　政嗣 氏・齋藤　正幸 氏

                (有)ドリームコーチ・ドットコム 
 代表取締役  吉田　典生 氏 HRD㈱

㈱ヒューマンブレイン
代表取締役社長　大嶽　博一 氏

日本マイクロソフト㈱
人事本部シニアマネージャー　　
西川　昌邦 氏

学校・ホテルにおける
　 効果的なDiSC® 活用

ワークスタイル変革と
DiSC®

ナショナルスタッフ
                       研修事例

リピート
セッション

人材の生産性を 2.5 倍高める
               職務マッチングの力

リピート
セッション 英語教材使⽤


