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2022年３月～新刊記念キャンペーン

～持続可能な組織づくりとSDGs・ESG経営～
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＜2018年4月10日発刊＞

発売1ケ月で増刷 → 4ケ月で３刷を達成！

＜2022年2月23日－新刊発刊＞

職場の基礎代謝 ⇔ 職場のSDGｓメソッド
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2022年２月23日に新刊リリース



新刊セミナーを主催者と協力し

日本縦断で展開していくことで

本質的なＳＤＧｓ・ＥＳＧ経営を伝え

“未来から愛される会社”を

より多く日本全国に増やしていく
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新刊記念キャンペーンの目的
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新刊書籍＋基礎講座＋旅費・交通費のセット

◆主催者属性により複数のキャンペーン価格・内容設定

リアル開催orオンライン開催どちらも対応可能

◆キャンペーン価格はリアルもオンラインも同一価格

期間は2022年３月～2023年３月までの１年間

◆お申込は先着順（50社限定）＋開催日時は別途調整

新刊記念キャンペーンの概要（１）
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新刊記念セミナーから新たな繋がりの機会を

◆前回、職場の基礎代謝🄬時もセミナーから新しい出会い

セミナー金額は自由設定（無料でも有料でも）

◆主催者の目的にあわせてセミナー金額を自由に設定

社外セミナーだけでなく 社内研修にも利用可能

◆自社の持続可能な組織づくりとSDGｓ経営の醸成に

新刊記念キャンペーンの概要（２）
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◆通常研修・セミナー価格－396,000円（税込）

職場のSDGs基礎編（３時間） （注）書籍は無し＆旅費・交通費は別途実費ご請求

◆キャンペーン価格（一般）－264,000円（税込）

新刊30冊付き（＠1,870円）＋職場のSDGs基礎編（３時間）＋旅費・交通費込み

（適用対象） 一般企業・団体 及び職場の基礎代謝🄬改善ファシリテーター主催

◆キャンペーン価格（特別）－132,000円（税込）

新刊30冊付き（＠1,870円）＋職場のSDGs基礎編（３時間）＋旅費・交通費込み

（適用対象）新刊掲載企業・団体 及び職場のSDGs推進コンサルタント主催

新刊記念キャンペーンの価格・内容
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新刊掲載企業・団体一覧（新刊掲載ページ対応表）

p052：エイアンドダブリュ沖縄 （沖縄県） p１54：AlonAlon （千葉県） p230：四万十ドラマ （高知県）

p054：三承工業 （岐阜県） p１56：キットアライブ （北海道） p232：ヌマザワ （山形県）

p080：一平ホールディングス （宮崎県）
p１58：木の家専門店 谷口工務店

（滋賀県）
p234：100年企業研究会（大阪府）

p082：宮田運輸 （大阪府） p160：いなかパイプ （高知県） p236：チャリティーサンタ （東京都）

p084：KPG HOTEL&RESORT （沖縄県）
p162：Office SUGIYAMA グループ

（宮崎県）
p237：めだかファミリーグループ

（宮崎県）

p084：グリーンフィールド （沖縄県）
p164：東京YMCA国際ホテル専門学校

（東京都）
P250：岡山市SDGs・ESD推進課

（岡山県）

p090：カーボンフリーコンサルティング
（神奈川県）

p170：日本プロサッカーリーグ・村井満
チェアマン （東京都）

p270：浜弥鰹節 （大阪府）

p091：サンシャトゥ－（沖縄県） p194：三大食品 （沖縄県） p272：情報工房 （大阪府）

p116：臼福本店 （宮城県） p196：郷土料理青柳 （熊本県） p274：いきがいクリエーション （沖縄県）

p118：ARROWS （東京都） p198：レキオス （沖縄県） p276:幸ハウス （静岡県）

p120：キムタカ税理士法人 （沖縄県） p200：街クリーン （沖縄県） p278：アークホールディングス（東京都）

p１２2：SDGｓ支援機構 （石川県） p202：ありがとうファーム （岡山県） p280:オイカワデニム （宮城県）

p１２３：プロジェクトデザイン （富山県） p226：タスクールPLUS （愛知県）
p288:ヒューマンネットワークサービス

（東京都）

p１２7：日本経営合理化協会 （東京都） p228：モンテディオ山形 （山形県） p291:YouーDO協会 （東京都）
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兵庫県印刷工業組合さまの場合･･･
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＋66,000円（税込）で３時間＆30冊の追加対応

◆2時間×２回は社内向け、2時間×１回は社外向け等

まだ職場のSDGs推進コンサルタントでなくても

◆養成講座との同時申込でキャンペーン特別価格適用

職場の基礎代謝🄬と組合せ開催することも可能

◆職場の「不」の解消×社会の「不」の解消 ＝ 独自性

さらにアレンジ（セミ・オーダーメイド）
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想定事例（追加オーダーで合計６時間の場合）

新刊掲載企業での社内研修

あるいは取引先を招いての

勉強会やセミナーの開催

◆ 4月14日（木）

13時00～15時00分

職場のSDGs 基礎編（Ａ班）

15時30分～17時30分

職場のSDGs 基礎編（Ｂ班）

◆4月15日（金）

10時00～12時00分

職場のSDGs 基礎編（Ｃ班）

従業員数60名の企業において

20名ずつ×３回の実施。

新刊掲載企業 あるいは

職場のSDGs推進コンサルタント

企画・主催のオープンセミナー

◆ 4月23日（土）

09時30分～12時00分

職場のSDGs 基礎編

13時30分～17時00分

職場のSDGs 応用編

（リアルの場合は2030SDGsカード

ワークを実施することも可能）

あるいは

職場の基礎代謝🄬基礎編

（リアルの場合は実力発揮マネジ

メントカードを含めることも可能）

基礎代謝×SDGsで独自性ＵＰ

職場のSDGs推進コンサルタント

のクライアント先（契約先）での

初回研修として活用

◆ 5月11日（水）

09時30分～12時00分

職場のSDGs 基礎編

13時30分～17時00分

職場のSDGs 応用編

（リアルの場合は2030SDGsカード

ワークを実施することも可能）

その後、職場のＳＤＧs推進コンサル

タントが、クライアント先（契約先）

でのSDGs推進プログラムを行う。

ポイントとなる初回の入り方などを

実践の場で体感して学ぶ。

みなさまの目的に応じでセミ・オーダーメイドで対応
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専用申込用紙（エクセル）に記載しＰＤＦメール

◆ご希望の日時やおおよその時期などご記入ください

お申込み手続き完了後、書籍＆請求書を同時発送

◆（例）３月発送→書籍＆請求書到着→４月末迄お支払

未来へのビジネスにつながる内容で講演実施

◆商談機会の創出、契約の一押し、取引先との関係ＵＰ

手続きの流れ・運用のポイント（１）
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1社で複数回（別料金）キャンペーン活用が可能

◆１回目は自社用、２回目は関係先・顧問先など可能

1回あたり、追加ＯＰ含めて最大６時間まで可能

◆１日目・大阪、２日目・兵庫などの越境は2回カウント

セミナー風景の撮影や研修内容の録画も可能

◆受講生からの許可があれば撮影・録画・録音もOK

手続きの流れ・運用のポイント（２）
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想定されるＱ＆Ａ（１）

Ｑ１：

リアル開催でもオンライン開催でも同料金でしょうか？

旅費が不要な分、オンライン開催では安くなりませんか？

Ａ１：

キャンペーンについては、リアルもオンラインも同料金となります。

リアル開催の場合は、会場手配や受付人員などオンライン開催に

比べて、主催者側の経費負担がかかると想定されるためです。

また、リアル・オンラインとも同料金にすることで、新型コロナが感染

拡大した際、リアルからオンライン対応への切り替えなどがしやす

いと考えています。
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想定されるＱ＆Ａ（２）

Ｑ２：

旅費・交通費が全国一律なのはどうしてでしょうか？

沖縄と北海道では、旅費・交通費に開きがあると思いますが？

Ａ２：

白井の取引先や顧問先が多くある沖縄・福岡・大阪・名古屋・東京

などでは、これまで、そのスケジュールにあわせて体験会や勉強会

などを開催してまいりました。しかしながら、それ以外の地域ついて

は、数多くはお伺いできず、地域によって情報や経験の差が生じて

いました。そこで、普段、お伺いできていない地域のみなさまが、気兼

ねなく（メリットを感じる）活用できる全国一律といたしております。
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想定されるＱ＆Ａ（３）

Ａ３：

みなさまに安心してご受講・ご参加いただくため、新型コロナウィル

スの感染拡大防止の観点から、状況に応じて日程変更、リアルから

オンラインへの変更対応は可能です。

なお、日程変更の場合について、航空券やホテルの変更にかかる

手数料などの実費が生じた場合には、その費用を別途ご負担いた

だく形となります。予めご了承ください。

Ｑ３：

新型コロナウィルスの感染拡大した場合などによる日程変更は

可能でしょうか？ その場合の手数料はかかりますか？
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この機会をぜひ、ご活用ください！
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