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2021教育用DVD総合表2-3 （一般）

　PHP研究所は昭和21（1946年）、松下幸之助によって創設されました。

　第二次世界大戦直後の極度に混乱した世相のなかでの「お互い人間は、

平和のうちに身も心も豊かで幸せな暮らしを必ず実現できるはずだ。

その方策を衆知に教えを乞いつつ探求し、人々にはたらきかけて、ともどもに

繁栄・平和・幸福実現の道を切り拓きたい」という切実な思い、願いがその出

発点でした。

　爾来、このような創設者の願いに立脚し、「研究」「出版・普及」「啓発・

実践」など多岐にわたる活動を展開いたしてまいりましたが、お陰さまで

皆様方の幅広いご支持により、その活動の輪は国の内外に着実に広がり

つつあります。

　急速に変化する時代のうねりのなかで、改めてPHP創始の思いに立ち

返り、皆様とともに真の繁栄・平和・幸福の実現をめざす活動を展開いたして

まいりたく、今後とも変わらぬご指導ご支援を賜りますよう、よろしくお願い

申しあげます。

　PHP研究所の活動は、「研究」「出版・普及」「啓発・実践」の三分野に

わたって展開されています。

　「研究活動」の分野においては、創設者・松下幸之助の願いを継承し、

PHP社会実現のための基本的な考え方と方策が探求されています。具体的

には、政治、経済、経営、教育等それぞれを担当する専門研究員を中心に

各界の有識者の知恵を集めつつ、日本、さらには世界のあるべき姿について

積極的に研究提言を行なっています。

　「出版・普及活動」の分野においては、書籍・雑誌、DVDやCDなどの視聴

覚教材、通信教育教材、eラーニング教材等の編集出版活動と、これらの
媒体を通してPHPの考え方を広める普及活動を、国の内外に向けて強力に

展開しています。

　「啓発・実践活動」の分野の中核をなすもの

として、企業経営の理念と実践を研修していただく

「PHPゼミナール」と“素直な心になりましょう”を

スローガンに自主グループを結成して活動する

「PHP友の会」があり、それぞれ力強く推進されて

います。

はじめに

PHP研究所の活動

出版・普及活動

Publis
hing

研究活動

Resea
rch

啓発・実践活動

Educa
tion



1

DVD年間売上ランキング
（2019年10月～2020年9月）

順 　 位 タ イト ル

ＳＮＳから考える
新社会人の責任

〈ケースで学ぶ〉
上司のハラスメント2

1位

2位

3位

〈新版〉
社会人 やっていいこと・悪いこと

4位 実践！ フィードバック

5位 製造現場の安全対策

6位 フィードバック入門

7位 新入社員のための報連相の基本

8位 上司のコンプライアンス

9位 製造社員やっていいこと・悪いこと

10位 上司のハラスメント
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ジャンル

新入社員

安全活動

経営課題・ＣＳ

新入社員

管理・監督者

新入社員

経営課題・ＣＳ

管理・監督者

新入社員

経営課題・ＣＳ

ページ数

4

18

13

5

8

4

11

8

5
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※「上司のコンプライアンス」「上司のハラスメント」につきましては、〈改訂版〉となっております。



2

新入社員のための
こんなときどうする？ 仕事のマナー 4 速習 ビジネスマナー ! 5「心が伝わる」ビジネスマナーの基本 4

負けない。私は、前に進む。 4 社会人の常識・非常識 44

［改訂版］ビジネスマナー チェック＆実践！ 5 〈新版〉社会人 やっていいこと・悪いこと 5

新入社員のための報連相の基本 4 新入社員のための「社会人のルール」 4

製造社員やっていいこと・悪いこと 5

★社会人の常識・企業人の責任 5 ★新入社員・ケーススタディ集
　あなたならどうする?!

5

★武田鉄矢　新入社員に贈る言葉 5 フォローアップ・セミナー 6

★アッコの仕事は笑って済まされない！ 5

PDCAの基本 6

新
入
社
員
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タ イ ト ル ・ ペ ー ジ 数

●PHP教育用DVDラインナップ●

成果を高める報告・連絡・相談 6 「問題解決力」の高め方 6 必勝のプレゼンテーション

6

6

7

新入社員の指導・支援の考え方・進め方 7 「成果を生み出す新入社員」の育て方 7

「クレーム電話」応対の基本 6 ★「クレーム電話」対応のポイント 7 ★新“なぜ”から見直す仕事の基本

★実践！ セールス・コーチング 11 ★「顧客の心をとらえる営業」実践心得 11

★オガワホーム「信頼づくりは現場にあり」 15

早わかりシリーズ
企業コンプライアンス編

12

★〈改訂版〉早わかりシリーズ
　危機管理編

PHPビジネス講義DVDシリーズ12早わかりシリーズ　新・危機管理編 12

トラブル回避のための
人事労務知識シリーズ

12

12

13 人事考課の基本と実践

新型インフルエンザ対策

★実践！ 考課者訓練13

14

実践！ ホスピタリティ 15 「ホスピタリティ」 15

★本気のCSはここまでやる！ 14

お客様大事の原点 15

★新・物づくりのこころ 10 ★製造社員の報告・連絡・相談 10 ★第一線監督者の使命と役割 10

★社外工戦力化のために
　何ができるのか

10

★成功する採用面接 14

セクシュアル・ハラスメント 13 マタニティ・ハラスメント 13

〈改訂版〉上司のハラスメント 13 〈改訂版〉上司のハラスメント2 13

上司のハラスメント3 13

生
産
・
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経
　
営
　
課
　
題
　
・
　
Ｃ
　
Ｓ

営業

販売・
サービス

中国語・日本語　二ヶ国語対応
コンプライアンスの基本と実践 11

管
理
・
監
督
者

ホスピタリティ・マインド
［実践1］品格あるマナーで好感度アップ 14

ホスピタリティ・マインド
［実践2］気くばりで顧客満足度アップ 14

ホスピタリティ・マインド
［実践3］心くばりで感動を共有しよう 14

輝く笑顔が感動のサービスを生む！ 14
ホンダカーズ中央神奈川
すべては1枚のアンケートから 14

〈改訂版〉私たちのコンプライアンスⅢ 11

〈改訂版〉上司のコンプライアンス 11 私たちのコンプライアンス 11 私たちのコンプライアンスⅡ 11

製造現場のコンプライアンス 11

★実践！ コンプライアンス経営 ★企業倫理を考える12 12

あなたが防ぐ！ 「情報漏えい」 13

新入社員の育て方・伸ばし方 6 ケーススタディで学ぶ 報連相の基本

★夢ハウス「本物で安い」木造住宅で急成長 15
★アンシン建設工業
　驚異的〈シェアと集客力〉の秘密に迫る！！ 16

★平成建設 躍進の秘訣を探る 15
シンケンスタイル
価値観の共有から始める住まいづくり 15新和建設　最強のCS施工集団 15

SNSから考える　新社会人の責任

井村雅代コーチの
「できない」から逃げるな！
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8 9

9 9 9

9 9 9

9

10

10

10

管理者のための
〈マネジメント革新〉シリーズ

8

8

管理者としてやっていいこと･悪いこと 8 ★新・管理者の使命と役割

★こんな管理者が問題を起こす！

8

上司と部下がペアで進める 1 on 1 8 実践！フィードバック 8 フィードバック入門 8

部下育成実践のポイント

PHPコーチングDVDシリーズ 部下を伸ばすコーチング 目標管理のためのコーチング

人を育てる「ほめ方・叱り方」 コーチング・スキル実践講座 実践！ リーダー型マネジメント

★Management Coreコース ★「成果目標管理」による人事戦略

★ほめて、叱って、プロに育てる

★「成果目標管理」ケーススタディ集

部下の実力を高める実践OJT

研修インストラクター養成講座
〈ベーシック〉

10

T
P
M

★「目で見る管理」の進め方 16 ★事務間接部門の5S 17 ★やさしいメンテナンス教室 17

★変化に対応 5S再挑戦！　 16 ★5S実践のポイント 16 ★5S徹底のノウハウ 16

成果が出る「5Ｓ」の考え方・進め方 16 事例で学ぶこれが5Sだ！ 16基本を徹底する 5Sの鉄則 16



★食品衛生のルール 22食品衛生の3原則 22 ★衛生管理の急所 22

毎日の個人衛生 22 清掃・洗浄・殺菌の大切さ 22 衛生管理の手順とルール 22

食品衛生 みんなで実践！  安全対策 22

健
　
康

★［よくわかる］QCの基本 18
〈ISOマネジメントシステム〉
内部監査のポイント 18 情報セキュリティマネジメントの基本 18

ケースで学ぶ
あなたが防ぐ労働災害（仮題） 18 製造現場の安全対策 18 事例で学ぶ安全活動 18

★「安全の基本」講座 18 ★安全衛生の基本と心得 18

★製造現場の“不安全”を探せ！ 19 ★管理・監督者の安全OJT

★設備保全のための［Vベルト］

19

19

★設備保全のための［エアシリンダ］ 19

★安全活動の急所 19

メンタルヘルス
職場を元気にするコミュニケーション 20 「メンタルヘルスケア」実践のポイント 20

部下の「うつ」上司にできること 20 ★〈改訂版〉働く人のメンタルヘルス 20 ★職場のストレスマネジメント 20

★心身症 20 ★テクノストレス 20 ★ＶＤＴ症候群の予防と対策 21

メタボリックシンドローム 21 ★タバコと健康 21 ★生活習慣病 21

★運動不足解消 21

★衛生指導の基本と心得 22 ★食品衛生 基礎のキソ 23

飲食店のための
食品衛生のポイント[基本編] 23

★「いじめ」を考える 25

★君ならどうする？ 万引き 25 ★君ならどうする？ ゆうかい 25 ★君ならどうする？ いじめ 26

26★自らを見つめる

信頼される公務員 モラル・倫理編 25 ★魅力ある職員・喜ばれる職員 25

君ならどうする？ “連れ去り” 25

食品衛生50の基本

★食品業界の5S 23 食中毒予防の3原則 23 〈改訂版〉あなたが防ぐ食中毒 23

〈改訂版〉ノロウイルス対策 23 みんなで実践［異物混入対策］ 24 異物混入を防ごう［毛髪対策編］ 24

★実践！  異物混入対策［事例編］ 24 ★HACCP導入のための
　一般的衛生管理プログラム 24 ★「リテールHACCP」の基本と実践 24

★早わかりHACCP 24 ★HACCP実践教室 24

松下幸之助　信念の経営 26 松下幸之助　創業者グラフィティ 26 ★松翁問わず語り 26

★「松下幸之助の経営」を語る 27★商売の基本・経営の要諦 27 ★危機克服への道 27
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●PHP教育用DVDラインナップ●

★人が育つトヨタ式改善の進め方 17 ★改善 KAIZEN 道場 17 ★改善の基本テクニック 17

★［セル生産］実現のポイント 17 ★「シックスシグマ」
　導入・実践のポイント 17 ★わかりやすいTOC実践教室 17

［改訂版］セルフケアからはじめる
メンタルヘルス・マネジメント

20

食品衛生の基本ポイント 23

私たちのホスピタリティ挑戦 25

松下幸之助　商いのこころ 26 松下幸之助　経営百話 26 松下幸之助　日本の将来を思う 26

★「キレる」を考える 25

★設備保全のための［油圧シリンダ］ 19

5 Steps to Shaping Up the Shop Floor 28 Visual Control Systems 28 5S for the Office 28

Hoàn thành Nền tảng của Các hoạt động 5S 28This Is TPM！: Total Productive Maintenance 28 Production Line Maintenance 28

★マークの商品は既刊のビデオ作品をDVD-VIDEOフォーマットで記録したものです。ビデオ全編をそのまま記録しておりますので、
　メニュー画面やチャプターごとの選択視聴・頭だし機能はございませんので、予めご了承ください。
※DVDは映像と音声を高密度に記録したディスクです。DVD対応のプレイヤーで再生してください。
　一般的なDVDプレイヤーおよびDVDビデオがご覧になれるパソコンで視聴できますが、一部の機種によってはご覧になれないことがございます。
※内容、収録時間、タイトル等につきましては変更になる場合もございます。ご了承ください。

映像データ サーバ格納のご案内 31

23

QC・ISO
・環境

3
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新入社員のための

こんなときどうする？ 仕事のマナー
セット価格：本体60,000円+税

単品価格：本体20,000円+税

［編］PHP研究所37298〜37300

①［電話編］
②［コミュニケーション編］
③［職場の基本マナー編］DVD-R全3枚

（1枚 約30〜40分）

●なぜ報連相が大切なのか？
●仕事の進め方の基本とは？ 
●報連相にもコツがある?! 
●こんなときどうする？ 報連相 
●仕事ができる人は報連相上手

［Part1］軽はずみな行動が生む、重い代償
［Part2］実は身近なＳＮＳトラブル
［Part3］社会人としての責任とは何か

［監修］一般社団法人 日本報連相センター

［監修］岩田松雄（㈱リーダーシップコンサルティング代表）

価格：本体45,000円+税DVD-R全1枚（約48分）

活用の手引き付

新入社員のための
報連相の基本

これだけは押さえておきたい仕事の進め方

37816

価格：本体48,000円+税DVD-R全1枚（約43分）

活用の手引き付

［Part1］仕事って、どういうもの？
〜仕事に対する基本姿勢を身につけよう〜

［Part2］仕事がうまくいかないときはどうする？
〜職場のコミュニケーション〜

［Part3］成長があるから仕事はおもしろい

［監修］柘植智幸（㈱じんざい社代表取締役）

［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）新入社員のための 
「社会人のルール」

仕事に対する姿勢・人間関係・自己の成長

37815

価格：本体36,000円+税DVD全1枚（約72分）

活用の手引き・日本語字幕（切り替え可能）付

［Chapter１］ 一ノ瀬メイ
人はみんな特別な存在 〜今日も私が泳ぐ理由〜

［Chapter２］ 村上清加
ありのままの自分と向き合う 〜一歩を踏み出す勇気〜

［Chapter3］ 池  透暢
どんなことからも逃げない 〜もう一度、世界に〜

パラアスリートが語る  挑戦への気持ち

負けない。私は、前に進む。

39562

［Part1］企業人として働くということ
［Part2］笑顔・あいさつ・言葉づかい
［Part3］電話の受け方・かけ方の基本
［Part4］携帯電話・メールの基本
［Part5］他社を訪問するときの基本マナー
［Part6］お客様をお迎えするときの基本マナー

［監修］浅野恵以子（㈱マネジメントサービスセンター チーフコンサルタント）

価格：本体70,000円+税DVD-R全1枚（約90分）

活用の手引き付

「心が伝わる」
ビジネスマナーの基本
〜社会人としての心くばり、思いやりとは〜

37774

37774井村雅代コーチの
 「できない」から逃げるな！

努力するから楽しくなる

［出演］井村雅代（シンクロナイズドスイミング日本代表ヘッドコーチ）

●1ミリの努力
●心の才能が一番大事
●結果にこだわろう
●自主性を勘違いしてはいけない
●上司は部下の人生を預かっている　ほか

37877

社会人の常識・非常識
あなたのNG教えます

SNSから考える
新社会人の責任

あなたの行動がトラブルを生む！

価格：本体70,000円+税

価格：本体54,000円+税

37878

39556

DVD-R全1枚
活用の手引き付

DVD全1枚
活用の手引き付

（約64分／新入社員視聴パート約46分・上司視聴パート約18分）

（約35分）

●時間通り？　時間ギリギリ？
●報連相はいつしたらいい？
●指示された通りにしたのに…
●定時になったら帰ってもいい？
●前回失敗したから、今回も…　ほか

［監修］柘植智幸（㈱じんざい社代表取締役）

［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）

4

価格：本体30,000円+税
DVD-R全1枚（約86分／新入社員・若手社員パート約61分・上司・先輩社員パート約25分）

［出演］一ノ瀬メイ（パラ水泳）、村上清加 （パラ陸上）、池  透暢 （車いすラグビー）
ゆき のぶ
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和田アキ子の新入社員心得

アッコの仕事は笑って済まされない！
価格：本体24,000円+税

［出演］和田アキ子37432

●新入社員の基本姿勢について
●ビジネス・マナーについて
●組織の一員として
●社員としての自覚について
●フレッシュマンに贈るキーワード　ほかDVD-R全1枚

（約30分）

仕事・人生の夢を語ろう！

武田鉄矢 新入社員に贈る言葉
価格：本体24,000円+税

［出演］武田鉄矢37434

●社会人として心がけること
●給料をもらうということ
●仕事に対する姿勢
●仕事の楽しさについて
●自分を育てていくこと　ほかDVD-R全1枚

（約25分）

新入社員・ケーススタディ集

あなたならどうする?!
セット価格：本体90,000円+税

単品価格：本体18,000円+税

［監修］水井正明（産業社会学研究室室長　㈱産研代表取締役）37417〜37421

①知ったかぶりの仕事では…  〜仕事に対する心構えを考えあう〜 
②規則を軽く考えていませんか？  〜会社生活のルールを考えあう〜
③チームの一員になるとは  〜職場の人間関係を考えあう〜
④ひと言の伝達モレが…  〜報告・連絡の大切さを考えあう〜
⑤要領よく仕事をするとは  〜仕事のすすめ方を考えあう〜DVD-R全5枚（1枚 約10分）

指導者用マニュアル付

5

製造社員　
やっていいこと・悪いこと
ものづくりに求められる“現場のキホン”

①社会人のマナー・現場のルール
●マナーと身だしなみ　●ルールを守る

②仕事のチームワーク・現場改善
●同じ職場で働く仲間とは　●あくなき追求

［編］PHP研究所

セット価格：本体70,000円+税
単品価格：本体35,000円+税

DVD全2枚（1枚 約35〜40分）

活用の手引き付

37875・37876

社会人の常識・企業人の責任
セット価格：本体99,000円+税

単品価格：本体33,000円+税

［監修・解説］内田政志（ウチダ・ビジネス教育研究所所長）37351〜37353

①見直します!　正しい敬語と言葉づかい
②守ります!　仕事のルールと社員の倫理
③実践します!　いつもお客さま第一主義DVD-R全3枚

（1枚 約20分）

●“マナー・ルール”を守ろう！
●人間関係の基本は“コミュニケーション”
●信頼される“仕事の姿勢”

［監修］PHP研究所〈新版〉

社会人 やっていいこと・悪いこと
成長できる人の考え方・行動とは？

価格：本体60,000円+税DVD全1枚（約56分）

活用の手引き付

39529

新入社員向けDVD

速習 ビジネスマナー！
セット価格：本体70,000円+税

単品価格：本体35,000円+税

37171・37172

DVD-R全2枚（1枚 約60分）

活用ガイド付

［編］PHP研究所

①信頼される電話応対
②好感をよぶ接客・訪問　

［監修］青木テル（㈱タクト＆アクト代表取締役）［改訂版］
信用を高める

ビジネスマナー チェック＆実践！
①携帯電話・スマートフォン編
②パソコン編
③職場の人間関係編
④他社訪問編
⑤仕事の進め方編

⑥お客様お迎え編
⑦ビジネス電話編
⑧言葉づかい編
⑨社会人としてのけじめ編
⑩気配り編

37827〜37836

セット価格：本体200,000円+税
単品価格：本体20,000円+税

DVD-R全10枚
（1枚 15〜21分）



［監修］大島昌子（消費生活アドバイザー）
ケースで学ぶ

「クレーム電話」応対の基本
価格：本体70,000円+税

●顧客離れにつながる二次クレーム
●お客様が電話応対に期待していること
●満足度を高める電話応対の5ステップ
●ケースで学ぶ 二次クレームを生まない電話応対DVD全1枚（約82分）

活用の手引き付

39511

●
若
手
・
中
堅
社
員

●
新
入
社
員

できる社員の仕事術

事例でわかる「問題解決力」の高め方
価格：本体74,000円+税

［監修］奈良井　安（セルフ・マネジメント・システムズ日本代表）37311

●問題解決の考え方と基本スキル
●問題解決ケーススタディ

DVD-R全1枚
（約48分）

DVD-R全1枚
（約90分）

価格：本体99,000円+税

競合他社に差をつける

必勝のプレゼンテーション
［監修］HRインスティテュート

①基本心得　必勝のための3つのスキル
②事前準備　説得力あるコンセプト＆ロジック
③本番当日　聞き手の心をつかむテクニック

37217

できる社員の仕事術

成果を高める報告・連絡・相談
価格：本体74,000円+税

［監修］新谷文夫（㈱インタークロッシング代表）37319

①報・連・相の考え方・進め方
②ケースで学ぶ報・連・相

DVD-R全1枚（約60分）

活用の手引き付

［監修］糸藤正士
［基本編］《報告①》何のためのホウレンソウか　

《連絡①》メールで連絡しておいたはずが…  ほか
［実践編］《報告①》飛び越し指示があったとき

《連絡》 カルテを早く！ ほか
［上司編］《ケーススタディ》アメリカでの5Ｓ活動

《ケーススタディ》上司によって職場が変わる?!  ほか

「理解できない」では済まされない！

新入社員の育て方・伸ばし方
価値観のギャップを埋めるコミュニケーション

価格：本体48,000円+税

37818

DVD-R全1枚（約47分）

活用の手引き付

●新入社員の育った背景・特徴を知る
●モチベーションを高める叱り方・教え方
●成長を促す4つのポイント

［監修］柘植智幸（㈱じんざい社代表取締役）

［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）

ケーススタディで学ぶ
報連相の基本

価格：本体32,000円+税

37736

DVD-R全1枚（約98分）

活用の手引き付

これで成果が変わる

ＰＤＣＡの基本
仕事の質を高めるために

価格：本体50,000円+税

［監修］高橋健策（経営コンサルタント　中小企業診断士）37757

●PDCAって何だろう？
●STEP1　Plan
●STEP2　Do
●STEP3　Check
●STEP4　Action

［PDCA自己診断］「仕事の進め方の課題を見つける」
DVD-R全1枚（約40分）

活用の手引き付

6

「プロ」としての意識とスキルを身につける

フォローアップ・セミナー
価格：本体50,000円+税

［編］PHP研究所37754

①なぜ、振り返りが大切か
②ルール＆マナーを再確認する
③今までの自分を振り返り、働く意義に
　ついて考えるDVD-R全1枚（約55分）

活用の手引き付



●
若
手
・
中
堅
社
員

先輩・上司のための

「成果を生み出す新入社員」の育て方
［監修］本間正人（NPO法人学習学協会代表理事）37301・37302

①新人の可能性を引き出す
　　新人はあなたを見て育つ／新人指導の「あぁ、カン違い」  ほか

②新人の問題解決を支援する
　　コミュニケーションを深める／目標達成・問題解決を支援するセット価格：本体30,000円+税

単品価格：本体15,000円+税
DVD-R全2枚

（1枚 約25分）

新“なぜ”から見直す仕事の基本
〜本当の実力を身につけるために〜

セット価格：本体111,000円+税
単品価格：本体37,000円+税

［監修・解説］坂川山輝夫（㈱現代コミュニケーションセンター所長）37437〜37439

①いま求められる 役割と心構え　

②いま求められる 仕事の取り組み方
③いま求められる コミュニケーションDVD-R全3枚

（1枚 約30分）

顧客満足のための

「クレーム電話」対応のポイント
セット価格：本体74,000円+税

単品価格：本体37,000円+税

［監修］㈱ベルシステム2437435・37436

①クレーム対応の基本心得　

②《ケーススタディ》トラブルを招く顧客対応とは

DVD-R全2枚（1枚 約25〜28分）

活用の手引き付

メンター・先輩社員に求められる

新入社員の指導・支援の考え方・進め方

37699

DVD-R全1枚（約58分）

活用の手引き付

①メンターの役割と心得
②サポートの基本
③実践サポート
　〈悪い例／分析／良い例〉
④（監修者解説）
　あなたもメンターになれる価格：本体37,000円+税

 ワンポイントレッスン
①メンターの基本姿勢
②共感のスキル
③アクティブリスニング・
　パッシブリスニング

［監修・解説］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）

7



●
管
理
・
監
督
者

部下の実力を高める実践OJT
プロセスの中に育成課題が見える

価格：本体50,000円+税

37713

DVD-R全1枚
（約55分）

［監修・出演］松下直子（㈱オフィスあん代表取締役）

［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）

①プロセス重視のOJT
②仕事の意味を教える
③OJT実践のポイント
④報・連・相で効果的なOJT
⑤監修者からのメッセージ

こんな管理者が問題を起こす！
〜トラブル防止のための責任者心得〜

セット価格：本体70,000円+税
単品価格：本体35,000円+税

［監修］国司義彦（㈱JMC能力開発センター代表）37467・37468

①なぜトラブルが起きるのか
　 〜管理者の問題発言・問題行動〜　

②どうすればトラブルを防げるのか
　 〜管理者の心得9つのポイント〜DVD-R全2枚

（1枚 約25分）

新・管理者の使命と役割
セット価格：本体99,000円+税

単品価格：本体33,000円+税

［監修・解説］高橋健策（産業社会学研究室　経営コンサルタント）37452〜37454

①管理者は改善・改革の推進者であれ！
②管理者よ、経営マインドを養え！ 
③自律的活動ができる管理者になれ！DVD-R全3枚（1枚 約25分）

活用の手引き付

管理者のための
〈マネジメント革新〉シリーズ

［編］PHP研究所37837〜37840

①管理者の役割とは何か
②強いチームをどうつくるか
③人を育て、伸ばすための基本
④管理者に求められる自己革新とはセット価格：本体120,000円+税

単品価格：本体30,000円+税
DVD-R全4枚（1枚 約22〜29分）

活用の手引き付

フィードバック入門
部下を立て直し成長を促す技術

［監修］中原 淳（立教大学 経営学部 教授）39524

●部下を成長させる基礎理論
●部下の成長のカギを握るフィードバック
●フィードバック ケーススタディ

価格：本体60,000円+税DVD-R全1枚（約120分）

活用の手引き付

ケースで学ぶ 実践！フィードバック
あなたは部下の成長を支援できているか？

［監修］中原 淳（立教大学 経営学部 教授）39555

［PART1］フィードバックの基本
［PART2］評価面談でのフィードバック
［PART3］日常のフィードバック
（解説）フィードバックを成功させるために価格：本体60,000円+税DVD全1枚（約86分）

活用の手引き付

管理者としてやっていいこと･悪いこと
部下は上司の言動を見て育つ！

価格：本体50,000円+税

37726

DVD-R全1枚（約55分）

活用の手引き付

［監修］鑄方貞了（アクティブ経営研究所所長）

［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）

①管理者の言動を部下は見ている
②部下とどのように
　コミュニケーションをとればよいのか
③管理者のあるべき姿とは

8

上司と部下がペアで進める
１on１

振り返りを成長につなげるプロセス

［監修］中原 淳（立教大学 経営学部 教授）39574

［PART1］人の成長に欠かせない「経験」
［PART2］振り返りを成長につなげる「１on１」
［PART3］失敗例から考える「１on１」のポイント

価格：本体60,000円+税DVD全1枚（約80分）

活用の手引き付

ワン  オン  ワン

〈2020年度 新刊〉



●
管
理
・
監
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管理・監督者に求められる

実践！リーダー型マネジメント
［監修・解説］田中久男（PHPゼミナール講師　㈲ミッション代表取締役）

【事例研究】
●監修者からのメッセージ：
　監修者・田中久男氏による
　DVD学習への誘い
●Part1.〔ドラマ〕
　二人の課長と部下のモチベーション
●Part2.〔ドラマの課題分析〕

37695

価格：本体70,000円+税DVD-R全1枚（約62分）

活用の手引き付

【「リーダー型マネジメント」ポイント解説】
—監修者・田中久男氏自らが解説—
●マネジメントとは
●リーダーシップの発揮
●キャリアビジョンを描く

DVD-R全10枚（1枚 約27〜60分）　セット価格：本体263,000円+税

PHPコーチングの定番DVDシリーズをよりお求めやすく、より使いやすくリニューアルいたしました。
職場を活性化し、マネジメントのレベルを向上させるために、コーチングDVDシリーズをぜひお役立てください。

PHPコーチングDVDシリーズ
37841〜37850

①信じて、認めて、任せてみる
②部下の問題解決を援助する
③自ら伸びる部下に育てる

［ケーススタディ］

部下を伸ばすコーチング

［監修］本間正人（NPO法人学習学協会代表理事）

　　　田近秀敏（コォ・クリエイト・ジャパンInc.代表）

37841〜37843

セット価格：本体84,000円+税
単品価格：本体28,000円+税

DVD-R全3枚（1枚 約27〜32分）

活用の手引き付

〈PHPコーチングDVDシリーズ〉

［企画協力・出演］今村恵理（PHPゼミナール講師・PHPコーチング認定ファシリテーター）

　　　               石川尚子（PHPゼミナール講師・PHPコーチング認定ファシリテーター）

　　　               小野仁美（PHPコーチング主幹講師）コーチング・スキル
実践講座

セット価格：本体45,000円+税
単品価格：本体15,000円+税

37848〜37850

①傾聴のスキル 講師：今村恵理、小野仁美

②承認のスキル 講師：石川尚子

③質問のスキル 講師：小野仁美DVD-R全3枚
（1枚 約28〜43分）

目標管理のためのコーチング
［監修］田近秀敏（コォ・クリエイト・ジャパンInc.代表）

①達成意欲を高める目標設定
②目標達成のための中間フォロー
③評定面談とビジョン・コーチング

37844〜37846

セット価格：本体84,000円+税
単品価格：本体28,000円+税DVD-R全3枚（1枚 約36〜42分）

インストラクター用マニュアル付

コーチングに学ぶ

人を育てる「ほめ方・叱り方」

37847

価格：本体50,000円+税

［監修］本間正人（NPO法人学習学協会代表理事）

●ほめること、叱ることの意義 
●ほめ方・叱り方の基本
●ケーススタディ 
  EXTRA  ほめ言葉のフレーズ集 DVD-R全1枚（約60分）

活用の手引き付

〈PHPコーチングDVDシリーズ〉

〈PHPコーチングDVDシリーズ〉

〈PHPコーチングDVDシリーズ〉

9

OJT事例集

部下育成実践のポイント
価格：本体80,000円+税

37197

DVD-R全1枚
（約100分）

［監修］寺澤弘忠（寺澤オフィス所長）

①日常の勤務態度に問題がある
②部下本人の個人的な資質に問題がある
③周囲の人の仕事に支障を及ぼしている

［監修・解説］
〈Disc1〉吉川武男（横浜国立大学経営学部教授）／青木保彦（フルキャストテクノロジー　シックスシグマ・

　　　　　　　リサーチ・インスティテュート所長）／安藤　紫（産能大学 教育・コンサルティング部研究員）
〈Disc2〉宮田矢八郎（産能大学経営学部教授）
〈Disc3〉川上真史（ワトソンワイアット㈱コンサルタント）
〈Disc4〉田近秀敏（コォ・クリエイト・ジャパンInc.代表）

競争を勝ち抜く管理者のための

Management Coreコース
セット価格：本体120,000円+税

単品価格：本体30,000円+税

37470〜37473

①バランス・スコアカードによる目標設定 
　〜ビジョンと戦略からのブレークダウン
②部門経営のためのアカウンティング 
　〜マネジメントに生かす管理会計の考え方

③ヒューマン・キャピタル・マネジメント 
　〜成果目標管理とコンピテンシー開発
④コーチングによるリーダーシップ 
　〜部下を伸ばす双方向コミュニケーション 

DVD-R全4枚
（1枚 約30分）
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強い製造現場をつくる

第一線監督者の使命と役割
セット価格：本体99,000円+税

単品価格：本体33,000円+税

［企画協力］日本ビクター㈱メディアカンパニー水戸事業センター37365〜37367

①監督者の基本心得
②人を活かすOJT
③問題解決のリーダーシップ　DVD-R全3枚

（1枚 約25分）

①社外工をどうサポートすればよいのか
②よい現場・強い現場づくりをめざして

［企画協力］松下電器産業㈱人材開発カンパニー／
　　　　  松下電工㈱人材･能力開発センター〔製造監督者の役割を考える〕

社外工戦力化のために何ができるのか
アウトソーシング（製造請負）をうまく活用するために

セット価格：本体80,000円+税
単品価格：本体40,000円+税

37479・37480

DVD-R全2枚（1枚 約30分）

活用の手引き付

製造社員の報告
ホウ・連絡

レン・相談
ソウ

セット価格：本体74,000円+税
単品価格：本体37,000円+税

［監修］日本HR協会37477・37478

①現場を活性化する報・連・相
②報・連・相で改善促進・トラブル防止

DVD-R全2枚
（1枚 約25分）

●
生
産
・
製
造

［企画協力］松下電器産業㈱エアコン社エアコン事業部
高原昭男（ベーシック・マネジメント研究所所長）

クロイ電機㈱・松下電工㈱
誇りある製造社員をめざす

新・物づくりのこころ
〜“なぜ”で仕事が面白くなる〜

セット価格：本体99,000円+税
単品価格：本体33,000円+税

37354〜37356

①社会人としての基本 〜“なぜ”が人間的成長を促す〜 

②プロフェッショナルとしての基本  〜“なぜ”でいい物づくりをする〜

③身につけよう改善活動の基本  〜“なぜ”で成果を上げる〜DVD-R全3枚
（1枚 約30分）

星野仙一

ほめて、叱って、プロに育てる
若手を伸ばす—— 俺のやり方・考え方

価格：本体24,000円+税

［出演］星野仙一  ［聞き手］大沼啓延　37469

●リーダーはどうあるべきか
●リーダー心得集
●部下をどう育てるべきか
●リーダーの条件DVD-R全1枚

（約25分） ※1993年収録作品

●
管
理
・
監
督
者

研修インストラクター養成講座
〈ベーシック〉

価格：本体45,000円+税

37702

DVD-R全1枚
（約40分）

［監修］PHP研究所 人材開発支援本部
［企画協力・出演］今村恵理（PHPゼミナール講師）

オープニング 〜学習の4段階
①振舞い・話し方
②講習の進め方
③グループディスカッションについて
④インストラクターの心構え

「成果目標管理」ケーススタディ集
価格：本体40,000円+税

［監修・解説］川上真史（ワトソンワイアット㈱コンサルタント）37457

DVD-R全1枚（約36分）

インストラクター用マニュアル付

●成果目標管理の導入発表
●成果目標設定〈営業編〉
●成果目標設定〈事務編〉
●成果目標設定面談〈営業編〉

●中間レビュー〈営業編〉
●成果目標評価〈営業編〉
●評価面談〈事務編〉
●評価面談〈営業編〉

社員が変わる　経営が変わる

「成果目標管理」による人事戦略
セット価格：本体50,000円+税

単品価格：本体25,000円+税

［監修・解説］川上真史（ワトソンワイアット㈱コンサルタント）37455・37456

①人事制度編「成果主義」をいかに定着させるか
②人材活用編「成果目標」で社員の実力を引き出す

DVD-R全2枚
（1枚 約30分）
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〈改訂版〉
上司のコンプライアンス

違反をしない姿勢・させない責任 

●
経
営
課
題
・
Ｃ
Ｓ

●
営　
　

業

［監修］田中宏司（BERC理事･首席研究員、東京交通短期大学学長）

［企画協力］経営倫理実践研究センター  私たちのコンプライアンス 
今、求められる一人ひとりの責任ある行動

価格：本体45,000円+税

37747

DVD-R全1枚（約75分）

活用の手引き付

●職場において
●お客様・消費者に対して
●取引先に対して
●社会に対して
◎まとめ　コンプライアンスの基本と実践

［監修］田中宏司（BERC理事・首席研究員）

［企画協力］一般社団法人 経営倫理実践研究センター（BERC）  

価格：本体45,000円+税DVD-R全1枚（本編約65分・クイズコーナー約40分）

活用の手引き付

●会社の経営理念を理解していない
●上司の指示がおかしいと感じたら
●なぜお客様の声が大切か
●取引関係を利用して無理なお願い

をした　ほか

〈クイズコーナー〉
Ｑ お客さまからのクレームに個人的

に対応した
Ｑ 取引先からの情報を上司に伝え

なかった　ほか

私たちのコンプライアンスⅡ  
考えよう！ あなたの行動、あなたの発言

37790

「顧客の心をとらえる営業」実践心得
こうすれば顧客から歓迎される

セット価格：本体70,000円+税
単品価格：本体35,000円+税

［監修］加藤和昭（㈱アドバンスマネジメント代表取締役）37363・37364

①なぜ成績が上がらないのか？
②顧客の心をいかにとらえるか 

DVD-R全2枚
（1枚 約30分）

部下の成果がグングン上がる

実践！セールス・コーチング
セット価格：本体70,000円+税

単品価格：本体35,000円+税

［監修］HRインスティテュート 37481・37482

①セールス・コーチングの基本と考え方　

②実践的セールス・コーチングの進め方

DVD-R全2枚
（1枚 約40分）

［監修］田中宏司（BERC理事・首席研究員）

［企画協力］一般社団法人 経営倫理実践研究センター（BERC）  

価格：本体45,000円+税DVD-R全1枚（約90分）

活用の手引き付

〈改訂版〉
私たちのコンプライアンスⅢ  

「知らない」ではすまされない！ 社会人の責任

39568

●「会社のため」ってどういう意味？
●社員の権利って？
●ハラスメントってどういう意味？
●求められるうつ病への理解
●いろいろな働き方がある

●メールを間違って送ってしまった！
●SNSが原因でトラブルに…
●個人の判断でクレームに対応した
●法律違反に巻き込まれそうに…

あなたが守る！

製造現場のコンプライアンス
モノづくりの基本はルール・マナーの徹底から 

価格：本体50,000円+税

37769

DVD-R全1枚（約50分）

活用の手引き付

［監修］田中宏司（経営倫理実践研究センター首席研究員・理事）

［企画協力］経営倫理実践研究センター  
◎コンプライアンスの考え方
①法令なんて自分たちには関係ない？
②産業ゴミの試作品を持ち帰った
③自転車通勤で定期代を浮かせた
④5Sなんて面倒だ

⑤“労災かくし”を指示された
⑥上司があいさつを返してくれない
⑦倫理ヘルプラインにセクハラの訴えが？！
⑧工場も従業員も地域の一員

価格：本体60,000円+税

39571

DVD全1枚（約71分）

活用の手引き付

［監修］鈴木瑞穂（コンサルタント、インストラクター）

［企画協力］株式会社プロネクサス

中国語・日本語　二ヶ国語対応

コンプライアンスの基本と実践
価格：本体100,000円+税

37776

●職場において　　　●お客様・消費者に対して
●取引先に対して　　●社会に対して
◎まとめ　コンプライアンスの基本と実践DVD-R全1枚

（約75分）

［監修］田中宏司（BERC理事･首席研究員）

［企画協力］一般社団法人経営倫理実践研究センター
［中国語版制作協力］上海マイツ有限公司

●コンプライアンスとどう向き合うか
●ケーススタディ 上司が違反を犯す場合
●ケーススタディ 部下が違反を犯す場合



トラブル回避のための
人事労務知識シリーズ

DVD-R全10枚
（1枚 27〜44分）

39538〜39547 ［監修］ヒューマンテック経営研究所　［解説］藤原久嗣

セット価格：本体180,000円+税
単品価格：本体18,000円+税

◎導入編　　　①なぜ、今、リスクマネジメントが求められるのか？
◎就業管理編　②「労働時間」に関するケーススタディ

③「休日・休暇」に関するケーススタディ
④「残業削減対策」のケーススタディ  

◎雇用管理編　⑤「パート・契約社員」に関するケーススタディ
⑥「服務規律・懲戒」に関するケーススタディ
⑦「退職・解雇」に関するケーススタディ

◎危機管理編　⑧「セクハラ」に関するケーススタディ
⑨「個人情報」等に関するケーススタディ
⑩「メンタルヘルス」に関するケーススタディ

※貴社の実状に合わせ
て、教育テーマを選
択できます。自由に
組み合わせてご活用
ください。

　※本DVDは『トラブル
回避のための法律
知 識 シ リ ーズ 』

（2006年 発 刊 ／
2008年改訂）の内
容を改訂・改題した
ものです。

PHPビジネス講義
DVDシリーズ

DVD-R全9枚 （1枚 44〜92分） 

37852〜37856・37858〜37861

セット価格：本体90,000円+税
単品価格：本体10,000円+税

①リーダーのための　部下の心を動かすコミュニケーション
［講師］本田賢広（㈱セブンフォールド・ブリス代表取締役）

②高額商品が売れる　お客様の心を動かすセールス講座
［講師］本田賢広（㈱セブンフォールド・ブリス代表取締役）

③職場のメンタルヘルス対策
［講師］山本晴義（横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長）

④自分の意見・提案を通すためのプレゼンテーションスキル講座
［講師］潮田 、滋彦（PHPゼミナール講師）

⑤固いアタマを解きほぐすビジネス発想力講座
［講師］潮田 、滋彦（PHPゼミナール講師）

⑥営業成果を劇的に上げるタイムマネジメント成功術
［講師］葉田　勉（ビジョナリーソリューションズ代表）

⑦実践モチベーション・マネジメント
［講師］佐久間俊和（東京未来大学モチベーション行動科学部教授）

⑧中間管理職が知っておきたい　大企業病の問題と治し方
［講師］海老一宏（人材紹介コンサルタント／アクティベイト㈱代表取締役社長）

⑨経営幹部として期待されていること
［講師］鋳方貞了（㈲アクティブ経営研究所代表取締役所長）

※本DVD-Rは、同名のｅラーニング講座の動画部分をDVD化したものです。

●
経
営
課
題
・
Ｃ
Ｓ

①［監修］浜辺陽一郎（弁護士）

②［監修］一般社団法人日本品質保証機構（JQA）
③［編］PHP研究所〈改訂版〉早わかりシリーズ

危機管理編
セット価格：本体42,857円+税

単品価格：本体15,000円+税

37778〜37780

DVD-R全3枚
（1枚 約14〜23分）

①これだけは知っておきたい「コンプライアンス」
②これだけは知っておきたい「情報セキュリティ」
③これだけは知っておきたい「セクシュアルハラスメント」
※このDVD-Rは2004年発刊の内容に修正・改訂を加えたものです。

早わかりシリーズ
新・危機管理編

セット価格：本体80,000円+税
単品価格：本体28,000円+税

DVD-R全3枚
（1枚 約19〜23分）

①これだけは知っておきたい「私たちの地震対策」
②これだけは知っておきたい「パワーハラスメント」
③これだけは知っておきたい「ソーシャルメディアのリスク」

①［監修］東京海上日動リスクコンサルティング㈱
②［監修］水谷英夫（弁護士）

③［監修］田淵義朗（ソーシャルメディアリスク研究所代表）

①［監修］相澤英孝（一橋大学教授）
②［監修］木目田 裕（弁護士）　［企画協力］廣瀬　香（弁護士）
③［監修］木目田 裕（弁護士）　［企画協力］沼田知之（弁護士）
④［監修］木目田 裕（弁護士）　［企画協力］美崎貴子（弁護士）

早わかりシリーズ
企業コンプライアンス編

セット価格：本体106,667円+税
単品価格：本体28,000円+税

37791・39569・37793

DVD-R全4枚（1枚 約19〜23分）

活用の手引き付

①これだけは知っておきたい「知的財産法」
②これだけは知っておきたい「インサイダー取引」
③これだけは知っておきたい「独占禁止法」
④これだけは知っておきたい「下請法」

田坂広志「経営」を語る

企業倫理を考える
「よい会社」の条件とは

セット価格：本体74,000円+税
単品価格：本体37,000円+税

［監修・解説］田坂広志（シンクタンク・ソフィアバンク代表）37494・37495

①仕事の目的を考える
②企業の役割を考える

DVD-R全2枚
（1枚 約35分）

今求められる 

実践！コンプライアンス経営
セット価格：本体60,000円+税

単品価格：本体30,000円+税

［監修・解説］田中宏司（立教大学大学院経済学研究科教授）37496・37497

①コンプライアンス経営のポイント
   〜企業の経営革新に向けて〜　
②責任者のためのコンプライアンス
   〜いかに実践するか〜DVD-R全2枚

（1枚 約25〜34分）
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37804〜37807
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〈改訂版〉
上司のハラスメント

グレーゾーンをなくそう！

39567

価格：本体60,000円+税DVD-R全1枚（約72分）

活用の手引き付

●ハラスメントとは何か
●ハラスメントのグレーゾーン
●グレーゾーンケース セクハラ
●グレーゾーンケース パワハラ

［監修］社会保険労務士法人 トムズコンサルタント
河西知一（特定社会保険労務士）・小宮弘子（特定社会保険労務士）

［企画協力］㈱プロネクサス

〈ケースで学ぶ〉 

マタニティ・ハラスメント
働きやすい職場づくりのために

39517

価格：本体54,000円+税DVD全1枚（約40分）

活用の手引き付

●マタニティ・ハラスメントとは
●ケーススタディ1　明らかなハラスメント
●ケーススタディ2　ハラスメントの境界線を理解する

［監修］野口＆パートナーズ法律事務所
野口 大（弁護士）／大浦綾子（弁護士）

［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）

［監修］窪木登志子（弁護士）

［企画協力］メディアグルーヴ㈱

①なぜ大切？ 情報セキュリティ
②どこまで知ってる？ 情報セキュリティ セルフチェック
③取り扱い注意! 情報資産
④守ろう! 情報セキュリティのルール

全従業員教育用　あなたが防ぐ！

「情報漏えい」
価格：本体35,000円+税DVD-R全1枚

（約36分）

37327

［監修］山本信夫（エスコンサルティング代表）

［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）
［撮影協力］日栄化工㈱

ケースで学ぶ

人事考課の基本と実践
価格：本体88,000円+税

37740

DVD全1枚（約119分）

考課シート付

●PART1／［ドラマ］人事考課とは
●PART2 ／営業 田中課長の場合［課題ドラマ］［解答・解説］
●PART3 ／経理 山田課長の場合［課題ドラマ］［解答・解説］
●PART4 ／製造 本田課長の場合［課題ドラマ］［解答・解説］

39525

価格：本体60,000円+税DVD全1枚（約88分）

活用の手引き付

●Part1／ハラスメントのグレーゾーン
●Part2／ケーススタディ:パワハラ
●Part3／ケーススタディ:セクハラ
●Part4／ケーススタディ:マタハラ

［監修］社会保険労務士法人 トムズコンサルタント
河西知一（特定社会保険労務士）・小宮弘子（特定社会保険労務士）

［企画協力］㈱プロネクサス
〈改訂版〉ケースで学ぶ

上司のハラスメント2
グレーゾーン対応のポイント

39570

●なぜ、セクハラがなくならないのか
●セクハラ　ケーススタディ

・飲み会の席での冗談が…
・セクハラの相談を受けたが…　ほか

［監修］野口＆パートナーズ法律事務所
野口 大（弁護士）／大浦綾子（弁護士）

［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）

〈ケースで学ぶ〉 

セクシュアル・ハラスメント
お互いを思いやる職場づくりのために

価格：本体54,000円+税DVD全1枚（約50分）

活用の手引き付

39528

39525

価格：本体70,000円+税DVD全1枚（本編約70分・番外編約20分）

活用の手引き・書籍『上司のハラスメント』10冊付

〈2017年度 新刊〉

●〈パワハラ〉私は正当に評価されていない？！
●〈パワハラ〉“仕事の時間”に無頓着
●〈パワハラ〉協力会社との付き合い方
●〈パワハラ〉上司には“厳しく”してもいい？

●〈セクハラ〉取引先との関係に悩んだら…
●〈セクハラ〉相談を受けたが…
●〈マタハラ〉気遣いとマタハラの境界線
●番外編：ハラスメントの基礎知識

［監修］社会保険労務士法人 トムズコンサルタント
河西知一（特定社会保険労務士）・小宮弘子（特定社会保険労務士）

［企画協力］㈱プロネクサス上司のハラスメント3
A0416〈2020年度 新刊〉

ケースで学ぶ

実践！考課者訓練
部下の適切な育成・処遇のために

［監修］清水　勤（職業能力開発総合大学校教授）37394〜37397

セット価格：本体105,000円＋税
Disc1 本体15,000円＋税 

Disc2 本体45,000円＋税
Disc3 本体30,000円＋税
Disc4 本体15,000円＋税

DVD-R全4枚（1枚 約15〜55分）

インストラクター用マニュアル付

①STEP1［開講にあたって］考課者訓練の意義と目的
②STEP2［ケースドラマ編］事務・営業・技術職の場合
③STEP3［ポイント解説編］考課のルールと留意点
④STEP4［修了にあたって］考課者の心得・管理者の使命

※内容は変更になる場合がございます。



［監修・出演］林田正光（㈱HAYASHIDA-CS総研元代表取締役 CS・ホスピタリティ総合プロデューサー）

［企画協力・出演］柿原まゆみ（㈱HAYASHIDA-CS総研副社長兼チーフCSトレーナー）
トレーニング・シリーズ　お客さまをファンにする

ホスピタリティ・マインド
［実践3］心くばりで感動を共有しよう

価格：本体50,000円+税

37716

DVD-R全1枚（約71分）

活用の手引き付

①監修者からのメッセージ
②ロイヤルカスタマーをつくる
③NOと言わないサービス
④感動を与える
⑤フォローアップ

⑥風土づくり
⑦小さな気づきが生んだ大きな感動
⑧監修者への質問

［監修・出演］林田正光（㈱HAYASHIDA-CS総研元代表取締役 CS・ホスピタリティ総合プロデューサー）

［企画協力・出演］柿原まゆみ（㈱HAYASHIDA-CS総研副社長兼チーフCSトレーナー）
トレーニング・シリーズ　お客さまをファンにする

ホスピタリティ・マインド
［実践1］品格あるマナーで好感度アップ

価格：本体50,000円+税

37712

DVD-R全1枚（約68分）

活用の手引き付

①身だしなみ
②表情
③立ち居振舞い
④言葉づかいと声の出し方
⑤挨拶

⑥名前を添える
⑦アイコンタクト
⑧電話応対
⑨ケーススタディ

［監修・出演］林田正光（㈱HAYASHIDA-CS総研元代表取締役 CS・ホスピタリティ総合プロデューサー）

［企画協力・出演］柿原まゆみ（㈱HAYASHIDA-CS総研副社長兼チーフCSトレーナー）
トレーニング・シリーズ　お客さまをファンにする

ホスピタリティ・マインド
［実践2］気くばりで顧客満足度アップ

価格：本体50,000円+税

37715

DVD-R全1枚（約65分）

活用の手引き付

①監修者からのメッセージ
②ファンをつくる
③ほめ上手になる
④聞き上手になる
⑤会話上手になる

⑥察する力を身につける
⑦お迎え・お見送り
⑧ケーススタディ

ネッツトヨタ南国　成長が実感できるES

輝く笑顔が感動のサービスを生む！
価格：本体15,000円+税

［撮影協力］ネッツトヨタ南国㈱37648

［本篇］約32分
●企業とは社員が幸せになるところ
●働きがいを得る「善循環」の考え方
●技術のサービススタッフも営業職　ほか

［横田英毅会長インタビュー］約27分
DVD-R全1枚

（約59分）

●
経
営
課
題
・
Ｃ
Ｓ

感動なくして販売なし

本気のCSはここまでやる！
ホンダクリオ新神奈川

価格：本体12,000円+税

［監修・解説］塚本晴樹（プランズマーケティング研究所代表）37372

●狭い敷地でも顧客満足が得られる〜茅ヶ崎店の工夫・実践〜
●「普通」と書かれたアンケートは「大問題」と捉え即座に対応する
●お茶出し時に来場者数のチェック
●情報の共有化で全員が協力して販売
●整理・整頓・清潔で新築同様の美しさを保つ
●「ショールームはリビング」がコンセプト　ほか

DVD-R全1枚（約40分）

アクションプランシート付

ホンダカーズ中央神奈川

すべては1枚のアンケートから
「たいへん満足」を生むサービス哲学とは

価格：本体20,000円+税

［撮影協力］㈱ホンダカーズ中央神奈川37771

●すべてはアンケートから
●お客様の声を活かす現場の力
●真の顧客中心主義とはDVD-R全1枚

（約45分）

新型インフルエンザ対策
私たちがしなければならないこと

価格：本体10,000円+税DVD-R全1枚
（約45分）

37722 ［監修］東京海上日動リスクコンサルティング㈱ ERM事業部

●新型インフルエンザの脅威
●企業での対策
●家族でできる予防対策
●特典映像

成功する採用面接
「即戦力」を見出すコンピテンシー・インタビュー

セット価格：本体70,000円+税
単品価格：本体35,000円+税

［監修・解説］川上真史（ワトソンワイアット㈱　コンサルタント）37488・37489

①面接官の基本と心得 
②面接での質問の仕方 

DVD-R全2枚
（1枚 約30分）
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サービスの原点！

「ホスピタリティ」
お客さまと感動を共有する

価格：本体60,000円+税

［監修・解説］力石寛夫（トーマスアンドチカライシ㈱代表取締役）37241

①なぜ今、ホスピタリティなのか
②ホスピタリティの重要性
③サービス産業から感動共有業へ

DVD-R全1枚（約83分）

活用の手引き付

全従業員で考える

［ケーススタディ］お客様大事の原点
仕事と組織を見つめ直す12のヒント

価格：本体60,000円+税

37220

DVD全1枚（約120分）

活用の手引き付

［監修・解説］大久保寛司（人と経営研究所所長）

●「お客様第一」はホンネか？ タテマエか？
●お客様に責任を果たすのは誰か？
●誰のためのルール・規則か？
●お客様の要望・期待を正確に把握しているか？
●ビジネスパートナーとの協力関係はどうあるべきか？
●お客様の声を商品・サービスに反映しているか？　ほか

お客さまの心をつかむ

実践！ホスピタリティ
気づく・考える・行動する

価格：本体50,000円+税

37323

DVD-R全1枚（約65分）

活用の手引き付

［監修・解説］力石寛夫（トーマスアンドチカライシ㈱代表取締役）

［企画協力］石井孝司（チカライシアンドカンパニー㈱アソシエイト）

①「気づきメモ」で職場が活性化 〜㈱JOMOネット東東京〜

②「SMILE ＆SEXY」で自分物語をつくろう 〜㈱物語コーポレーション〜

③「心あたたか明光義塾」の実践 〜㈱明光ネットワークジャパン〜

15

シンケンスタイル
価値観の共有から始める住まいづくり

これからの工務店はどうあるべきか

価格：本体35,000円+税

37749

DVD全1枚
（約53分）

［撮影協力］㈱シンケン

①シンケンの住まいづくりと哲学
②価値観を共有できるファンづくりとは？ 
③社員のモチベーションはなぜ高いのか？ 

新和建設 最強のCS施工集団
妥協なき姿勢がお客様に満足と感動を与える

価格：本体35,000円+税

［撮影協力］㈱新和建設37762

●プロローグ
●「ふるさと」づくりは話し合いから
●「現場が商品」の思いで
●引渡し後の付き合いが感動になる
●CSを生み出すESとは
●エピローグ

DVD-R全1枚
（約60分）

地域密着・高シェア戦略！ オガワホーム

「信頼づくりは現場にあり」
価格：本体35,000円+税

［監修・解説］三島俊介（㈱ハウジングエージェンシー代表取締役）37483

●なぜ家づくりを諦めていた人がお客様になっているのか？
●なぜ女性の営業社員が成果を上げているのか？
●なぜ狭いエリアで注文住宅を年間100棟も受注できるのか？DVD-R全1枚

（約38分）

お客様が営業マン！ 夢ハウス

「本物で安い」木造住宅で急成長
価格：本体35,000円+税

［監修・解説］三島俊介（㈱ハウジングエージェンシー代表取締役）37484

●「本物」の木の家を低価格で安心価格表示
●山林の育成・伐採から製材・施工・アフターメンテナンス
　までの夢ハウス一貫システム
●夢ハウスの思いをお客様に体感してもらう「夢山荘」
●伝統技術（和風建築）のマニュアル化の徹底DVD-R全1枚

（約35分）

逆転の発想で成長

平成建設
躍進の秘訣を探る

価格：本体35,000円+税

37696

DVD-R全1枚
（約30分）

［監修・解説］三島俊介（㈱ハウジングエージェンシー代表取締役）

●内製化で信頼とビジネスチャンスが生まれる
●大工・工務もパソコンを駆使する先進的IT化集団
●コンサルティング営業に徹した“創注営業”
●社員の能力開発を促すユニーク人事制度
●「逆転の発想」だから成功している　〜秋元久雄社長



こうすればできる

5S徹底のノウハウ
セット価格：本体264,000円+税

単品価格：本体33,000円+税

［監修］西上幸明（㈳日本プラントメンテナンス協会　TPM総合研究所TPMコンサルタント）
           杉浦邦吉（同コンサルタント）・宮井　章（同コンサルタント）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会

37512〜37519

①5Sの徹底で革命を起こそう！
②〈整理〉の徹底 〜層別管理と不要品除去

③〈清掃〉の徹底 〜発生源対策と清掃点検

④〈整頓〉の徹底 〜機能的保管と「探す」の排除

⑤〈清潔〉の徹底 〜目で見る管理と5S標準化

⑥〈躾〉の徹底 〜規律ある職場づくり

⑦〈事務の5S〉の徹底　
     〜付加価値を生む事務工場づくり

⑧〈安全の5S〉の徹底　
    〜非定常作業・やりにくさの追放DVD-R全8枚

（1枚 約27分）

実践5S

「目で見る管理」の進め方
セット価格：本体132,000円+税

単品価格：本体22,000円+税

37506〜37511

DVD-R全6枚
（1枚 約15分）

①「目で見る管理」の基本

②目で見る『現品管理』

③目で見る『作業管理』

④目で見る『設備管理』

⑤目で見る『品質管理』

⑥目で見る『安全管理』

［監修］長田　貴（生産保全技術研究所所長）
　　　中西勝義（生産保全技術研究所経営コンサルタント）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会

［監修］高原昭男（ベーシック・マネジメント研究所所長）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会変化に対応 5S再挑戦！
〜5Sのさらなるレベルアップを目指して〜

37347〜37349

①［意識変革編］職場の5Sレベルをチェック！
②［再構築編］5Sのあるべき姿と実践ポイント
③［定着発展編］5Sを進化させる仕組とノウハウセット価格：本体99,000円+税

単品価格：本体33,000円+税
DVD-R全3枚

（1枚 約25分）

5S実践のポイント
〜意識が変われば工場も変わる〜

セット価格：本体132,000円+税
単品価格：本体22,000円+税

37500〜37505

DVD-R全6枚
（1枚 約15分）

①〈成果が上がる〉5Sの進め方
②Seiri〈整理〉不要品はこうしてなくそう
③Seiton〈整頓〉探すムダを一掃しよう
④Seiso〈清掃〉ゴミなし、汚れなしの職場を創ろう
⑤Seiketsu〈清潔〉衛生的な美しい環境を維持しよう
⑥Shitsuke〈躾〉決められたことをきちんと守ろう

［監修］長田　貴（生産保全技術研究所所長）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会

日本語・英語・中国語・ポルトガル語で視聴できる

事例で学ぶこれが5Sだ！
37268 ［監修］長田 貴（生産保全技術研究所所長）中西勝義（生産保全技術研究所副所長）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会・㈱JIPMソリューション
●Seiri 整理　不要品はこうしてなくそう
●Seiton 整頓　探すムダを一掃しよう
●Seiso 清掃　ゴミなし汚れなしの職場を創ろう
●Seiketsu 清潔　衛生的な美しい環境を維持しよう
●Shitsuke 躾　決められたことをきちんと守ろう
●事務の5S　ほか
※このDVDは、既刊のビデオ作品『5S実践のポイント』（全6巻）の内容に新たな内容「事務の
   5S」を加えて再編集したものです。

価格：本体100,000円+税DVD-R全1枚
（約94分）

●
販
売
・
サ
ー
ビ
ス

●
Ｔ
Ｐ
Ｍ

日本語・英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語で視聴できる

成果が出る「5Ｓ」の考え方・進め方
テーマをもって実践しよう

価格：本体120,000円+税

37686

DVD-R全1枚
（約60分）

［監修］長田 貴（生産保全技術研究所所長）土屋正司（生産保全技術研究所副所長）

●5Sとは〜『モノづくり』の基本活動
●5S活動の取り組み事例〜エスティケイテクノロジー株式会社・戎堂工場の場合
●床・通路にこだわった物流5S
●必要なモノがすばやく取れる手元化5S
●品質をよくする5S
●効率化とミス防止をねらったモノの管理の5S
●トラブルをなくす設備5S

［監修］㈱JIPMソリューション
［取材協力］㈲岩瀬合成／ダイニチ工業㈱／パナソニックエコソリューションズ朝日㈱

●なぜ５Ｓが大切なのか
●［整理］—着眼点とポイント—

●［整頓］—着眼点とポイント—

●［清掃］—着眼点とポイント—

●［清潔］—着眼点とポイント—

●［しつけ］—着眼点とポイント—

基本を徹底する 5Sの鉄則
〜着眼点と取り組み方〜

価格：本体90,000円+税

37797

DVD-R全1枚（約57分）

活用の手引き付 ※日本語・英語・中国語の字幕／音声切り替えに対応

地場の強みを活かす！  アンシン建設工業

驚異的〈シェアと集客力〉の秘密に迫る！！
価格：本体25,000円+税

［編］PHP研究所37485

●「新築完成見学会」に100〜120組の来場者！〜集客の工夫
●半径3km圏内にこだわった戸建てビジネス
●同じ町内で25％のシェア
●仕事は隣にある
●ポスティングは必ず手渡しで
●近隣対応、ここまですれば仕事は来る！　ほか

DVD-R全1枚
（約34分）
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設備に強いオペレーターをめざす

やさしいメンテナンス教室
セット価格：本体90,000円+税

単品価格：本体30,000円+税

［監修］麻生正充（㈳日本プラントメンテナンス協会　TPM総合研究所チーフインストラクター）37523〜37525

①オペレーターのための　メンテナンス基本心得
②［モーター］清掃点検のポイント
③［ポンプ］清掃点検のポイントDVD-R全3枚

（1枚 約25分）

早く・正しく・楽に・安く

事務間接部門の5S
セット価格：本体99,000円+税

単品価格：本体33,000円+税

［総監修］鈴木徳太郎（㈳日本プラントメンテナンス協会専務理事　TPM総合研究所所長）
［監修］原田　誠（㈳日本プラントメンテナンス協会　TPM総合研究所TPMコンサルタント）
［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会

37520〜37522

①5Sで事務能率を上げよう
②ソフトの5S 〜ファイル・事務処理・応接を変える〜

③ハードの5S 〜用具・用品・環境を変える〜DVD-R全3枚
（1枚 約20分）
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経営品質の全社的革新手法！

「シックスシグマ｣導入・実践のポイント
〜TQC、TQMからの出発〜

セット価格：本体74,000円+税
単品価格：本体37,000円+税

［監修］㈱NEC総研 ［解説］青木保彦37558・37559

①導入編 早わかり！ シックスシグマ
②実践編 シックスシグマの具体的手法

DVD-R全2枚
（1枚 約30分）

［監修］山田日登志（PEC産業教育センター所長）

［撮影協力］スタンレー電気㈱・三吉工業㈱ 生産革新への挑戦！

［セル生産］実現のポイント
セット価格：本体80,000円+税

単品価格：本体40,000円+税

37556・37557

①“ヒト中心”への意識改革 
②ムダ排除の着眼点と実践 

DVD-R全2枚
（1枚 約25分）

誰にでもできる！

改善KAIZEN道場
セット価格：本体90,000円+税

単品価格：本体30,000円+税

［監修］日本HR協会 ［取材協力］アサヒビール㈱・㈱マンダム37538〜37540

①着眼！ 仕事のあるところ改善あり
②着想！ 思いこみこそ改善の壁
③着手！ 実行こそが改善のすべてDVD-R全3枚

（1枚 約20分）

［製造社員必修］誰でもできる

改善の基本テクニック
セット価格：本体198,000円+税

単品価格：本体33,000円+税

［監修］平居義徳（日本能率協会コンサルティング 生産革新技術部長）37541〜37546

①こうすれば改善テーマが見えてくる
②見直しをしよう 人手作業の改善
③効率を上げよう 機械加工の改善
④短縮化を図ろう 生産期間の改善
⑤ロスをつかもう 標準時間による管理
⑥ロスをなくそう 作業効率の改善

DVD-R全6枚
（1枚 約25〜30分）

①大改革に成功 —なぜチャレンジ企業は成果が出たのか

②着手のポイント —「5S」と「かんばん」

③改善のポイント —「標準化」と「改善のサイクル」

［監修・解説］若松義人（カルマン㈱代表取締役社長）

［企画協力］桑原晃弥（カルマン㈱顧問）人が育つトヨタ式改善の進め方
競争力に強いモノづくりのポイント

37331〜37333

セット価格：本体90,000円+税
単品価格：本体30,000円+税

DVD-R全3枚
（1枚 約25分）

［監修･解説］村上　悟
　　　　　（ベクタ−・ストラテジーズ・ジャパン㈱代表取締役／ゴール・システム・コンサルティング㈱代表取締役）

［撮影協力］日立ツール野洲工場／セイコーエプソン半導体事業部酒田事業所わかりやすいTOC実践教室
セット価格：本体80,000円+税

単品価格：本体40,000円+税

37560・37561

①TOCの考え方と進め方 
②成功事例に学ぶTOC  DVD-R全2枚

（1枚 約30〜40分）



情報セキュリティマネジメントの基本
価格：本体40,000円+税

［監修］富士通エフ・アイ・ピー㈱37265

◎試聴対象：一般従業員
●「情報」とは何か（ISOの定義）
●続発する個人情報漏洩事件（漏洩のパターンと被害件数　ほか）
●「情報」に対する脅威（不正アクセス・盗聴・改ざん・地震　ほか）
●セキュリティの3要素（機密性・完全性・可用性）
●マネジメントシステムとPDCAサイクル　ほか

DVD-R全1枚
（約31分）

［よくわかる］

QCの基本

37562〜37566

①「品質管理」とは何か 
②チェックシートとヒストグラム 
③特性要因図とパレート図 
④散布図と層別 
⑤管理図（シューハート管理図） 

［監修］久米　均（中央大学理工学部教授）

［撮影協力］松下電器産業㈱クッキングシステム事業部

セット価格：本体140,000円+税
単品価格：本体28,000円+税

DVD-R全5枚
（1枚 約18〜30分）

〈ISOマネジメントシステム〉

内部監査のポイント
〜ISO9001/ISO14001規格理解から実践まで〜

セット価格：本体180,000円+税
単品価格 Disc1〜2：各30,000円+税、Disc3〜4：各60,000円+税

37870〜37873

DVD-R全4枚
（１枚 31〜86分）

①内部監査員が理解しておくべきISO規格のポイント
②内部監査員の役割と監査の進め方
③内部監査ケーススタディ（ISO9001）

④内部監査ケーススタディ（ISO14001および統合システム）

［監修］一般財団法人日本品質保証機構（JQA）

［解説］森廣義和　［取材協力］金剛鋲螺㈱・日昭電器㈱

日本語・英語・中国語・ポルトガル語で視聴できる

しっかり実践！事例で学ぶ安全活動
価格：本体100,000円+税

［企画協力］松下電池工業㈱　モノづくり強化センター37267

〈ヒューマンエラー編〉　　①仕事をしている場面の把握の善し悪し
　　　　　　　　　　　 ②考え方の善し悪し　ほか

〈機械・設備編〉　 　 ①機械設備の不具合
　　　　　　　　　　　 ②付帯機械設備の不具合

〈安全配慮の作業手順書を作成する〉①作業手順書の内容
　　　　　　　　　　　 ②事例研究：エアーシリンダートラブル処理　ほか 
※このDVDは、既刊のビデオ作品『事例が語る 安全活動の急所』（全6巻）の内容に
　新たな内容を加えて再編集したものです。

DVD-R全1枚
（約51分）

日本語・英語・中国語・タイ語・インドネシア語　５カ国語対応！

災害事例に学ぶ 製造現場の安全対策
価格：本体180,000円+税

39520

DVD全1枚
（各言語 約90分）

●なぜ、安全活動が大切か
●（災害事例1）設備の間欠運動中に手を……
●（災害事例2）無意識に置いていた左手に台車が……
●（災害事例3）設備が停止していると思い込んで回転体を触ったら……
●（災害事例4）回転体に作業着の袖が引っかかり……
●（災害事例5）材料の交換時にとっさに素手で……
●（災害事例6）重量物をクレーンの治具につけようとして……
●（災害事例7）フォークリフトのバック走行中に……

［企画協力］パナソニック㈱エコソリューションズ社、
パナソニック㈱オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社

●
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これだけは身につけたい

「安全の基本」講座
セット価格：本体68,000円+税

単品価格：本体34,000円+税

［監修］豊島富三郎37574・37575

①安全の基礎知識 編
②安全の基本ルール 編

DVD-R全2枚
（1枚 約40分）

これから働くみなさんへ

安全衛生の基本と心得
セット価格：本体72,000円+税

単品価格：本体24,000円+税

［監修］田辺　肇

①なぜ、安全活動なのか
②なぜ、労働衛生なのか　
③なぜ、健康づくりなのかDVD-R全3枚

（1枚 約15分）

37373〜37375

ケースで学ぶ

あなたが防ぐ労働災害（仮）
日常に潜む危険から身を守るために（仮）

予価：本体120,000円+税

対応言語：日本語、英語、中国語

①私たちの日常に潜む“危険”
②転倒のケース
③転落・墜落のケース
④スマートフォンのケース
⑤カッターのケース

DVD全1枚
活用の手引き付

〈2021年度 新刊〉

※内容は変更になる場合がございます。
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事例が語る

安全活動の急所
セット価格：本体90,000円+税

単品価格：本体15,000円+税

［企画協力］松下電池工業㈱37579〜37584

①起きるケースと起こす人
②失敗はこうすれば防げる
③職場の機械・設備に潜む災害
④小さな改善で大きな災害を防ごう
⑤災害は安全意識では防げない
⑥無災害職場をつくるための仲間づくり

DVD-R全6枚
（1枚 約10〜30分）

◎ヒューマンエラー篇

◎機械・設備篇

◎職場の人間関係篇

設備保全のための

［Ｖベルト］
ここが安全のポイント！

価格：本体28,000円+税

37587

●回転は、急には止まらない　
●回転にウェイトがかかっていないか　
●修理札DVD-R全1枚

（約15分）

［監修］麻生正充（㈳日本プラントメンテナンス協会 TPM総合研究所 チーフインストラクター）
［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会
［取材協力］カヤバ工業㈱岐阜北工場・岐阜南油機工場・岐阜南二輪工場

設備保全のための

［油圧シリンダ］
ここが安全のポイント！

価格：本体28,000円+税

37586

●油もれ・油の噴き出し　
●エア混入によるジャンピング現象　
●設備のフェールセーフとフールプルーフDVD-R全1枚

（約15分）

［監修］麻生正充（㈳日本プラントメンテナンス協会 TPM総合研究所 チーフインストラクター）
［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会
［取材協力］カヤバ工業㈱岐阜北工場・岐阜南油機工場・岐阜南二輪工場

管理・監督者の安全OJT
あなたの指導が部下を守る！

セット価格：本体90,000円+税
単品価格：本体30,000円+税

［監修］田辺　肇　［企画協力］松下電池工業㈱37588〜37590

①管理・監督者の役割と責任〜安全配慮義務とは何か〜

②［不安全行動］防止の指導心得
③［不安全状態］排除の指導心得DVD-R全3枚

（1枚 約25分）

設備保全のための

［エアシリンダ］
ここが安全のポイント！

価格：本体28,000円+税

37585

●方向制御弁のちがい　
●設備のフェールセーフとフールプルーフ　
●非定常作業時の注意事項DVD-R全1枚

（約15分）

［監修］麻生正充（㈳日本プラントメンテナンス協会 TPM総合研究所 チーフインストラクター）
［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会
［取材協力］カヤバ工業㈱岐阜北工場・岐阜南油機工場・岐阜南二輪工場

［クイズで高めよう安全意識］

製造現場の“不安全”を探せ！
セット価格：本体74,000円+税

単品価格：本体37,000円+税

［企画協力］松下電池工業㈱37376・37377

①安全QUIZ どこが不安全状態？　
②安全QUIZ どれが不安全行動？

DVD-R全2枚
（1枚 約25分）
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職場のメンタルヘルスを考える

心身症
—心と体のケア—

価格：本体35,000円+税

［監修・解説］桂　戴作（医学博士　LCCストレス医学研究所所長）37593

●心身症とは何か？
●消化器系の心身症の事例
●心身症の原因と症状　 ほか

DVD-R全1枚
（約34分）

メンタルヘルス・ケア実践のための

職場のストレスマネジメント
セット価格：本体70,000円+税

単品価格：本体35,000円+税

［監修・解説］川上憲人（医学博士　東京大学大学院教授）37334・37335

①管理監督者の役割 
②部下の心をひらく相談対応のノウハウ 

DVD-R全2枚
（1枚 約25分）

ストレス時代を生き抜くために

〈改訂版〉働く人のメンタルヘルス
セット価格：本体50,000円+税

単品価格：本体25,000円+税

［監修・解説］山本晴義（横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長）37781・37782

①ストレスを正しく理解しよう　
②ストレスの予防と解消法

※このDVD-Rは2000年発刊の内容に修正・改訂を加えたものです。
DVD-R全2枚

（1枚 約18〜24分）

①「うつ」のサイン
②うつ病を理解する
③部下の「うつ症状」
④治療に向けて
⑤復職した部下への対応

［監修・解説］大野　裕（慶應義塾大学教授　医学博士）

［企画協力］ウェルリンク㈱／小西喜朗／小山美和職場のメンタルヘルスケア

部下の「うつ」上司にできること
早期発見から復職支援まで

価格：本体40,000円+税

37320

DVD-R全1枚
（約35分）

メンタルヘルス
職場を元気にするコミュニケーション

価格：本体60,000円+税

［監修］蝦名玲子（健康社会学者・博士〈保健学〉／ヘルスコミュニケーションスペシャリスト）37775

①困難を乗り越えるSOC
②SOCを高めるコミュニケーション
③元気で働きやすい職場づくり
＊PART1は、管理職以外の社員の皆様にもご覧いただける内容になっています。

DVD-R全1枚（約57分）

活用の手引き・SOC自己診断付

職場のパフォーマンスを高める

「メンタルヘルスケア」実践のポイント
価格：本体45,000円+税

37709

DVD-R全1枚（約58分）

小冊子付

①メンタルヘルスの必要性と基本的な考え方
②職場のコミュニケーションと部下のコンディション
③不調者の早期発見・早期対応
④不調者の休職中・職場復帰への対応
⑤管理監督者のセルフケア

［監修］野原蓉子（日本産業カウンセリングセンター理事長　臨床心理士）

　　　加藤貴之（㈱メンティグループ代表取締役　コンサルタント）

DVD-R全2枚（１枚 28〜29分）

活用の手引き付

①チェックしよう！ あなたのストレス〜心とからだのセルフケア〜
・セルフケア自己チェックのための3項目　・セルフケア自己チェックのポイント

②チェックしよう！ ラインによるケア〜見逃すな！ 部下のイエローサイン〜
（1）職場環境の把握と改善　（2）不調者の早期発見と処置
・部下のメンタルヘルスチェックのポイント

［監修・解説］山本晴義（横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長・医学博士）

［企画協力］小西喜朗（ウェルリンクメンタルヘルス研究所所長）
ストレスチェック制度対応

［改訂版］セルフケアからはじめる
メンタルヘルス・マネジメント

セット価格：本体70,000円+税
単品価格：本体35,000円+税

39507・39508

職場のメンタルヘルスを考える

テクノストレス
—その対応と予防法—

価格：本体35,000円+税

［監修・解説］関谷　透（医学博士　初台関谷精神科クリニック院長）37594

●テクノストレスとは？
●テクノストレスの原因と症状
●テクノストレスへのケアと予防　ほか

DVD-R全1枚
（約28分）
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働く人のための健康

生活習慣病
セット価格：本体90,000円+税

単品価格：本体30,000円+税

［監修・解説］池田義雄（日本生活習慣病予防協会理事長）37336〜37338

①働く人のための健康 予防ができる！生活習慣病
②働く人のための健康 食事で改善！生活習慣病
③働く人のための健康 運動で防ごう！生活習慣病DVD-R全3枚

（1枚 約17分）

運動不足解消
手軽にできる体力アップ法

価格：本体25,000円+税

［監修］琉子友男（東京都立大学院助教授　医学博士）37592

●運動不足が引き起こす多くの病気
●ウォーキングをしよう 〜効用とその方法〜
●その他の体力アップ法
●運動前に体調チェック 〜チェックリスト〜DVD-R全1枚

（約10分）

タバコと健康
煙の害は周囲にも！

価格：本体25,000円+税

［監修］藤本エドワード（東京衛生病院健康教育部長）37371

●認識不足は命を奪う
●タバコの害 〜身体を蝕むタバコの煙〜
●タバコはやめられないのか 〜断煙と健康〜

●禁煙さもなくば分煙DVD-R全1枚
（約10分）

VDT症候群の予防と対策
〜職場のパソコン・VDT作業における健康管理〜

価格：本体40,000円+税

［監修］宮尾　克（医学博士　名古屋大学教授）37378

①VDT症候群の原因と症状 
②VDT症候群の予防
③VDT作業における健康管理DVD-R全1枚

（約29分）

メタボリックシンドローム
あなたは大丈夫？！

価格：本体40,000円+税

37304

DVD-R全1枚
（約30分）

●メタボリックシンドロームとは？
メタボリックシンドロームとは／内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満／メタボ
リックシンドロームの診断基準

●メタボリックシンドロームの予防
予防のポイント／生活習慣のチェック／減量目標の設定　ほか

［監修・解説］松澤佑次（㈶住友病院院長）

［企画協力］田中喜代次（筑波大学大学院教授） 福永恵子（㈶住友病院管理栄養士）



食品衛生
みんなで実践！安全対策

価格：本体60,000円+税

［監修］春田正行（㈱消費経済研究所フーズ事業推進部担当部長）37228

①安全対策の基本
②夏季に注意すべき安全対策
③繁忙期に注意すべき安全対策  

DVD-R全1枚
（約50分）

励行しよう！

食品衛生のルール
価格：本体24,000円+税

［監修］日佐和夫37595

●食中毒を予防しよう
●微生物をつけない！（汚染防止）

●微生物を増やさない！（増殖防止）

●微生物を殺す！（消毒、殺菌）DVD-R全1枚
（約20分）

チェックしよう！

衛生管理の急所
価格：本体24,000円+税

［監修］日佐和夫37596

●清掃、洗浄の急所
●作業手順を標準化しよう

DVD-R全1枚
（約20分）

手洗いから健康管理まで！

毎日の個人衛生
価格：本体28,000円+税

37820

DVD-R全1枚（約21分）

活用の手引き付

［監修］加藤光夫（㈱フーズデザイン代表取締役）

［撮影協力］豊橋市教育委員会／東海食膳協業組合／㈱米澤佐藤畜産
●クレームとは何か
●毛髪と食中毒
●毎日行なう個人衛生

みんなで守る安全・安心

衛生管理の手順とルール
価格：本体28,000円+税

37822

DVD-R全1枚（約16分）

活用の手引き付

［監修］加藤光夫（㈱フーズデザイン代表取締役）

［撮影協力］豊橋市教育委員会／東海食膳協業組合／㈱米澤佐藤畜産
●HACCPとは何か
●記録の重要性
●食品衛生のピラミッド

もう一度、見直そう！

清掃・洗浄・殺菌の大切さ
価格：本体28,000円+税

37821

DVD全1枚（約19分）

活用の手引き付

［監修］加藤光夫（㈱フーズデザイン代表取締役）

［撮影協力］豊橋市教育委員会／東海食膳協業組合／㈱米澤佐藤畜産
●搬入物の管理・保管のルール
●清掃・洗浄・殺菌の方法
●食品衛生の7S

［監修］森　功（食品ガードシステム研究所所長）

［撮影協力］伊丹かねてつ㈱・㈱古市庵・㈱ティエフケー管理・監督者のための

衛生指導の基本と心得
セット価格：本体48,000円+税

単品価格：本体24,000円+税

①衛生面をチェックする！ 管理・監督者の役割　
②作業手順を守らせる！ 衛生指導の実践ポイント

DVD-R全2枚
（1枚 約15分）

37603・37604

●
食
品
衛
生

［監修］小林一寛（医学博士）
［撮影協力］丸大食品㈱ 北海道工場手抜き・うっかりは許されない！

食品衛生の3原則 
価格：本体45,000円+税

37738

●食品衛生の3原則　基本
●体に菌はいっぱいあるの？
●なぜ手洗いに時間をかけるの？
●なぜ食材を一定以上の高さに置くの？  ほかDVD全1枚

（約34分）

22



●
食
品
衛
生
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食品衛生法から学ぶ

食品衛生 基礎のキソ
セット価格：本体70,000円+税

単品価格：本体35,000円+税

［監修］森　功（食品ガードシステム研究所所長）37368・37369

①事故事例からの教訓  食品づくりの責任
②清潔第一の食品づくり  食品衛生の心得

DVD-R全2枚
（1枚 約20分）

［協力］一般社団法人日本惣菜協会
公益社団法人日本べんとう振興協会

［改訂版監修］伊藤  武（一般財団法人東京顕微鏡院理事　医学博士）
汚染防止！

〈改訂版〉ノロウイルス対策
セット価格：本体50,000円+税

単品価格：本体25,000円+税

37811・37812

DVD-R全2枚
（1枚 約15分）

①感染力の強いノロウイルス
②食中毒予防のポイント

［監修］丸山 務（㈳日本食品衛生協会技術顧問　HACCP普及推進部長　医学博士）

［協力］㈱菜デリカ／サラヤ㈱／㈱ジャパン・シーフーズ／
　　　㈱すかいらーく／㈱くらし科学研究所

しっかり実践！

食中毒予防の3原則
価格：本体45,000円+税

37310

DVD-R全1枚
（約39分）

●原則1　菌をつけない
●原則2　菌を増やさない 
●原則3　菌を殺す

［監修］林　　喬（イカリ消毒㈱西日本事業部顧問）
           江藤　諮（イカリ消毒㈱西日本事業部CLT研究所所長）　
           佐藤邦裕（日本生活協同組合連合会品質管理部部長）

［企画協力］東洋水産㈱・ユタカフーズ㈱／林兼産業㈱／備後漬物㈲／
　　　　　明治乳業㈱

事例でわかる

食品業界の5S
セット価格：本体100,000円+税

単品価格：本体25,000円+税

37610〜37613

①全員参加で5Sを推進しよう！
②整理・整頓を徹底しよう！
③清掃・清潔を徹底しよう！
④躾で5Ｓを習慣づけしよう！

DVD-R全4枚
（1枚 約20分）

〈改訂版〉あなたが防ぐ食中毒
〜食中毒菌について知っておこう〜

セット価格：本体70,000円+税
単品価格：本体35,000円+税

37813・37814

DVD-R全2枚
（1枚 約20分）

［監修・解説］伊藤  武（一般財団法人東京顕微鏡院理事　医学博士）

①身近に潜む危険な食中毒菌
②食中毒予防の衛生管理

［監修］佐藤邦裕（日本生活協同組合連合会品質管理責任者）／中国食品科学技術学会
［協力］正山四郎（東京国際貿易㈱代表取締役社長）／北京京日東大食品有限公司

河南思念食品股　有限公社／イカリ消毒㈱事例でわかる

食品衛生の基本ポイント

37180

①建物構造の衛生ポイント
②個人衛生のポイント
③機器･備品の衛生ポイント
④異物管理のポイント
⑤防虫・防鼠のポイント

⑥原材料の保管･管理のポイント
⑦清掃のポイント

価格：本体60,000円+税DVD-R全1枚
（約45分）

※音声は日本語・北京語が切り換えられます。
　画面に出てくる文字はすべて北京語です。

辻調理師専門学校編
プロが教える

飲食店のための食品衛生のポイント［基本編］
美味しい料理を安全に

価格：本体30,000円+税

37235

DVD-Ｒ全1枚
（約45分）

［監修・企画］大阪あべの辻調理師専門学校

①個人衛生（髪の毛と帽子／手指に傷や手荒れがある場合　ほか）

②基本知識（食中毒菌の種類と症状／食品表示の基本　ほか）

③調理のための衛生作業 

［監修］加藤光夫（㈱フーズデザイン代表取締役）

　　　丸山　務（㈳日本食品衛生協会  HACCP普及推進部長  医学博士）毎日1分間セミナー

食品衛生50の基本
価格：本体70,000円+税

37285

●なぜ爪を切らないといけないの？
●上下に分かれたロッカーの正しい使い方
●ドアを手で開けない
●器具は食材ごとに色分けしよう
●作業動線をなぜ守らないといけないのか？　ほか

DVD-R全1枚
（約60分）



誰でもできる

HACCP実践教室
〜簡単な改善で安全確保〜

セット価格：本体70,000円+税
単品価格：本体35,000円+税

37415・37416

①一般的衛生管理　アイデアで改善！  
②HACCP　こうすればできる！ 

DVD-R全2枚
（1枚 約30分）

［監修］加藤光夫（㈱フーズデザイン代表取締役）

　　　丸山　務（㈳日本食品衛生協会技術顧問  HACCP普及推進部長  医学博士）

「リテールHACCP」の基本と実践
セット価格：本体70,000円+税

単品価格：本体35,000円+税

［監修］㈶東京顕微鏡院
（食と環境の科学センター所長　伊藤武／IHA〈国際HACCP同盟〉公認インストラクター　永井俊寛）

［取材協力］㈶道路サービス機構／アイビス㈱ 

37614・37615

①今なぜリテールHACCPなのか
②リテールHACCPを成功させるコツDVD-R全2枚

（1枚 約20分）

早わかり

HACCP
価格：本体36,000円+税

［監修］日佐和夫37616

●なぜ、HACCPが求められるのか
●HACCP7つの原則
●HACCPコンセプトの確立
●HACCP導入手順とポイント
●食品衛生法とHACCP（総合衛生管理製造過程）

DVD-R全1枚
（約40分）

HACCP導入のための

一般的衛生管理プログラム
セット価格：本体90,000円+税

単品価格：本体30,000円+税

［監修］日佐和夫37597〜37599

①ポイント解説 HACCP 導入の前提条件
②事例でわかる［GMP］製造環境の整備
③事例でわかる［SSOP］衛生標準作業手順の整備DVD-R全3枚

（1枚 約20〜30分）

異物混入を防ごう
［毛髪対策編］

価格：本体28,000円+税

37730

DVD-R全1枚（約27分）

活用の手引き付

［監修・著］加藤光夫（㈱フーズデザイン代表取締役）

［撮影協力］㈲ぎょうざの丸岡・㈱サンエス

①なぜ毛髪対策が重要なのか
②入場前から退場までの毛髪対策
③毛髪混入防止のための改善

実践！ 異物混入対策
［事例編］

セット価格：本体105,000円+税
単品価格：本体35,000円+税

37607〜37609

［事例編①］毛髪混入の防止 
［事例編②］そ族昆虫の防除 
［事例編③］危険異物の除去 DVD-R全3枚

（1枚 約30分）

［監修］石黒　厚（㈱ドンク品質環境安全管理センターセンター長）
              江藤　諮（イカリ消毒㈱西日本事業部CLT研究所所長）　
          島田博行（イカリ消毒㈱事業本部営業推進部課長）
          佐藤邦裕（日本生活協同組合連合会品質管理部部長）　　　　　　　　ほか

●
食
品
衛
生

みんなで実践
［異物混入対策］

セット価格：本体76,000円+税
単品価格：本体38,000円+税

37866・37867

DVD-R全2枚（1枚 37〜38分）

活用の手引き付

①現場改善で異物をなくす
異物混入を防ぐために／異物混入防止のポイント／虫の混入を防ぐポイント

②SNS炎上防止とクレーム対応
なぜ炎上が起こるのか？／クレーム対応のフロー

［監修］①加藤光夫（㈱フーズデザイン代表取締役）

②加藤光夫（㈱フーズデザイン代表取締役）

今城　敏（ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド事業開発部
門食品事業開発担当部長／国立大学法人 帯広畜産大学客員教授）
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信頼される公務員
モラル・倫理編

価格：本体50,000円+税

37729

DVD-R全1枚（約44分）

活用の手引き付

［監修・企画協力］白沢節子（ビジネスコンサルタント）

①住民の視線は厳しい
②自分に厳しくあれ
③公私を混同しない
④公務員としての誇りを持とう

魅力ある職員・喜ばれる職員
37379〜37386 ［監修］小野　昇（元東京都職員研修所講師  元森ケ崎水処理センター所長）

DVD-R全8枚
（1枚 約21〜30分）

◎窓口対応篇　　    ①窓口対応にみる住民の不満・不信
  ②［ケーススタディ］心配りのある対応のポイント

◎仕事改善篇　　 　③問題意識の育て方・活かし方
  ④住民に喜ばれるサービス発想のポイント

◎倫理・行動基準篇 ⑤私たちの使命と役割
  ⑥［ケーススタディ］これが汚職・不正・非行の芽

◎クレーム対応篇     ⑦間違いだらけのクレーム対応
  ⑧どうすれば事前予防ができるか

セット価格：本体264,000円+税
単品価格：本体33,000円+税

〈小学校低学年対象〉

君ならどうする？ゆうかい
価格：本体17,000円+税

37392

DVD-R全1枚（約20分）

活用の手引き付

4つの典型的な誘拐事件を設定し、誘拐犯から身を守るための
4つの方法を紹介しています。
［誘拐犯から身を守る4つの方法］
①知らない人に「好きなものを買ってあげよう」と言われてもハッキリ断る。
②一人きりでは遊ばない。
③車の中から道を尋ねられたら、その場で答え、車には乗らない。
④無理やり連れていかれそうになったら、大きな声で助けを求める。

中学校向けDVD教材

「キレる」を考える
セット価格：本体40,000円＋税

ドラマ編 価格：本体24,000円＋税
教師編 価格：本体16,000円＋税

［監修］井上敏明（六甲カウンセリング研究所所長　神戸海星女子学院大学教授）37387・37388

①文部科学省選定［ドラマ編］ 『僕に翼をくれた犬』
②［教師編］ 『子ども達はなぜキレる？』

DVD-R全2枚
（1枚 約30分）

中学校向けDVD教材

「いじめ」を考える
セット価格：本体40,000円＋税

ドラマ編 価格：本体24,000円＋税
教師・保護者用 価格：本体16,000円＋税

［監修］井上敏明（六甲カウンセリング研究所所長　神戸海星女子学院大学教授）37389・37390

①［ドラマ編］ 『ひとりじゃないんだ！』 　
②［教師・保護者用］ 『「いじめ」の対処と心のケア』 

DVD-R全2枚（1枚 約30分）

活用の手引き付

〈小学校高学年対象〉

君ならどうする？万引き

37391 万引きをする子、やめさせようとする子、傍観してしまう子とい
った3人の子供たちを主人公にした友情のドラマです。

罪の意識ももたず万引きを繰り返す子供たちが増えています。このビデ
オを視聴後、万引きの悪について、また友達が万引きした時、いかに対
処すべきかについて話し合う教材としてご活用ください。

［推薦：㈳日本PTA全国協議会'87教育映画祭優秀作品賞受賞］価格：本体17,000円+税DVD-R全1枚（約20分）

活用の手引き付

君ならどうする？ “連れ去り”
あぶないところには行かない！

価格：本体40,000円+税

［監修］小宮信夫（立正大学教授）37281

①あぶない場所は“どんなところ”？
②入りやすい場所と見えにくい場所って“どんなところ”？
③こんなとき、君ならどうする？
○おさらいクイズ　〜危険予知センサーチェック〜
 エキストラ みんなでつくろう！『地域安全マップ』

DVD全1枚（約50分）

活用の手引き付

     石橋内科・広畑センチュリー病院 全職員が輝いた！　　

私たちのホスピタリティ挑戦
患者さまの笑顔が嬉しくて

価格：本体15,000円+税

37731

DVD-R全1枚
（約54分）

①患者さまに“心を満たす医療”を！
②全職員がスーパースター
③ホスピタリティ実践を支えたクレド
④ホスピタリティは進化しなければ
　ならない
⑤働きがいのある職場づくり

［監修・出演］林田正光（㈱HAYASHIDA-CS総研元代表取締役 CS・ホスピタリティ総合プロデューサー）

［企画協力・出演］柿原まゆみ（㈱HAYASHIDA-CS総研副社長兼チーフCSトレーナー）

⑥癒しの場を患者さまに提供する
⑦ホスピタリティの効果
⑧地域から愛される病院に
⑨監修者からのメッセージ



松翁問わず語り
〜ある経営者の経営秘伝〜

セット価格：本体38,000円+税
単品価格：本体19,000円+税

［編］PHP研究所37617・37618

①経営の基本心得
②人を活かす心得

DVD-R全2枚
（1枚 約27分）

松下幸之助 商いのこころ
価格：本体35,000円+税

［監修］PHP研究所 経営理念研究本部39558

①松下幸之助  商いのこころ（一）
②松下幸之助  商いのこころ（二）
③松下幸之助  商いのこころ（三）

DVD全3枚（1話 約5分／25話収録）

副読本（88ページ）付

松下幸之助
日本の将来を思う

37697

価格：本体15,000円+税DVD全1枚（約79分）

小冊子付

［監修］PHP研究所 経営理念研究本部
●「もう一度日本のために働きたい」（約11分）
　　第1回PHPシンポジウムのあいさつ／1982年11月26日
●「教育の誤りが日本を行きづまらせる」（約12分）
　　大阪青年会議所1月例会での講演／1979年1月24日　ほか
　　※このDVDは、講演当時の記録映像を使用しているため、映像や音声の一部に
　乱れがございます。あらかじめご了承ください。

※本商品は1982年発刊の同名カセットテープ集・1989年発刊の同名CD集をDVD化
　したものです。また、写真に音声を付けて動画として編集しているもので、講演映像
　ではございませんのでご了承ください。

　

松下幸之助 信念の経営
〜経営者はどうあるべきか〜

価格：本体15,000円+税

［監修］PHP研究所 経営理念研究本部37668

●「私欲私心が会社をつぶす」（約11分）名古屋青年会議所／1976年5月10日

●「中小企業は強い」（約7分）大阪中小企業振興フォーラム／1980年5月28日

●「喜びの連続が繁栄を生む」（約7分）明日の日本と経営を語る会／1980年6月2日  ほか　

DVD-Ｒ全1枚（約61分）

小冊子付
※このDVD-Ｒは、講演当時の記録映像を使用しているため、映像や音声の一部に
　乱れがございます。あらかじめご了承ください。

松下幸之助 創業者グラフィティ
創造と挑戦の軌跡

37693

価格：本体4,100円+税DVD全1枚
（約30分）

［監修］PHP研究所 経営理念研究本部
●大阪船場での丁稚奉公から大阪電灯職工に
●松下電気器具製作所を開設
●歩一会の結成
●砲弾型電池ランプ販売のエピソード
●初めての新聞広告
●真実を訴えることの大切さ　ほか
※このDVDは同名のビデオ作品をDVDビデオにて復刻発刊したものです。

【相田みつを　収録作品】
●つまづいたっていいじゃないか　人間だもの
●なやみはつきないな　生きているんだもの
●いまから　ここから
●なみだで洗われたまなこは　きよらかでふかい　ほか

自らを見つめる
〜“あるがまま”からの出発〜 

37746

価格：本体10,000円+税DVD-R全1枚
（約28分）

［演出］佐々木隆信　［書］相田みつを　［語り］行徳哲男

松下幸之助 経営百話
価格：本体80,000円+税

39509

①経営の基本理念十話
②経営者の責任十話
③決断の心得十話
④成功の心得十話
⑤人を活かす心得十話

⑥人を育てる心得十話
⑦衆知を集める心得十話
⑧不況克服の心得十話
⑨反省の心得十話
⑩経営者の生きがい十話

DVD全10枚（1枚 約43〜53分／100話収録）

書籍（300ページ）付　特別布張りケース入り

［監修］PHP研究所 経営理念研究本部
［制作協力］㈲近畿教映　［写真提供］パナソニック㈱

●
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〈小学校高学年対象〉

君ならどうする？いじめ
価格：本体17,000円+税

37393

DVD-R全1枚（約18分）

活用の手引き付

いじめを排除し、いじめにいかに対処していくかを考えます。

いじめについて、いじめっ子の心の弱さをテーマにしたドラマになっています。
いじめっ子、いじめられっ子、そして傍観者と呼ばれる子供たちが、それぞれ
の弱さの本質をつかめるように工夫しています。
子供たちが自らいじめを排除するため、いかに対処すべきかを話し合う教材と
してご活用ください。
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［松下幸之助］

商売の基本・経営の要諦
セット価格：本体120,000円+税

単品価格：本体10,000円+税

37619〜37630

①経営者の持つべき信念
②人を活かすポイント
③事業発展の勘所
④困難に打ち勝つ
⑤人を育てるコツ
⑥経営者の悩み

⑦成功への心構え
⑧人づかいの妙
⑨決断の心得
⑩経営者の責任
⑪社員の意欲を高める
⑫経営者の生きがいDVD-R全12枚

（1枚 約18〜23分）

［監修］PHP研究所 研究本部

危機克服への道
〜松下幸之助に学ぶ指導者の条件〜

セット価格：本体51,000円+税
単品価格：本体17,000円+税

37631〜37633

①非常事態宣言
②是々非々の決断
③営業本部長代行DVD-R全3枚

（1枚 約30分）

［監修］PHP研究所
［講師］岩井　虔（PHP総合研究所元専務取締役）

「松下幸之助の経営」を語る
〜その理念と実践〜

セット価格：本体102,000円+税
単品価格：本体17,000円+税

［監修］PHP研究所37642〜37647

①経営理念の確立［Ⅰ］〜まずビジョンを掲げよ〜

②経営理念の確立［Ⅱ］〜決断実践のよりどころ〜

③自主責任経営と事業部制 〜一人ひとりが経営者〜

④衆知を生かす経営 〜素直な心で全員経営を〜

⑤お客様大事の経営 〜商売の心得〜

⑥人材育成と活用 〜可能性へのチャレンジ〜
DVD-R全6枚

（1枚 約35分）



●
外
国
語
版

［総監修］鈴木徳太郎（㈳日本プラントメンテナンス協会副会長）

［監修］原田　誠（㈳日本プラントメンテナンス協会コンサルタント）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会
DVD-R全3枚（1枚 約25分）

セット価格：本体144,000円＋税

5 Steps to Shaping Up the Shop Floor 
—5S 実践のポイント— 

［英語版］
DVD-R全3枚（1枚 約30分）

セット価格：本体144,000円＋税

［監修］長田　貴（生産保全技術研究所所長）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会
NTSC 37649   PAL 37650

Visual Control Systems 
—「目で見る管理」の進め方— 

［英語版］
DVD-R全3枚（1枚 約25分）

セット価格：本体144,000円＋税

［監修］長田　貴（生産保全技術研究所所長）・中西勝義（生産保全技術研究所経営コンサルタント）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会
NTSC 37651   PAL 37652

DVD-R全3枚（1枚 約25分）

セット価格：本体144,000円＋税

［監修］中嶋清一（㈳日本プラントメンテナンス協会副会長）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会This Is TPM!:Total Productive Maintenance 
—わかりやすいTPM—  ［英語版］

NTSC 37653 ※NTSC方式のみ

5S for the Office 
—事務間接部門の5S—  ［英語版］

PAL 37656 ※PAL方式のみ

Production Line Maintenance 
—やさしいメンテナンス教室—  ［英語版］

NTSC 37665   PAL 37666

DVD-R全3枚（1枚 約25分）

セット価格：本体144,000円＋税

［監修］麻生正充（㈳日本プラントメンテナンス協会　TPM総合研究所チーフインストラクター）

［企画協力］㈳日本プラントメンテナンス協会

※ご注文時に放送方式をご指定ください。（NTSC・PAL）
※商品の在庫状況によっては、お届けまでに時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

Hoàn thành Nền tảng của Các hoạt động 5S
 —基本を徹底する5Sの鉄則—  ［ベトナム語・英語版］

NTSC 37810 ※NTSC方式のみ

DVD全1枚（約60分）

価格：本体60,000円＋税

［監修］㈱日本能率協会コンサルティング
［取材協力］㈲岩瀬合成／ダイニチ工業㈱／パナソニックエコソリューションズ朝日㈱ 
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〈ISOマネジメントシステム〉内部監査のポイント
アッコの仕事は笑って済まされない！
あなたが防ぐ！「情報漏えい」

〈改訂版〉あなたが防ぐ食中毒
アンシン建設工業 驚異的〈シェアと集客力〉の秘密に迫る！！
安全衛生の基本と心得
安全活動の急所　

「安全の基本」講座
「いじめ」を考える
異物混入を防ごう［毛髪対策編］
井村雅代コーチの「できない」から逃げるな！
飲食店のための食品衛生のポイント［基本編］　 
運動不足解消
衛生管理の急所
衛生管理の手順とルール
衛生指導の基本と心得
HACCP実践教室
HACCP導入のための一般的衛生管理プログラム
SNSから考える  新社会人の責任
オガワホーム「信頼づくりは現場にあり」
お客様大事の原点

改善 KAIZEN 道場
改善の基本テクニック
輝く笑顔が感動のサービスを生む！
管理･監督者の安全OJT
管理者としてやっていいこと・悪いこと
管理者のための〈マネジメント革新〉シリーズ
危機克服への道
企業倫理を考える　
君ならどうする？ いじめ
君ならどうする？“連れ去り”
君ならどうする？ 万引き
君ならどうする？ ゆうかい

「キレる」を考える　 
「クレーム電話」応対の基本
「クレーム電話」対応のポイント
ケーススタディで学ぶ 報連相の基本
ケースで学ぶ あなたが防ぐ労働災害（仮題）
研修インストラクター養成講座〈ベーシック〉
5S実践のポイント　  
5S徹底のノウハウ
5Sの鉄則
コーチング・スキル実践講座 

「顧客の心をとらえる営業」実践心得
「心が伝わる」ビジネスマナーの基本
こんな管理者が問題を起こす！
中国語・日本語  二ヶ国語対応  コンプライアンスの基本と実践

「シックスシグマ」導入・実践のポイント
実践！ 異物混入対策［事例編］

実践！ 考課者訓練
実践！ コンプライアンス経営
実践！ セールス・コーチング
実践！ フィードバック　
実践！ ホスピタリティ
実践！ リーダー型マネジメント
事務間接部門の5S
社外工戦力化のために何ができるのか 
社会人の常識・企業人の責任
社会人の常識・非常識

〈新版〉社会人 やっていいこと・悪いこと
松翁問わず語り
上司と部下がペアで進める1 on 1

〈改訂版〉上司のコンプライアンス
〈改訂版〉上司のハラスメント
〈改訂版〉上司のハラスメント2
上司のハラスメント3
商売の基本･経営の要諦
情報セキュリティマネジメントの基本
食中毒予防の3原則
職場のストレスマネジメント
食品衛生  基礎のキソ
食品衛生50の基本
食品衛生の基本ポイント
食品衛生の3原則
食品衛生のルール
食品衛生 みんなで実践！ 安全対策
食品業界の5S
事例で学ぶ安全活動
事例で学ぶこれが5Sだ！
新型インフルエンザ対策　
新・管理者の使命と役割
シンケンスタイル 価値観の共有から始める住まいづくり
人事考課の基本と実践
心身症
新“なぜ”から見直す仕事の基本
新入社員･ケーススタディ集  あなたならどうする？！ 
新入社員の指導・支援の考え方・進め方
新入社員の育て方・伸ばし方
新入社員のためのこんなときどうする？ 仕事のマナー
新入社員のための「社会人のルール」
新入社員のための報連相の基本
新・物づくりのこころ
信頼される公務員  モラル・倫理編
新和建設  最強のCS施工集団
成果が出る「5S」の考え方・進め方
生活習慣病

「成果目標管理」ケーススタディ集
「成果目標管理」による人事戦略
「成果を生み出す新入社員」の育て方
成果を高める報告・連絡・相談
成功する採用面接
製造現場の安全対策
製造現場のコンプライアンス
製造現場の“不安全”を探せ！

● さ　く　い　ん ●
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製造社員の報告・連絡・相談
製造社員やっていいこと・悪いこと
清掃・洗浄・殺菌の大切さ
セクシュアル・ハラスメント
設備保全のための［エアシリンダ］
設備保全のための［Ｖベルト］ 
設備保全のための［油圧シリンダ］

［セル生産］実現のポイント
［改訂版］セルフケアからはじめるメンタルヘルス・マネジメント
速習 ビジネスマナー！

 
第一線監督者の使命と役割
武田鉄矢  新入社員に贈る言葉
タバコと健康
テクノストレス
トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
 

〈改訂版〉ノロウイルス対策

〈改訂版〉働く人のメンタルヘルス
早わかりHACCP

〈改訂版〉早わかりシリーズ  危機管理編
早わかりシリーズ  企業コンプライアンス編
早わかりシリーズ  新・危機管理編
PHPコーチングDVDシリーズ
PHPビジネス講義DVDシリーズ
PDCAの基本

［改訂版］ビジネスマナー　チェック＆実践！
必勝のプレゼンテーション
人が育つトヨタ式改善の進め方
人を育てる「ほめ方・叱り方」
フィードバック入門
VDT症候群の予防と対策
フォローアップ・セミナー
部下育成実践のポイント
部下の「うつ」上司にできること
部下の実力を高める実践OJT
部下を伸ばすコーチング 
平成建設 躍進の秘訣を探る
変化に対応  5S再挑戦！

「ホスピタリティ」
ホスピタリティ・マインド［実践１］品格あるマナーで好感度アップ
ホスピタリティ・マインド［実践２］気くばりで顧客満足度アップ
ホスピタリティ・マインド［実践３］心くばりで感動を共有しよう
ほめて、叱って、プロに育てる
本気のCSはここまでやる！
ホンダカーズ中央神奈川  すべては1枚のアンケートから
 

毎日の個人衛生
負けない。私は、前に進む。
マタニティ・ハラスメント

松下幸之助　商いのこころ
松下幸之助　経営百話
松下幸之助　信念の経営
松下幸之助　創業者グラフィティ
松下幸之助　日本の将来を思う

「松下幸之助の経営」を語る
Management Coreコース
自らを見つめる
魅力ある職員･喜ばれる職員
みんなで実践［異物混入対策］
メタボリックシンドローム

「目で見る管理」の進め方
「メンタルヘルスケア」実践のポイント
メンタルヘルス  職場を元気にするコミュニケーション
目標管理のためのコーチング

「問題解決力」の高め方

やさしいメンテナンス教室 
夢ハウス「本物で安い」木造住宅で急成長

［よくわかる］QCの基本

 
「リテールHACCP」の基本と実践
 

わかりやすいTOC実践教室
私たちのコンプライアンス
私たちのコンプライアンスⅡ

〈改訂版〉私たちのコンプライアンスⅢ
私たちのホスピタリティ挑戦

● さ　く　い　ん ●

＊この目録に掲載の監修・企画協力および解説をされている方々の肩書き、団体名は制作時点のものです。
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社員教育DVD

映像データ サーバ格納のご案内

映像データ像データ

工場での勉強会に

本社での一斉研修に

スマホ・タブレットで
研修の振り返り

パソコンで自学自習

地方拠点での教育研修に

PHP研究所では、DVD教材をイントラネット等での配信に対応した映像データのサーバ格納も承っております。
ご希望のDVD教材の映像を、wmv・mp4などのファイル形式に変換して、納品いたします。

貴社の社員教育にぜひご活用ください。

全国の拠点・事業所で同時に視聴可能です。 
ＤＶＤを複数枚購入するより低コストで教育できます
いつでも動画を視聴できるため、社員の自学自習に最適です

納品形態 映像データをＤＶＤ-Ｒにて ※大容量転送サービスを使った納品も承ります

費　　用 当該ＤＶＤの販売価格＋250,000円（税別）～
※タイトルによって費用は変わります
※ご利用期間は原則１年です
※上記を超えての継続利用をご希望の場合はご相談ください

サーバ格納の

メリット

お申込みから納品までの流れ

ご相談
ご希望のタイトル、

納品条件等をヒアリング

お見積り
費用、利用許諾条件のご確認

納　品
※納品までの目安は１カ月です

契約締結
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PHP研究所 教材申込書
株式会社PHP研究所　第二事業普及本部

東京FAX　03-3520-9648　京都FAX　075-681-5699

【お客様情報の取り扱いについて】
お預かりするお客様情報は、商品のお届け、お支払いの確認、商品案内の送付に利用させていただきます。目的遂行のため適切な監督のもとに外部委託する以外、
第三者への提供はいたしません。

●株式会社PHP研究所 第二事業普及本部
（東京本部）
〒135-8137  東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント
TEL.03-3520-9633   FAX.03-3520-9648

（京都本部）
〒601-8411 京都市南区西九条北ノ内町11
TEL.075-681-5419   FAX.075-681-5699

連絡欄

商品名

2.検討したいので詳しい資料を希望します

商品名 申込数 申込金額（税別）

1.下記の通り申し込みます

円セット

円セット

円セット

円セット

円セット

申込年月日　  年　  月  　日　※太枠内をご記入ください

ご住所

貴社
貴団体名

ご部署
お役職 お名前

TEL

FAX

(　 　　)　　　--

(　 　　)　　　--

フリガナ

（〒　　　　--　　　　　）

フリガナ

フリガナ

※コピーしてご利用ください



2021

＊この目録に掲載の監修・企画協力および解説をされている方々の肩書き、団体名は制作時点のものです。

令和3年春発刊予定分まで掲載

株式会社PHP研究所・第二事業普及本部

PHP人材開発　https://hrd.php.co.jp/

［お申し込み・お問い合せ先］

　京 都  〒601-8411  京都市南区西九条北ノ内町11　　
TEL（075）681-5419  FAX（075）681-5699

　東 京  〒135-8137  東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント　
TEL（03）3520-9633  FAX（03）3520-9648

2021教育用DVD総合表1-4 （一般）


