
(一社)住生活リフォーム推進協令和１年５月1日～令和２年4月30日 研修実績

番号 日程 曜日 場所 研修名
講師（敬称

略）
場所 参加者数 参加人数

1 選択 人材育成 5月20日 月 東北 ほめるリーダー養成研修 長谷川 孝幸 本多建設内 1 100

2 選択 災害対策 6月6日 水 神奈川 BCP研修「突然襲う災害に備える」 田村 茂 LIXILショールーム横浜３F 10 11

3 選択 人材育成 6月14日 金 東京 ほめるリーダー養成研修 長谷川 孝幸
LIXIL新宿御苑ビル２F会議

室
9 10

4 選択 消費者対応 6月14日 金 関西 住宅・リフォームのクレーム回避術 赤羽　嗣久 LIXIL新大阪ビル会議室 15 16

5 選択 消費者対応 6月19日 水 北海道 クレーム対応力アップ研修 能勢　みゆき LIXIL北海道支社西棟 9 13

6 選択 消費者対応 7月4日 木 東北 クレーム対応力アップ研修 能勢　みゆき
盛岡市立総合プール内  1F研

修室
2 34

7 リフォーム事業者か取り組むべきストックビジネスセミナー

8 選択 消費者対応 住宅リフォーム契約の対応力&CSアップ研修

9 独自 人材育成 7月30日 水 北関東 支部独自企画研修会 誓約率向上 原田　直人 ＬＩＸＩＬ北関東会議室 13 22

10 選択 業者会研修 8月20日 火 北関東 自走・継続できる協力業者会運営研修 橋本　進 京成宇都宮ホテル 1 20

11 選択 消費者対応 8月22日 木 中四国 クレーム対応力アップ研修 能勢　みゆき LIXIL鳥取ショールーム 4 28

12 選択 消費者対応 9月3日 火 中部 『知らないと損する！「空き家ビジネス」最前線』 井勢　敦史 菊川商工会議所 11 14

13 独自 人材育成 9月26日 木 北関東 支部独自企画研修会 誓約率向上 原田　直人 ＬＩＸＩＬ北関東会議室 13 22

14 10月3日 木 中部 HｏｗTｏＨＯＲＰ 増田　和彦 戸田工務店内 1 15

15 選択 人材育成 10月4日 金 中部 ほめるリーダー養成研修 長谷川 孝幸 ＬＩＸＩＬ中部支社高岳ビル 7 7

16 選択 人材育成 10月9日 水 中部 フルハーネス 多田　文博 菊川商工会議所 22 40

17 選択 人材育成 10月25日 金 中四国 クレーム対応力アップ研修 能勢　みゆき CENTRAL FOREST 7 11

18 12月10日 火 中部 リフォーム瑕疵保険活用セミナー ＪＩＯ 菊川商工会議所

19 12月13日 金 埼玉 HｏｗTｏＨＯＲＰ 増田　和彦 埼玉会館 9 10

20 選択 人材育成 11月26日 火 関西 セミナー：「人材開発」と「業績向上」を実現する企業成長の仕組み」 北川 賢司 クラウンプラザホテル 22 24

21 12月10日 火 中部 リフォーム瑕疵保険活用セミナー ＪＩＯ 菊川商工会議所 8 9

22 選択 人材育成 12月23日 月 東北 ほめるリーダー養成研修 長谷川 孝幸 LIXIL仙台ショールーム2階 10 10

23 選択 人材育成 1月9日 木 千葉 ほめるリーダー養成研修 長谷川 孝幸
LIXIL蘇我拠点 １F第1・2会

議室
5 31

24 選択 人材育成 1月24日 金 関西 セミナー：「人材開発」と「業績向上」を実現する企業成長の仕組み」 北川 賢司 旅館「不死王閣」会議室 22 24

25 独自 消費者対応 2月14日 金 関東合同 関東支部独自企画研修会 民法改正 井上 雅之
LIXIL新宿御苑ビル２F会議

室
62 68

26 2月18日 火 千葉 HｏｗTｏＨＯＲＰ 増田　和彦 キッチンアンドリビング内 1 6

27 選択 消費者対応 3月3日 火 中四国 クレーム対応力アップ研修 能勢みゆき 渡辺旅館 会議室 1 30

28 3月4日 水 中四国 HｏｗTｏＨＯＲＰ 増田　和彦 渡辺旅館 会議室 1 5

小計 271 587

菊川商工会議所 5 7木

区分

必修

必修

必修

7月4日 中部 井勢　敦史

義務講習

義務講習

義務講習
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