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～ごあいさつ～
４月となりました。多くの会社様では新年度を
迎え、入社式、花見と忙しくされていると思いま
す。プライベートでも何かを始めるには良いきっか
けの時期と思います。新しい気持ちでスポーツ、
趣味等チャレンジしてみてはいかがでしょうか？
今月も引き続き皆様のお役に立てる様、情報
配信させていただきます。M&C ビジネスサポート
サービスを宜しくお願いいたします。
（M&CBSS 事務局）
4 月号のもくじ
☆ BSS コラム（IT）
エムアンドシーシステム株式会社
佐々木宏幸
☆ BSS コラム（経営）
株式会社 M.M.C
金廣利三氏
☆ BSS コラム（労務）
倉敷社会保険労務士法人
山口哲司氏
☆ M&C 主催セミナーのご案内
社内で情報共有を始めよう!!
クラウド型サービス「kintone」紹介セミナー
☆
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BSS コラム（IT）

「Office のプロダクトキーが何者かにコピーされています。」
～ マイクロソフトを装った不審なメールに注意を ～
昨年の同じ時期にも不審なメールを確認しておりましたが、今年に入ってからも目にする機会が増えております
ので再度ご案内いたします。
＜不審メール件名 例（他にも似た件名のメールが存在するようです。）＞
『ご注意！！OFFICE のプロダクトキーが不正コピーされています。』
『警告！！マイクロソフトのプロダクトキーが不正コピーされている恐れがあります。』
『警告！！ご利用のマイクロソフトのプロダクトキーが何者かにコピーされています。』

（出典 マイクロソフト社 HP より）

このようなメールを受信してしまった場合は、「今すぐ認証」から先をクリックしないようにして、メールを削除しま
しょう。クリックした場合は、入力を進めていくと、最終的にクレジットカード番号などの個人情報入力を求める画
面が表示されるようです。不用意に入力をしてしまいますと、マイクロソフト社ではない第三者に個人情報を盗
まれてしまい、クレジットカードの不正利用など被害にあう恐れが極めて高くなりますので、十分にご注意ください。
（エムアンドシーシステム株式会社 佐々木 宏幸）

※BSS
Windows
8 の場合は、8.1 へアップデートが必要。
コラム（経営）

課題解決 その 2
課題解決に関して同じ事柄であっても、小規模事業者が苦悩の連続に対して大企業は理路整然と進めて
行きます。その差は、地力（リーダーシップ・経験側・運用システム・応用力・企業文化など）の差と考えられま
す。正に「リーダーの責務は、環境変化に対して自発的に改革へ取組む組織文化を構築すること」が実践され
てきた結果、変革への対応をスムーズに進める要素が満ち溢れている状況と考えられます。
組織文化が醸成されていないと、現場では失敗を恐れて保身の為に摩擦抵抗は増大します。つまり、「笛
吹けど踊らず」の状態で、遅々として物事が進まないのです。
では、新しい取組み（改善）をどう進めるのか…。一気に地力を蓄えることは叶いませんので、取組む為の
環境を整える事が望ましいと考えられます。
負荷
課題として表面化する現象の奥底には、それ
（新しい取組み）
を構成する要素が数多く存在します。従って、
摩擦抵抗
負荷
（課題への対応状況 その２）で述べた【課題
（新しい取組み）
負荷
⇒ 問題の本質 ⇒ その要因 ⇒ 解決の方向
（新しい取組み）
摩擦抵抗
性 ⇒ システム構築】にあるように課題を因数分
地力
解し、それぞれへの対応策を講じ、全体を調整
摩擦抵抗
することで負担の軽減を図るのです。
地力
つまり、課題として見られる１点を部分最適化
地力
するのでなく、要因まで踏み込んで全体最適化
【小規模企業】
【中小企業】
【大企業】
することで、バランス良く前へ進められるようになる
のです。無論、付随した事柄までも対処しなければなりませんので、多くの課題を同時に手掛けることは出来ま
せん。従って、何が最も重要なのか…と言う優先順位を見誤ることも避けなければなりません。そして、決めたか
らには、徹底する事が大切です。（株式会社 M.M.C 金廣利三氏）
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BSS コラム（労務）

雇用保険基本手当（失業保険）の
受給期間延長の申請期限変更について
Ｑ.

妊娠、出産、育児等で退職した場合に、基本手当（失業保険）の受給期間延長の申請期限が変更されたと
のことですが、内容について教えてください。
Ａ. 雇用保険の基本手当（失業保険）は、原則、離職日の翌日から１年以内の失業している日について、一定
の日数分支給されます。しかし、この受給期間内に、妊娠や出産、病気など何らかの理由により引き続き３０日
以上働くことができない場合に受給期間延長の申請書をハローワークに提出することにより、働くことができなかった
期間分（最長３年）だけ受給期間を延長することができます。その申請期限が、変更前は職業に就けなくなっ
た日の翌日から３０日経過後の１か月以内とされていましたが、変更後は延長後の受給期間の最後の日までと
なりました。当初の受給期間（１年間）に職業に就けない期間（最長３年）を加えることができるので、受給
期間を最長、離職日の翌日から４年以内まで延長することができます。
【１】原則は早期申請
平成２９年４月１日より、受給期間延長の申請が延長後の受給期間の最後の日まで可能になりまし
た。しかし、申請期間内であっても受給期間満了日が近づいた時期に延長申請をした場合、受給期間満
了日までの残日数が所定給付日数に足りない場合等、所定給付日数の全てを受給できなくなってしまいま
すので、ご注意ください。できるだけ早期の申請をお勧めします。
【２】受給期間の延長が認められる理由
・妊娠・出産・育児（３歳未満）
・その他、厚生労働省令で定める理由
①疾病または負傷
（傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病または負傷を除く）
＊傷病手当とは健康保険の傷病手当金ではありません。雇用保険で基本手当の代わりに支給される
ものです。
②ハローワークの所長がやむを得ないと認めたもの
事例：親族の看護、知的障害者厚生施設または機能回復訓練施設への入所、青年海外協力隊に
参加や配偶者の海外転勤への同行、公的機関が募集する地震、暴風雨、噴火等により被災し
た地域の支援活動。
☆平成２９年４月１日より前に申請を行い、申請期限が過ぎていたことで受給期間が延長されなかった方につい
ても、再度申請をした場合、延長できる可能性があります。ハローワークにご相談ください。
☆基本手当（失業保険）の受給期間延長のほかに、教育訓練給付の適用対象期間延長の申請、高年齢雇用
継続給付に係る延長の申請についても、同様に申請期限が変更となります。
（倉敷社会保険労務士法人 山口哲司氏）

経営者・総務担当者必見!! M&C 主催無料セミナーのご案内
社内で情報共有を始めよう!!

クラウド型サービス「kintone」紹介セミナー
～まずは社内の Excel 資産から超有効活用!～
開催のご案内プ
こういった方にオススメです。
とは

・「各メンバーの進捗報告を Excel で共有しているけど、上書き
チーム・グループで必要な「データベース」、「プロセス」、「コミュ
などのトラブルが頻発！」
ニケーション」の３要素で構成されたクラウド型ソフトウェアです。
・「案件進捗、顧客データ、 ToDo 管理など複数のツールを使っ
「顧客管理」「案件管理」「クレーム管理」「業務日報」など現場
ているので、情報がバラバラ！」
の欲しいシステムが簡単につくれるソフトウェア、それが
・「外出先から営業資料へアクセスしたい！」
「kintone」です。
・「社外とのプロジェクトでメール + Excelデータが多くなり、管理が
大変！」
今回のセミナーでは機能紹介に加え、実際にkintoneを用いてアプリの構築、情報共有、運用のデモンストレーションを行います。
Kintoneの活用で企業が抱える問題解決の方法をご紹介します。
●開催日 ： 2018 年 4 月 20 日（金）（受付 13：15~）
13：30～ 第一部 M&C ビジネスサポートサービスの紹介
14：00～ 「kintone」活用セミナー～まずは社内の Excel 資産から超有効活用!～
●講 師 ：エムアンドシーシステム株式会社
笹井 正己
●開催場所：エムアンドシーシステム株式会社 2F セミナールーム （倉敷市沖 255-11）
●参加費 ： 無料（BSS 会員の方優先） ●定員 ： 10 名
たくさんの方の参加をスタッフ一同お待ちしております。
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経営・IT 特別講座
講座No.
I
T
系
講
座

IT102

演題

Excel基礎研修
（2ｈ×5回）

～ビジネススキルのアップを目的とした講座のご案内～
内容

ビジネスに必要なEXCELの基礎知識の習得
図形やグフィックの活用、表の作成、数式の入力、
複数シートの操作、グラフの作成を行います。

講師

開催日
4/6(金)・７(土)・
10(火）・11(水)・
13(金) (5日間）

締切
3/30
（金）

【ITｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ】 各回18：00～20：00
岩井大治郎 5/11(金)・14(月)・
15(火）・18(金)・
23(水) (5日間）

5/7
（月）

各回18：00～20：00

BZ112

コーチング
講座

生産性向上とやる気を引き出すコーチング手法 管理・監督者
として部下を指導や育成することは重要な役割です。コーチン
グの手法を通して部下が自分で考え自発的に行動する能力を引
き出す表現力を、製造現場などでの活用を想定した事例実習と
グループ討議などをワークショップ形式で習得します。

【経営士】
本城 稔

18：00～20：00

【経営士】
金廣 利三

13：30～15：30

【経営士】
本城 稔

18：00～20：00

【経営士】
金廣 利三

13：30～15：30

4/2（月）

3/26
(月）

自社の強みを活かしつつ、市場に適合させる経営戦略・販売戦

経営・販売戦略 略の立て方 戦略的マーケティングの手法を用い、自社を取巻
く環境の中から、顧客に選ばれる経営戦略を導き出します。こ
BZ101
立て方講座 の手法は、どんなに環境が変化しても、常に進むべき道を教え

4/5（木）

3/29
(木）

てくれます。

ビ
ジ
ネ
ス
系
講
座

BZ206

BZ201

BZ900

営業力向上
講座

生産性向上のための営業心理学 営業で生産性を向上させるた
めには、相手の心理を読み、理解した上で行動してはじめて、
お互いの心理的な距離が近づき、商談を前進させることができ
ます。生産性向上をさせる営業心理学を、事例実習とグループ
討議などをワークショップ形式で習得します。

差別化が謳える新商品開発と最大の売上げを確保する販路開拓
法 売上げを最大化するには、４Ｐ(４Ｃ)の組合せを最適化する
販売拡大講座 ことです。顧客が「思わず手に取ってみたくなる」仕掛け作り
を紹介します。

決算書
読解講座

日商簿記３級
取得講座
BZ902
(任意日コース全
9回）

決算書が読めれば経営がみえてくる。
そもそも決算書とは？損益計算書（P/L)の仕組み、貸借対照表
（B/S）の仕組み、キャッシュフロー計算書（C/S）の仕組みを学び、
会計情報を経営に活用することを目的とします。
全9回任意の受講日設定が可能な講座です。
第１回～４回：簿記入門～基礎編
簿記の考え方から始まり、基本的な帳簿付け・会計仕訳ができる力を養
成します。
第５回～９回：応用編 日商簿記３級の試験問題を解く力を養成し
ます。
ゴールとして、日商簿記３級試験合格を目指します。

【税理士
事務所】
栩本泰輝
税理士事務所

【税理士】
田邊 一平

5/7（月）

5/10（木）

4/20(金)
13：30～15：30

受講開始前にスケ
ジュールを講師と打ち
合わせ
※全9回実施

5/1
(火）

5/2
(水）

4/13
（金）

-

場 所：エムアンドシーシステム㈱セミナールーム
定 員：各講座 10 名まで
料 金：各講座 10,500 円（税抜）1 社 3 名まで受講可能
※BZ902 のみ 全 9 回 63,000 円（税込）別途ﾃｷｽﾄ代 5,000 円（税込）
<お込み方法>別紙お申込み書を FAX いただくか、お電話にて受講したい講座番号と日時をお伝えください。
お申込み後受講証を送付させていただきます。料金については受講日（複数回講座は初日にまとめて）お
支払いただきます。

お申込み電話番号：086-421-5378
お申込み書 FAX 番号：086-421-5379
お気軽にお問合せください

※最低受講人数に満たない場合は講座が中止となる場合がございます。あらかじめご了承願います。また複数回講座の場合、途
中で受講を中止される場合、料金の返却はございません。あらかじめご了承願います。

皆様のご意見・ご要望お待ちしております。
制作・企画：M&CBSS 事務局
発行：エムアンドシーシステム㈱
〒710-0836 倉敷市沖 255-11
TEL086-421-5378 FAX:086-421-5379
http://www.mandc.co.jp/

