
企業研修

「常に上を目指し続ける部門でありたい」

「社員全体の能力を底上げしたい」

アビタスが、その想いを実現します。
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1 今日から使えるコンテンツ
実務に直結した研修を提供します。会計資格講座を提供するスクールだから、会
計分野はお任せください。内部監査、内部統制にも精通した講師をそろえていま
す。MBA プログラムを母体としたイノベーション研修など、幅広い研修をレベ
ルに合わせてご用意しています。

3 とにかく分かりやすい講義
どんなにいい内容でも頭に入らなければ意味がありません。「教える」プロである
アビタスの講師が研修を担当します。実務に精通しているだけでなく、分かりや
すく、飽きさせない内容で進行します。グループワークや質疑応答を交えることも。
さまざまなアプローチで理解をうながすからこそ、研修内容が活きるのです。

5 上場企業導入2,750社の安心感
メリットを感じてもらえるから、選ばれ続けています。アビタスの研修は、上場
企業延べ約 2,750 社に採用されています（2018 年９月時点）。大手総合商社、金
融機関、大手監査法人、IT ベンチャーなどに選ばれており、質の高い研修を提供
し続けています。

4 資格スクールならではの専門性
研修内容の根拠には専門性が必要です。講師、教材担当者は専門家です。理論、
実務、伝えるノウハウまでも専門性をもって研修を実現します。国際資格の専門
校として、1995年の創業以来培ってきたノウハウがあるからこそ提供できるの
です。

6 アフターフォローで効果を確認
やりっぱなしで終わらせません。貴社で効果が出るかどうか、が最も大切です。
事前の打ち合わせだけではなく、事後にも成果をお聞きします。貴社の課題を
研修でどう解決するかを中長期にわたって検討いたします。

2 貴社の「今」にカスタマイズ
画一的な研修は時代遅れです。商社、監査法人、メーカー、金融機関といった貴
社の業種に合わせて研修内容もカスタマイズいたします。業種はもちろん、目的
や予算に合わせたご要望をお受けします。研修用の教材作成はアビタスの教材開
発部が担当しており、企画段階から柔軟かつスピーディーに対応できます。

Abitus
Corporate
Training66 Point

アビタスの研修が選ばれる
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企業会計研修　＜入門＞
財務諸表を読む際の基礎となる会計の考え方を、効率よく身に付けていた
だけます。ビジネス活動を記述する言語である、企業会計の基本的な考え
方と用語を理解できるようになります。

数字を理解する

新入社員 中 堅

対象 新入社員・業務職

時間 17 時間

形態 集合研修

人数 150 名

料金 1,800,000 円

事例

企業会計研修
簿記 3 級レベル以上の会計知識をお持ちの方、または企業会計入門を受講
された方を対象とした研修です。「キャッシュフロー計算書」、「企業連結
会計」、「財務分析」の 3 トピックに焦点を当てます。研修素材として、貴
社及び同業他社の財務諸表を取り扱うことも可能です。

対象 業務職

時間 ９時間

形態 集合研修

人数 100 名

料金 1,010,000 円

英文会計入門研修
米国スタイルの会計教育のアプローチを取り入れ、貸借対照表（Balance 
Sheet）とは何か、損益計算書 （Income Statement）とは何か、その本
質を理解していただくプログラムです。会計知識を全くお持ちでない方で
も、英文の財務諸表が読めるようになるほか、日本の財務諸表についても
理解しやすくなります。

対象 幹部候補・
経営管理部

時間 ９時間

形態 e ラーニング

人数 25 名

料金 1,417,500 円

新入社員 中 堅

新入社員 中 堅

事例

事例
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投資分析研修　＜基礎＞
事業投資の採算性分析や企業価値評価のための標準的な手順を身に付けて
いただけます。研修の前半では、会計上の利益からフリーキャッシュフロー
を導くロジックを押さえた上で、事業投資の採算性評価について解説しま
す。後半では、資本コストの理論的側面を押さえた上で、さまざまなアプ
ローチによる企業価値評価の手順を習得いただけます。

対象 幹部候補・
経営管理部

時間 14 時間

形態 集合研修

人数 25 名

料金 1,500,000 円

投資分析研修　＜応用＞
対象企業の財務諸表と公開情報をベースに企業価値を算定する実務的なプ
ロセスを解説します。ケーススタディー（投資分析の総合演習）も扱います。
以下のプロセスに従って企業価値を算定します。
過去の業績分析→資本コストの推計→将来キャッシュフローの予測→継続
価値の計算と企業価値の推定

対象 幹部候補・
経営管理部

時間 14 時間

形態 集合研修

人数 15 名

料金 1,600,000 円

Excel 基本マスター研修
実務で使用頻度の高い Excel テクニックをふんだんに盛り込んだ実践型研
修です。課題を通して Excel の基本を習得した上で、すぐに実務で役立つ
テクニックも身に付けていただけます。「正しい手順」を積み上げること
により、業務効率の飛躍的な向上も期待できます。

対象 幹部候補・
経営管理部

時間 6 時間

形態 集合研修

人数 22 名

料金 600,000 円
新入社員 中 堅 管理職

事例

事例

事例

中 堅 管理職

中 堅 管理職

※料金は研修時間、参加人数、研修内容などによって変動します。
　詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
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国際会計基準
【IFRS】を操る

【無料】IFRS実力診断テスト
社員の皆さまの「IFRS（国際会計基準）知識」のレベルをご存知ですか？
数多くの企業で採用されている IFRS 研修のデータを基に、基礎と応用 2
種類の「IFRS 実力診断テスト」を作成しました。社員のレベルを把握する
ツールとして、研修前の事前チェックとして、ぜひご利用ください。

新入社員 中 堅 管理職

IFRS財務会計基礎研修
IFRS（国際会計基準）基準書の細かいルールに立ち入ることなく、財務会
計の基礎を IFRS ベースで学びます。「IFRS特有の用語法」に馴染んでい
ただき、IFRSを理解する上で不可欠な「資産負債アプローチ」の考え方を
身に付けていただくことを目的としたプログラムです。

対象 経理部

時間 19 時間

形態 e ラーニング

人数 10 名

料金 486,000 円

IFRS Certificate研修
IFRS（国際会計基準）の全ての基準を包括的かつ体系的に学習する研修で
す。欧州最大の会計士協会 ICAEW（イングランド・ウェールズ勅許会計
士協会）の運営する IFRS 検定試験に対応しており、監査法人、事業会社
の経理部門の方をはじめ多くのビジネスパーソンが受講されています。

対象 経理部

時間
集合研修 20 時間
e ラーニング 50 時間

形態
集合研修
e ラーニング

人数 7 名

料金 2,500,000 円

中 堅 管理職

※料金は研修時間、参加人数、研修内容などによって変動します。
　詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。

新入社員 中 堅

事例

事例
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限られた時間の中でいただいたご縁、ぜひ一緒に学びましょう！

昔から自然と人前で話す機会をいただき、楽しくやらせていただい
ておりました。しかし、監査法人勤務時代には仕事柄その機会に恵
まれませんでした。
ところが、ある本にあった「スピーチの天才になれ」という言葉が
私の転機となりました。講師という仕事に巡り合い「１番になる」
と決めました。

私は勉強で足踏みした（回り道した？）経験が何度もあります。学
生時代から失敗ばかりで、試験の合格回数よりも落ちた回数のほう
が明らかに多いです。もちろん私の努力不足もあります。
しかし一方で、「私だったらこう説明するのに」「もっと楽しく教え
てくれれば」と何度思ったことでしょう。大抵の方が疑問に思う箇
所は、私も疑問に思っているのです。だから、私が試験や学習で足
踏みした部分を特に丁寧に伝えます。
問いかけもします。余談も入れます。笑いも取りに行きます ( あま
り笑っていただけませんが )。

笑顔は何よりいいのです。その方がきっと吸収できるはずだと思っ
ています。特に、会場の一体感を大事にしています。
せっかく時間をいただくのだから、楽しいほうがきっといい。
私が将来的に目指すものは、テーマパークに行くような感覚で研修
に来ていただくことです。
アトラクションを提供する側も、参加者の皆さまも楽しんでいる、
そういうところを目指したいですね。

message

講師
伊藤 勝幸
Katsuyuki Ito

米国公認会計士 / 公認内部監査人

大学卒業後、渡米してシアトルを拠
点とした製造業に勤務、 帰国後、大
手監査法人に勤務。金融機関に対す
る会計監査、自己資本比率規制監査
業務、 IFRS コンバージェンスアド
バイザリー業務を担当。
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リスクに備える

CIA（公認内部監査人）取得研修
IIA（※）が認定する国際的な資格 CIA（公認内部監査人）の試験に効率よく
合格することを目的とした研修です。試験合格のためだけではなく、内部
監査人としての必要な知識やスキルを体系的に習得することが可能です。
※ The Institute of Internal Auditors：内部監査人協会

対象 監査部

時間 24 時間

形態 集合研修

人数 35 名

料金 2,500,000 円

CISA®（公認情報システム監査人）取得研修
CISA®（公認情報システム監査人）は、情報システム監査および、セキュ
リティ、コントロールに関する高度な知識、技能および経験を有するプロ
フェッショナルとして ISACA（※）が認定する国際資格です。具体例を
交えた丁寧な解説と問題演習で、短期間で効率よく資格取得を目指せます。
※ The Information Systems Audit and Control Association：情報

システムコントロール協会

対象 監査部

時間 12 時間

形態 集合研修

人数 10 名

料金 1,500,000 円

監査コミュニケーションスキル研修
実効的な監査を行う上で必要不可欠なコミュニケーション能力の向上を目
的としています。相手を理解するスキル（ヒアリングスキル）、相手に理解
してもらうスキル（ライティングスキル）、相手に実行してもらうスキル（プ
レゼンテーションスキル）の 3 つ視点から学び、実践していただけます。
講義とワークの組み合わせで実施します。

対象 監査部

時間 3 時間

形態 集合研修

人数 40 名

料金 450,000 円

中 堅 管理職

中 堅 管理職

中 堅 管理職

※料金は研修時間、参加人数、研修内容などによって変動します。
　詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。

事例

事例

事例
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「今」、必要な研修とは何でしょうか。

グローバル化は当たり前、テクノロジーは日々進化を遂げ、さらに
は、誰も想像しなかった新型コロナウイルス感染症の蔓延など、企
業を取り巻く環境は驚くべきスピードで変化しています。このよう
な時代において、ビジネスパーソンに必要とされる知識やスキルは、
当然のことながら変わり続けています。

昨日の当たり前が今日の当たり前でなくなる今、実効性のある組織
の教育・研修とは何でしょうか。私は、普遍的な知識、実務に直結
した知識はもちろん、次代を見据えて常に見直し、改善を前提とし
た教育・研修こそ必要だと考えます。

弊社は 1995 年に米国公認会計士（U.S.CPA）の資格取得支援スクー
ルとして創業しました。4,000 人以上の U.S.CPA 合格者の輩出を
はじめとし、国際資格取得支援や学位取得支援を通して、ビジネス
パーソンのスキルアップに貢献してきたと自負しております。
さらに、会計や監査、マネジメントにおける世界標準の学習コンテンツは企業様から要望いただき、法人研
修という形でもご提供してきました。上場企業を中心に、これまでに 2700 社、延べ 27,000 人以上の方に
学習いただいております。
世界標準のコンテンツであることはもちろん、プレゼンテーションスキルの高い講師陣が皆様の効率的なイ
ンプットを後押し、企業様ごとの状況や時代に応じてカスタマイズをしていることも当校の特徴です。なぜ
なら、変わり続けることが「アビタス」の強みであるためです。

変わり続けるニーズに全力でお答えし、社員の皆様のスキルアップを通じて企業様の成長に今後も貢献して
いくことをお約束いたします。

message

アビタス代表

三輪 豊明 Toyoaki Miwa
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世界と戦える組織に

M&A契約実務研修
LOI（関心表明書）締結交渉から、デューデリジェンスの実施、最終契約
の締結、クロージングに至るまで、一連の流れを踏まえた権利主張や交渉
を意識した実践力を身に付けていただけます。

対象 M&A 契約実務
担当者

時間 7 時間

形態 集合研修

人数 23 名

料金 900,000 円

英語契約交渉研修
実際の契約書を使用し、英語での契約交渉を行う際の実務的な注意点や英
文契約交渉の進め方・ポイントを解説します。模擬交渉も取り入れた即戦
的な研修です。

対象 法務部

時間 ５時間

形態 集合研修

人数 5 名

料金 700,000 円

イノベーション発想研修
イノベーションの発想には一定のセオリーがあります。セオリーを習得す
ることで偶然に頼らない発想力が身に付きます。さらに、実例や実習を通
じて学ぶことで発想を業績にまで結びつける具現力も養っていただけま
す。

対象 業務職

時間 14 時間

形態 集合研修

人数 35 名

料金 2,100,000 円

中 堅 管理職

中 堅 管理職

新入社員 中 堅 管理職

※料金は研修時間、参加人数、研修内容などによって変動します。
　詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。

事例

事例

事例
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アビタスの資格講座

人材紹介
上場企業や外資系企業における経理・財務・税務・内部監査経験者、監査法人、税理士法人、会計・財務コンサルティング経験者など、
会計プロフェッショナル人材が多数登録しています。

翻訳（日本語・英語・中国語）
アカウンティングポリシーマニュアル・各種規定集・アニュ
アルレポート・内部統制関連文書、あるいは海外子会社への
業務指示書に至るまで、企業会計・財務に関する全ての翻訳
に対応します。

貸会議室
新宿・日本橋の駅直近の便利な立地で、少人数～最大２００
名まで対応できる会議室をご用意しています。
さまざまな目的・用途に合わせてご利用ください。

（プロジェクター・マイク・ホワイトボード完備）

U.S.CPA（米国公認会計士）
米国の公認会計士資格取得を目指します。
会計を中心とした総合的なビジネス知識と英語力を身に付けることができます。

CIA（公認内部監査人）
内部監査の国際資格取得を目指します。
オリジナル教材を使って、監査の基準や手続きなど基礎から実践までを体系的に学べます。

CFE（公認不正検査士）
不正対策の国際資格取得を目指します。
組織の不正対策に重要な４分野「財務取引と不正スキーム」「法律」「不正調査」「不正の防止と抑止」について学びます。不正に関す
るあらゆる知見を得ることで、リスクに対して評価・対応が可能になります。

CISA®（公認情報システム監査人）
情報システム監査の国際資格取得を目指します。
システムと監査の双方に対する知見を深めることで、実効的なシステム監査を行うだけでなく、ガバナンス、セキュリティなど
キャリアアップにつながる知識を得られます。

IFRS Certificate（国際会計基準検定）
IFRS（国際会計基準）の全ての基準について包括的かつ体系的に学びます。
英国の会計士協会であるICAEW（イングランド・ウェールズ勅許会計士協会）が主催する検定試験に対応しており、国際会計基準
の知識と理解を合格によっても証明できます。

UMass MBA（マサチューセッツ大学 MBA）
ビジネススクールの国際認証、AACSB認証を取得している米国マサチューセッツ大学のMBA（経営学修士号）取得を目指します。
基礎課程は日本語、上級課程は英語という二段階構成。オンライン講義を活用することで、キャリアを中断することなく本場米
国のMBAを取得できます。



ご相談・お問い合わせ
研修の詳細やお見積もりなどのお問い合わせは下記まで。

アビタス法人営業グループ
営業時間：9：30～ 18：30
定 休 日 ：土・日・祝

03-3299-3130
training@abitus.co.jp

御堂筋南口
神戸 JR線

大 阪 校

御
堂
筋

四
ツ
橋
筋

大丸梅田店

阪急
大阪梅田駅
阪急
大阪梅田駅
阪急
大阪梅田駅

阪急
うめだ本店
阪急
うめだ本店
阪急
うめだ本店

阪神百貨店
梅田本店
阪神百貨店
梅田本店
阪神百貨店
梅田本店

ヨドバシカメラ梅田ヨドバシカメラ梅田ヨドバシカメラ梅田

グランフロント大阪グランフロント大阪グランフロント大阪

ヒルトン大阪
ホテル
ヒルトン大阪
ホテル
ヒルトン大阪
ホテル

京都

JR東京駅JR東京駅
有楽町駅

中央通り

昭和通り

神田駅

八重洲中央口

八重洲校

八
重
洲
通
り

東京メトロ 銀座線・
東西線 日本橋駅
東京メトロ 銀座線・
東西線 日本橋駅
東京メトロ 銀座線・
東西線 日本橋駅

高島屋高島屋高島屋

スターツ八重洲
中央ビル
スターツ八重洲
中央ビル
スターツ八重洲
中央ビル

丸善丸善丸善
柳屋
ビルディング
柳屋
ビルディング
柳屋
ビルディング

ディーアイシービルディーアイシービルディーアイシービル COREDO
日本橋
COREDO
日本橋
COREDO
日本橋

東京メトロ 銀座線・東西線
日本橋駅 B1出口
東京メトロ 銀座線・東西線
日本橋駅 B1出口
東京メトロ 銀座線・東西線
日本橋駅 B1出口

角にキリンの像があります角にキリンの像があります角にキリンの像があります

KOSEの看板があるビルの
４階になります
KOSEの看板があるビルの
４階になります
KOSEの看板があるビルの
４階になります

JR新宿駅南口

甲州街道改札

高島屋タイムズ高島屋タイムズ
スクエアスクエア
高島屋タイムズ
スクエア

ファーストキッチン至初台

マクドナルド

甲州街道

サ
ザ
ン
テ
ラ
ス

新宿本校

ルミネ１ルミネ１ ルミネ２ルミネ２ルミネ２

サンルートプラザ新宿サンルートプラザ新宿サンルートプラザ新宿

JR東京総合病院JR東京総合病院JR東京総合病院

JR新宿ビルJR新宿ビルJR新宿ビル

JR東日本
本社ビル
JR東日本
本社ビル
JR東日本
本社ビル

代々木二郵便局代々木二郵便局代々木二郵便局

■新宿本校
〒151-0053
東京都渋谷区代々木 2-1-1 新宿マインズタワー 15 階
TEL：03-3299-3330

〒103-0027
東京都中央区日本橋 3-6-2 日本橋フロント４階

JR「東京駅」八重洲中央口から徒歩 5分
東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」B1出口から徒歩 3分

JR「新宿駅」南口から徒歩 5分
JR「新宿駅」甲州街道改札から徒歩 5分
都営地下鉄新宿線・大江戸線、京王新線「新宿駅」A1出口直結

TEL：03-3278-8800

■八重洲校 ■大阪校

TEL：06-6365-8660

〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町 8-1 梅田阪急ビルオフィスタワー 21階　

JR「大阪駅」御堂筋南口から徒歩 4分  
阪急「大阪梅田駅」から徒歩 3分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」から徒歩 2分

JR大阪駅

アビタス 企業研修

研修実施までの流れ
貴社のご要望を盛り込んだ研修プランをご提案します。

ニーズの
ヒアリング

・研修の狙い・内容、ご予算など、貴社ご要望の確認
・日程・研修会場の確認

・実施決定
・研修までのスケジュール、当日の流れなどを確認・調整

・研修の実施
・受講者アンケート実施

・アンケート結果のレビュー
・今後に向けてのご提案

・貴社のご要望に応じた研修プランのご提案
・お見積りのご提示ご提案

決定

実施

報告・
フォローアップ

trapanf_2009


