
経営に関する難題解決の                            事例や手法、 働く人々の 思いや業界最新情報を共有する月刊紙の                          事例や手法
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　　2月4日は「立春」でした。今1年間で最も寒い時期ですが暦の上では早くも春を迎えました。 これから様々

な業界が春商戦に入ります。 私たち観光業界も頭を切り替え春のプロモーションを展開しましょう。

　

  代表取締役　小泉壽宏

KBSは「HANDS ON型」で、観光・サービス業界を支援します。http://www.kbsbiz.com　E-Mail ：info@kbsbiz.com
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会社ぐるみでプロの講師を招いて教育を受けさせることが難しい企業様向けに 「一人でも参加できる」 研修として開発

し今回で 3回目、 4回目を迎えます。 若手ビジネスマン向けにビジネスマナーからチームビルディング、 おもてなし等

座学だけでなくアウトドアでのアクティビティをカリキュラムに取り入れながら学んで頂く1泊 2日の合宿型研修です。

　右の図表はハチ高原周辺地域への入込客数の推移です。 2009

年の落ち込みは世界的に猛威を振るった新型インフルエンザによる

学校関係の行事の中止等が考えられますが、 そこからの回復傾向

にあるとはいえリーマンショック （2008 年） 以前の水準に戻ってお

りません。 ハチ高原は兵庫県や大阪府の小学校、中学校を対象と

した自然学校やスキー教室等課外学習の受入を中心に発展したリ

ゾート地です。 しかし昨今の少子化の流れを受け生徒数が減少し

それに伴い入込客数にも影響が生じています。

　このような状況を踏まえ、 KBS ではハチ高原の観光での活性化を

図るためにはターゲットを子供だけでなく大人にも広げ、 新たな需

要を創出する必要があると考えております。 「旅学級」 を通じて 「子

供だけでなく大人も学べる場」 として新たな滞在シーンを確立した

いと考えております。

■ハチ高原で行う背景

春季 ： 2017 年 5 月 17 日（水）～18 日（木）　 秋季 ： 2017 年 10 月 4 日（水）～ 5日（木）

場所： 兵庫県養父ハチ高原　ロッジ万両

参加費用 ： お一人様 40,000円（消費税別途）（2 日間の研修費用＋ 1 泊 3 食付き ： 現地までの交通費は含みません）

大自然の中でビジネスの基礎力を学ぶ合宿研修

今年も兵庫県ハチ高原で「旅学級」を開校します！
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ハチ高原周辺地域（鉢伏・氷ノ山・東鉢伏）の入込客数推移

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
168 156 124 139 136 144 157 155

参考：兵庫県　平成 26年度観光客動態調査

（単位：千人）

KBSの研修事業・新旅行流通事業



Together 2017.2 No.148- ２-

兵庫県養父市のハチ高原といえば、 スキーや林間学校、 ハイキングと、 関西在住の人たちにはなじみの深いリゾート地。 四季折々の美しい大自然

に抱かれて、 心清らかになれる場所として人気です。 ここを会場に今年も1泊 2日の合宿型研修 「旅学級」 が開校されます。 多くのビジネスマン

を輩出した経験豊かな大倉啓克先生＆旅のノウハウを生かしたKBSの研修は魅力いっぱい。ぜひご参加下さい。３月には説明会もあります。(増田）

関西本部 ： 〒661-0003　兵庫県尼崎市富松町3丁目1-5-203　　TEL:06-6423-5561/FAX: 06-6423-5571

東京本部 ： 〒151-0053　東京都渋谷区代々木2丁目23-1-766　TEL:050-3452-2488

沖縄支店 ： 〒900-0012　沖縄県那覇市泊2丁目1-18 T&C泊ビル4階　　TEL:098-917-0117/FAX:098-943-1501

＜関連会社＞ネクストサポート株式会社 （事業再生コンサルティング）

 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-20 マスイビル６階　　 TEL:06-6282-7226/ FAX:06-4707-3855 地域オフィス： 関西 ・ 東京 ・ 沖縄

■ 「旅学級」 のカリキュラム （内容は変更になることもあります）

■ 「旅学級」 の魅力

　「旅学級」 は研修テーマを 「成長が加速する若手・中堅社員に

必要な 4つのチカラ！コミュニケーション力、 チームビルディング力、

ホスピタリティ力、目標設定・達成力を鍛える」 と設定しています。

また童心に返って楽しく研修をしていただくためカリキュラムに 「理

科」 「工作」 「体育」 「家庭科」 の要素も織り込んでおります。

＊その１　お手頃価格でプロの講師による研修が受けられる！

　　「旅学級」 は企業研修で多くの実績を持つ㈱アフェクト社と KBS

との共同事業で行っております。 ㈱アフェクトの代表で 「旅学級」

のスクールマスターでもある大倉啓克先生による渾身の研修から多

くの若手ビジネスマンが育ちました。 知識、 情報の伝達にとどまら

ないプロの講師の研修を是非お試しください。

＊その２ 他の企業の同世代の人との交流が生まれ、

 視野や人脈が広がる！

　　「旅学級」 は様々な業界の方に参加いただける研修です。 座学

のみならずアウトドアでのカリキュラムを始め寝食を共にすることで仲

間意識が芽生えます。 「旅学級」 が終わってからも参加者間の交

流が続くのも合宿研修ならではの魅力です。

＊その３　アウトドアでのアクティビティで研修効果アップ！

　　「旅学級」 のカリキュラムには、 薪と鍋を使った飯炊き （兵庫

▲チームビル
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県では阪神淡路大震災の教訓を生かし自然学校ではあえて飯ご

うを使わず家庭にある鍋で飯炊きを行います） やオリエンテーリン

グにあるヒントを用いて事業計画をつくるビジネスオリエンテーリン

グ等野外で行うカリキュラムがあります。 都会で会議室に籠って行

う研修よりも集中力が増し研修効果は向上します。

■どんな研修か知りたい！そんな方のためにミニ研修＆説明会を開催します。

　　「旅学級」 のエッセンスの詰まったミニ研修＆説明会を下記のと

おり開催します。 「新入社員に参加させたい」 「ウチの若手にも経験

させたい」 そんなお考えをお持ちの経営者の方、 人事担当の方、

部門長の方、 ぜひご参加ください。 （参加費無料：予約制）

【集合】 JR 八鹿駅 （12 時 30 分） または現地集合 （13 時）

 ※昼食を済ませてお集まりください

13:00 開校説明会

13:15 チームビルディング＆コミュニケーション　本講座

 　 ・ チームビルディング研修

 　 ・ コミュニケーション研修

 　 ・ ホスピタリティ研修

18:00 入浴

19:00 夕食

20:30 星座観察　 理科

21:00 チームビルディングゲーム　 工作

6:30 ラジオ体操で心地よい目覚めを。

7:00 朝食

8:00 オリエンテーリング　 体育

 　 ・ 課題発見ワーク

 　 ・ 課題解決ディスカッション

11:00 鍋を使った飯炊き　　家庭科

 　 ・ チームワークの訓練

13:00 振り返りと目標設定　　本講座

 　 ・ 目標の正しい設定方法

 　 ・ 目標達成への本気の目標発表

【解散】 現地 （16 時） または JR 八鹿駅 （16 時 30 分）

 〜お疲れ様でした！！〜
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＊兵庫但馬会場 ： 2017年3月9日 （木） 14：00～16：00　

　　　場所 ： 豊岡稽古堂　豊岡市中央町2－4　豊岡市役所敷地内

＊大 阪 会 場 ： 2017年3月14日 （木） 18：30～20：30

　　　場所 ： 大阪産業創造館　大阪市中央区 1－4－5

お申込み ・ お問い合わせは

株式会社アフェクト　研修事業部へどうぞ！

TEL: 06-4707-3888　FAX:06-4707-3855
Eメール：aff ect@tea.ocn.ne.jp

皆様のご参加

をお待ちいたして

おります！

大
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倉啓
ひろかつ

克 （株式会社アフェクト代表取締役）

大学卒業後、 大手不動産販売会社に入社。 営業、

マーケティング、 教育、 マネジメントなどの分野を

経験。自分の営業力を伸ばすだけでなく、 チーム

営業力の強化により業績を劇的に上げる。 1999 年、

「世の中にない影響 （Affect） を与え続けることを使

命」 とする、 教育研修・人材プロデュース会社である株式会社アフェ

クトを設立。 研修・セミナーでは、 知識やテクニックだけではなく、 経

験談や想いを多く交えて、 受講者の気づき・考え・行動・ ・継続 （＝

４K） を促進・創造する 「本気にさせる感動講師」 として活躍している。
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