
「文化通信セミナー特別会員サーピス開柑」
H 的別に、担当業務毎に、

社員の誰でも参加できます。

◆文化通信セミナ ーとは

出版業界のトピックや新事業など、キー パー ソン、フロントランナー を講師に迎え、

通年セミナー、月例セミナー、連続セミナーなどをバラエティ豊かに開催します。

◆特別会員とは

「特別会員」とは、主催が「株式会社文化通信社」のセミナーにおいて割引が適用され

る会員制度です。

特別会員になると受講料が「無料となるセミナ ー 」と「割引価格となるセミナ ー 」が

あります。いずれもその特典は、 コー スごとに年間2名様、もしくは年間5名様※まで

利用することができます。※詳細は後述

また文化通信セミナー は年間スケジュ ー ルが決まっておりますので、社貝に受講さ

せたいセミナー をあらかじめ計画することが出来ます。

ぜひ貴社の計画的な社貝教育にお役立てください。

◆特別会員の特典

＊文化通俯セミナー を無料、もしくは割引価格にてご参加頂けます。

＊どのセミナー も、2名もしくは5名様（ご契約 コースにより）が参加できます。

メンバー はセミナー 鉦に入れ替えが可能です。

＊特別会貝様には優先的にセミナー 情報をお知らせします。

＊特別セミナ ー として財務、人事セミナ ー を年2回開催、御社の経理、人事の方に有意

義なセミナーにご参加頂けます（別途実費）。

＊弊社グルー プ会社味の手帖社主催のグルメツア ー を催行。話題の店の特別メニュ ー

が味わえます（別途実費）。

ビジネスに必要な基本的な知識やスキルを習得するのに

最適なプログラムをお届けします。

お問い合わせ

株式会社文化通信社 事業企画室

事業企画室長 宮崎智子 miyazaki@bunkanews.jp 

孫維 i_son@bunkanews.co.j p 

Tel: 03-3812-7 466 Fax: 03-3812-7 465 



一

2022年度年間開催予定は

以下の通りです。

◆以下のセミナ ー に無料でご参加頂けます（内容は変更の可能性があります）

5月開催予定：「出版DXを学ぶ」連続セミナ ー(3回）

7月開催予定：「電子書籍を知り尽くす」連続セミナ ー(3回）

9月開催予定：「キ ー パ ー ソンに聞く」連続セミナ ー(4回）

11月開催予定：「出版マ ー ケティングのすべて」(6回）

1月開催予定：「出版プロモ ー ションのすべて」(6回）

※セミナーはいずれも1講座8,000円の受講料を想定しており、
入会されると大変お得です！

◆その他のセミナ ー も特別価格でご参加頂けます

「新春特別フォ ー ラム」

「特別セミナ ー」「緊急セミナ ー」→特筆すべきトピックがあった場合などに開催します

※これまでの文化通信セミナーは別添でご覧いただけます

◆特別会員年会費

＊スタンダー ドコ ース：年間 12万円（税込）→月額相当額 10,000円

※各セミナーに2名様までご参加頂けます

＊プレミアムコ ース：年間25万円（税込）→月額相当額20,833円

※各セミナーに5名様までご参加頂けます

●適用期間は、1年間(2022年4月～2023年3月の開催セミナー）です。

●お申込みいただいた法人様のみで有効です。

●年会費は入会時に一括でお支払いいただきます。
尚、年会費は返金いたしませんのでご了承ください。
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*2020年2月 〈文化通信連続フォ ー ラム〉

「出版プロモ ー ションのすべて」

ポプラ社 山科博司氏
8 経BP 阿部有希氏
H本出版販売古幡瑞穂氏
書籍舒門PR 奥村知花氏
Twitter Japan 出版広告担当
ピ ースオブケイク 志村優衣氏

過去開催実績

*2019年7月 〈文化通信緊急セミナー〉

「出版流通／今そこにある危機と未来」
ト ーハン代表取締役社長 近涌藝齢U梵氏

*2019年12月〈文化通信セミナー〉

「サイボウズが出版事業に見出した可能性」

サイボウズ株式会社 大槻幸夫氏

株式会社ライツ社 大塚啓志郎氏

’'国＇証看 冒ご．罰讀 璽喜m．星濯

*2020年
4月～5月

〈緊急オンラインセミナー〉

「コロナ禍における書店のいま」

ふたば書届代表取締役社長 洞本；昌哉氏

有隣堂取締役副社長 松信健太郎氏

今野書店代表取締役今浬f英治氏

*2020年8月 〈文化通信セミナー〉

·;mE看

「ヒット作を生み出すための思考方法 一 」

アスコム 柿内尚文編集局長

*2020年9月 〈文化通信セミナー〉（ドイツ中継）

「出版流通の「ドイツモデル」を支える最大手取次リブリとは
ー「即日配送サ ー ビス」やEC、PODなどの実情ー

」

リブリ社 シュテファン ・ ブアマイスタ ー

一

*2020年11月〈文化通信セミナー〉

「重版率60％のライツ社に見る出版社の可能性
～創業4年の足跡と展望を語る～」

大塚啓志郎氏 高野翔氏

鼠閉E買．雹i,



*2021年1月 〈文化通信連続セミナー〉
「NewNormalにおける出版事業とは」

書店営業人材マネー ジメント、出版DXの実践—」

株式会社パイインタ ーナショナル 三分:ft要狂t

株式会社リクルートマネジメントソリュー ションズ ti野清『一·t\:
株式会社KADOKAWA Connected 各務茂雄氏

*2021年2月 〈文化通信連続セミナー〉
「キ ーパー ソンに聞く「出版業界のこれから」」

株式会社メデイアドゥ 新名新氏
H本出版販売株式会社 奥村最二氏
株式会社ポプラ社 f身ど足,�

*2021年6月 〈文化通信セミナー〉
「事業投資会社傘下入りで気づいた出版社が持つ価値
ー最高益を記録した実業之日本社の構造改革とは一」

実業之H本社 岩野裕一氏

*2021年9月 〈文化通信セミナー〉
「2億PVを獲得したWebメディアの作り方一

編集者のlTスキルが成否を分ける」
株式会社講談社 長尾洋一郎氏

*2021年10月〈文化通信経営者セミナー〉
「変革の時代に出版社経営者は何をすべきか」

株式会社メデイアドゥ 藤田恭嗣氏
GCA株式会社 渡辺章博氏
株式会社イー ド 宮川洋氏

＊通年セミナ ー 「出版人育成講座」全12講座 開催中

「出版ビジネスを学ぶ」
H本出版販売株式会社 中西淳一氏
株式会社ポプラ社 ，k盛史雄氏

「出版営業を学ぶ」

株式会社コルク 佐渡島庸平氏

株式会社中央公論新社 リuh側狂t

株式会社有隣堂 永堀太朗氏
株式会社語研 高島利行氏

「出版プロモ ー ションを学ぶ」
グー グル合同会社 中村全信氏
Twitter Japan 谷本晴樹氏
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note株式会社 志村
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