
研修名

研修日程

参加費は下記ご参照:（清算日により異なります）

[A 早割り] 4月21日（金）までに入金清算完了

[B 通常]    5月26日（金）までに入金清算完了

[C 直前]    6月23日（金）までに入金清算完了

2. 研修会場

ミーティング・ルーム　 Lily（百合廟）

Best Western Plus Hotel Hong Kong

華大盛品酒店

www.bestwesternplushotelhongkong.com

3. PDU

お申込みサイト： https://www.mgmtsol.co.jp/news/7041/   PMI、PMP、PgMP, PMBOKはPMI Inc.の登録商標

・日本<->香港会場の移動交通費、香港での宿泊は含まれません、各自手配をお願いします。
３０８Des Voeux Rd. West, Hong Kong

香港徳輔道西308號

e-mail: hotel@bestwesternplushotel.com

Tel: +852 3410 3333

・参加者は最大 24 PDU、あるいはPMP®受験公式研修時間　最大24時間を取得可能

（内訳:ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ10PDU, ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ&ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 7PDU, ﾃｸﾆｶﾙ 7PDU）及び ITC実践力ポイント6.0

リーダーとしてあるべき姿のトレーニングですので特に問いません。リーダー・ポジションの方や候補予定者が参加ください。

全て英語によるコースです。　英語力：TOEIC　600点以上及び同等レベルの英語力が望ましい。

グローバル・リーダー・トレーニング　香港 2017　　　　 ( 4日間コース ) 

2017年7月25日（火）- 7月28日（金）　24日（月）、29日（土）は、各自で手配いただく移動日です。

1. セミナー

    参加費

参加料（税別）

320,000円

380,000円

480,000円

・上記に含まれるもの: 　　①研修費②研修期間中の昼食（3回）、コーヒーブレイク（6回）

　注）4日目の昼食、コーヒーブレイク、深圳への往復交通費は提供されません、各人負担です

・振込口座情報：りそな銀行　虎ノ門支店　普通 0068868　カ）マネジメントソリューションズ

☆PMBOK®等 PMI標準準拠トレーニング 　　              　お問合わせ  mailto:training@mgmtsol.co.jp

MSOL主催『グローバル・リーダー・トレーニング香港 2017』

 
                                                                                            　　　　　　　　　　協賛 MSOL-TW

☆アジアからの参加者との共同トレーニング・ワークショプ　　　　開催場所: 香港 

☆研修日程: 7月25日（火）- 7月28日（金）　4日間 　　　　　参考移動日：出国7/24（月）、帰国7/29（土）

Venue

研修概要

PMOサービスを提供している（株）マネジメントソリューションズ（MSOL）では、創業以来、お客さまのプロジェクト/プログラムを効果的に

かつ成功裏に終結させるべく支援を提供しています。　支援で得られた経験として、お客様としてのリーダーシップの強化育成が大変重要であ

るとの教訓を得ています。これに基づき、アジア各国の現役PMたちのリーダーシップに直接触れ、一緒にトレーニングできる機会を企画しまし

た。　需要が高まるばかりのリーダーシップを発揮できる貴社の中心となる人材育成にご活用ください。海外で実施するPMI標準準拠の「グ

ローバル・リーダー・トレーニング」です、日本を離れ香港にて4日間開催いたします。使用公式言語は英語です。2016年には実施できな

かった意見交換会を 4日目に設定。中国深圳にあるファーウェイ本社を訪問し、ファーウェイ社が推進するプログラム、PMO、リスク、リー

ダーシップなどについて意見交換会を予定しています。

本研修では、グローバル・リーダーの役割を持つマネジャーやリーダーが直面するいろいろな問題を、各国から参加のメンバーと一緒に考え・

話し合うことにより、実際にグローバル案件に立ち向かう姿勢や役立つ方法を学んでいただきます。チームに分かれ、チームメートと課題に対

するソリューションを導き出します。その過程で、チームメートとのディスカッションや役割分担、ソリューションのまとめ作業、チーム代表

としてのプレゼンテーション、他チーム成果の評価ディスカッション等を通じてリーダーとしての素養や勘所を習得していきます。

講師は、グローバル・プロジェクトの経験豊富な日本人（英語堪能）講師と米国人シニア・トレーナーがペア担当し、コース・マネジャーとし

てMSOLトレーニング事業部が同席します。参加者も、中国、台湾、香港などからグローバル・プロジェクトに携わっているPM達がスキルの維

持・研鑽のため参加し、彼らとチームワークで進めていただき異文化交流の貴重な機会にもなります。

到達目標

グローバル・ビジネス／プロジェクトで活躍できるグローバル・リーダーの育成を目指します。

研修コース講義日程　（ご注意：下記内容は、プログラムも含め、変更されることがあります）

・同一行動は上記赤枠内です。

・トレーニングの一環として、トレーニング前後の日程、会場までの移動、宿泊先は参加者各自が手配いただき、自由に

　行動設計をしてください、コース参加費には含まれません。初日に自己紹介で簡単に参加目的などを共有させてください。

対象者

プロジェクト・マネジャー、リーダー、または管理者、営業職、研修担当者、製品開発者など国内またはグローバルなビジネス/プロジェクトに

携わる方。PMI標準準拠ですので、PMP®等のPMI資格受験予定の方もご参加ください。本コースを受講することで英語コミュニケーションとは

何かも経験していただきます。グローバル案件に参加されるすべての方にお薦めです。



Course 

Date

Venue

Lily Conference Room（百合廟）

Best Western Plus Hotel Hong Kong

華大盛品酒店

www.bestwesternplushotelhongkong.com

PDUs

Sponsor

Registration:

PMI, PMP, PgMP and PMBOK are registered trade marks of PMI Inc.

Training Services Division, Management Solutions Co., Ltd.

https://tlp.edulio.com/msol/seminars/detail/122

July 25 - July 28, 2017 (3-day workshop and 1/2 day business exchange session)

Fee

Registration(Payment settlement) & Training Fee:

  Early registration by 21 April (Fri)     JPY 320,000 (w/o TAX)

  Regular registration by 26 May (Fri) JPY 380,000 (w/o TAX)

  Late registration by 23 June (Fri)     JPY 480,000 (w/o TAX)

by money transfer to Management Solutions, Co., Ltd. via Risona Bank, Toranomon Branch, regular

account #0068868

Training includes the following:

(1) Lunch (Three times)   (2) Coffee break (Two times daily during workshop sessions)

Travel fee to Shenzhen, lunch, and coffee break on the 4th day are not included in the training fees

308 Des Voeux Rd. West, Hong Kong

香港徳輔道西308號

e-mail: hotel@bestwesternplushotel.com

Tel: +852 3410 3333

Maximum 24 PDUs for PMI credential holders

  Course or training [Leadership 10 PDUs, Strategy and Business Management 7 PDUs,

                                Technical 7 PDUs ]

or 24 contact hours for PMI credential exam candidates　and ITC proctitioner PT 6.0

Global Leader Training in Hong Kong, 2017 

Global Leader Training 2017
                     Sponsored by Management Solutions, Co., Ltd. & MSOL Taiwan

* Joint Training Workshop in Hong Kong with business leaders from Japan and across Asia

* Date: 25 July to 28 July, 2017       3-day workshop + 1/2 day business exchange/networking session

* PDUs: 24 PDUs or Maximum 24 Contact hours for PMI PMP
®
, PgMP

®
 Exam candidates

* Training conducted under PMI standards (PMBOK
® 

Guide )　　Contact: training@mgmtsol.co.jp

Description:

This training course is designed by the Training Division at Management Solutions Co., Ltd. (MSOL)  in cooperation with PMI Taiwan.

MSOL is a leading expert in the practice of professional PMO consulting services.

  In today’s complex business environment, global project success depends on combination of the knowledge of and leadership skill in

project/program management.

 In this 3-day session, attendees will learn how to manage global projects using best practices from some of the most successful global

business leaders. In addition, we will hold a half-day information exchange session with Huawei, Shenzhen in China.

 This training will help you push leadership skills to the next level of performance, productivity, and effectiveness. In addition, this

course includes a half-day networking and business exchange session with major Chinese firms to build your leadership competency.

 This is an excellent opportunity not only for learning the practical techniques of project management but also for learning real-life

communication skills across several cultures.

 Attendees from various countries (China, Taiwan, Hong Kong, South Korea, India and so on) are welcome.

Goal:

To become a leader who can successfully support global businesses as well as global programs and projects.

Schedule:  Subject to change without notice.

https://tlp.edulio.com/msol/seminars/detail/122

