書 籍 社員一人ひとりのコンプライアンス・ハラスメント 教育の徹底に！
全社員向け イラスト＆ケーススタディー80

管理者向け イラスト＆ケーススタディー50

80777

83924

実践！コンプライアンス
A5判・並製・80ページ

［監修］田中宏司
［編］一般社団法人

実践！コンプライアンス［上級編］

価格：本 体 600円+税

経営倫理実践研究センター

〈本書の内容〉

A5判・並製・128ページ

［監修］田中宏司
［編］一般社団法人

一般書店では
販売して
おりません

価格：本体 1,000円+税

経営倫理実践研究センター

〈本書の内容〉

信頼される企業人として コンプライアンスの考え方
身近なケースに学ぶ コンプライアンスの実践

一般書店では
販売して
おりません

管理職にとってのコンプライアンス
身近なケースに学ぶ コンプライアンスの実践

・職場において
・お客さま・消費者に対して
・取引先に対して
・情報・ネットトラブルに関して
・株主・投資家に対して
・社会に対して

◎ケーススタディーの活用方法
・労務管理
・職場において
・ネットトラブル
・取引先・顧客との関係
・社会との関係
・外国との関係
◎行動振り返りチェックリスト

2019

社内コンプライアンス・ハラスメント教育の

一層の充実を支援！

コンプライアンス教材

（ＤＶＤ・書籍）キャンペーン
社員が意欲的に仕事に取り組むには、公明正大な職場づくりが大切。
その実現は、一人ひとりのコンプライアンス・ハラスメントへの意識向上から。

今が

ラインナップ 充 実の

（本体価格）のご購入で
上
以
円
万
20

10% O日FまFで！
2019年

10月31

木

39537

★ご相談ください 映 像データのサーバ格納 〜全国の拠点・事業所でいつでも同じ内容の教育が可能！

ＤＶＤを動画データに変換し、
貴社のサーバなどに
アップロードします。
価

格

250,000円（税別）〜

価格 : 本体 60,000円＋税
［監修］鈴木瑞穂（コンサルタント、インストラクター）［企画協力］㈱プロネクサス
MP4

WMV

MP4、WMVなど

※上記以外にも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

納 品 形 態

原則ＤＶＤ-Ｒ（１枚）

※大容量データ転送サービスを使った納品も承っております。

期

間

納 品 期 間

原則１年（契約内容による）
ご発注後約１カ月で納品

お問い合わせは
京都

京都市南区西九条北ノ内町11

TEL ０75 - 681-5419
FAX ０75 - 681-5699

〒135-8137
東京

軽い気持ちでの行動が、大きな企業不祥事に！
今や「コンプライアンス」は企業活動には欠かせないものになりました。
そして上司は、
職場からコンプライアンス違反を一掃するという重責を担っています。
本DVDは、
5つのケースドラマを通じて
（1）
企業コンプライアンスの本質
（2）
違反の起こらない職場風土づくりのポイント
（3）
上司としての姿勢・責任
を解説しています。
貴社のコンプライアンスを実践する職場風土づくりのために、
そして、
誰からも信頼される企業活動を
するために、
ぜひ本DVDをご活用ください。

コンプライアンスとどう向き合うか

株式会社ＰＨＰ研究所 第二事業普及本部

〒601-8411

違反をしない姿勢・させない責任
DVD 全1枚（約71分） 活用の手引き付

※品目によって価格が異なります。
※上記にＤＶＤ１本の購入費用が加わります。

動 画 形 式

上司のコンプライアンス

東京都江東区豊洲5-6-52 ＮＢＦ豊洲キャナルフロント

TEL ０３-３５２０-9632
FAX ０３-３５２０-９６48

PHP人材開発 https://hrd.php.co.jp/

ケーススタディ 上司が違反を犯す場合

・ケース1：協力会社との付き合い方
・ケース2：
「今まで通り」でいいのか？

ケーススタディ 部下が違反を犯す場合

・ケース1：職場を見渡してみると…
・ケース2：社員同士の関係が…
・ケース3：SNSの使い方を間違えると…

上司のハラスメント

『私たちのコンプライアンス』
Ⅰ〜Ⅲの難易度レベルは同一（若手向け）です。
ご希望の事例を収録した巻をお求めください。

グレーゾーンをなくそう！

価格：本体 各45,000円+税 ［監修］田中宏司（BERC理事･首席研究員）
［企画協力］一般社団法人 経営倫理実践研究センター（BERC）

私たちの
コンプライアンス

37747

今、求められる
一人ひとりの責任ある行動

DVD 全1枚（約75分） 活用の手引き付

私たちの
コンプライアンスⅡ

37790

考えよう！
あなたの行動、あなたの発言

DVD 全1枚（本編約65分・クイズコーナー約40分） 活用の手引き付

職場において
お客様・消費者に対して
取引先に対して
社会に対して ほか

私たちの
コンプライアンスⅢ

37868

「知らない」ではすまされない！
社会人の責任
DVD 全1枚（約90分） 活用の手引き付

会社の経営理念を
理解していない
上司の指示が
おかしいと感じたら
なぜお客様の声が
大切か
取引関係を利用して
無理なお願いをした

「会社のため」
って
どういう意味？
社員の権利って？
SNSが原因で
トラブルに…
いろいろな
働き方がある ほか

DVD 全1枚（約72分） 活用の手引き付 価格 : 本体 60,000円＋税
［監修］社会保険労務士法人 トムズコンサルタント 河西知一（特定社会保険労務士）／小宮弘子（特定社会保険労務士）
［企画協力］㈱プロネクサス

何がアウトで何がセーフか ――
あなたは理解していますか？

ハラスメントがない職場 ――。
それは、一人ひとりがやりがいや働きがいをもって能力を存分に
発揮できる職場です。
その実現のためには、上司・管理職がハラスメントの知識と考え方をメン
バーに啓発し、
グレーゾーンをなくしていかなければなりません。本DVDでは、
実際に起こりがち
なグレーゾーンのケースをドラマを使ってわかりやすく解説。
回避ポイントを学ぶことができます。

DVD

106,667円+税 単品価格：本体 28,000円+税

①［監修］相澤英孝（一橋大学教授）

②［監修］木目田 裕（弁護士）
［企画協力］廣瀬 香（弁護士）

これだけは知っておきたい「知的財産法」

これだけは知っておきたい「インサイダー取引」

これだけは知っておきたい「独占禁止法」
これだけは知っておきたい「下請法」
37769

DVD 全1枚（約50分） 活用の手引き付 価格：本体50,000円+税
［監修］田中宏司 ［企画協力］一般社団法人 経営倫理実践研究センター

ケースで学ぶ

5Sなんて面倒だ

倫理ヘルプラインにセクハラの訴えが？！

労災かくし を指示された

工場も従業員も地域の一員

39538〜39547

トラブル回避のための人事労務知識シリーズ
DVD 全10 枚（1枚 約30〜40分）

セット価格：本体 180,000円+税 単品価格：本体
［監修］
ヒューマンテック経営研究所 ［解説］藤原久嗣

◎導入編

① なぜ、今、リスクマネジメントが求められるのか？

◎就業管理編

②「労働時間」に関するケーススタディ
③「休日・休暇」に関するケーススタディ
④「残業削減対策」のケーススタディ

18,000円+税

◎雇用管理編 ⑤「パート・契約社員」に関するケーススタディ
⑥「服務規律・懲戒」に関するケーススタディ
⑦「退職・解雇」に関するケーススタディ

◎危機管理編 ⑧「セクハラ」に関するケーススタディ

※貴社の実状に合わせて、教育テーマを選択できます。
自由に組み合わせてご活用ください。
※本DVDは
『トラブル回避のための法律知識シリーズ』
（2006年発刊／2008年改訂）
の内容を改訂・改題したものです。
2019年4月1日法施行に合わせて改訂しています。

⑨「個人情報」等に関するケーススタディ
⑩「メンタルヘルス」に関するケーススタディ

ハラスメントのグレーゾーン
ケーススタディ：パワハラ
ケーススタディ：セクハラ
ケーススタディ：マタハラ

39528

お互いを思いやる職場づくりのために

DVD

全1枚（約50分） 活用の手引き付 価格 : 本体 54,000円＋税

［監修］野口＆パートナーズ法律事務所 野口 大（弁護士）／大浦綾子（弁護士）
［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）

セクハラはあってはならないこと 。誰もがそう理解しています。
しかし、
セクハラはなくならないのが現状です。その原因を理解することが、
セクハラ防止の
第一歩ではないでしょうか。本DVDでは、多様化するセクハラをドラマで再現し、丁寧に解説
しています。

上司があいさつを返してくれない

法改正に対応！

PART1
PART2
PART3
PART4

セクシュアル・ハラスメント

複雑化・多様化するセクハラ対策に！

◎コンプライアンスの考え方

自転車通勤で定期代を浮かせた

全1枚（約86分） 活用の手引き付 価格 : 本体 60,000円＋税

職場に潜むグレーゾーンは、
対応を間違えるとハラスメントに発展したり、
職場風土や人間関係
に悪影響を与えるケースも少なくありません。本DVDはケースドラマを通してグレーゾーンへの
対応のポイントを学ぶ内容です。難しいからと目を背けることなく、
正しく対応してハラスメントを
未然に防ぐために本DVDをぜひご活用ください。

モノづくりの基本はルール・マナーの徹底から

産業ゴミの試作品を持ち帰った

39548

グレーゾーン対応のポイント

何がアウトで何がセーフか――
上司として、グレーゾーンとしっかり向き合えますか？

③［監修］木目田 裕（弁護士）
［企画協力］沼田知之（弁護士）
④［監修］木目田 裕（弁護士）
［企画協力］美崎貴子（弁護士）

あなたが守る！製造現場のコンプライアンス

法令なんて自分たちには関係ない？

グレーゾーンケース パワハラ

・ できる社員 に仕事が集中した結果…
（収録ケース）
・低い評価を不満に思った社員が… ほか

［監修］社会保険労務士法人 トムズコンサルタント 河西知一（特定社会保険労務士）／小宮弘子（特定社会保険労務士）
［企画協力］㈱プロネクサス

DVD 全4枚（1枚 約19〜23分） 活用の手引き付

セット価格：本体

・ビジネスにふさわしくない服装を指摘したら…
（収録ケース）
・好き嫌いでセクハラを判断する社員に… ほか

上司のハラスメント2

37804〜37807

企業コンプライアンス編

ハラスメントとは何か
ハラスメントのグレーゾーン
グレーゾーンケース セクハラ

ケースで学ぶ

ほか

早わかりシリーズ

39525

ケースで学ぶ

なぜ、セクハラがなくならないのか
セクハラ ケーススタディ
ケース1
ケース2
ケース3
ケース4
ケース5

飲み会の席での冗談が…
相手も好意があると思っていたが…
セクハラの相談を受けたが…
ジェンダーについての発言をした
LGBTへの理解

マタニティ・ハラスメント

39517

働きやすい職場づくりのために

DVD

全1枚（約40分） 活用の手引き付 価格 : 本体 54,000円＋税

［監修］野口＆パートナーズ法律事務所 野口 大（弁護士）／大浦綾子（弁護士）
［企画協力］茅切伸明（㈱ヒューマンプロデュース・ジャパン代表取締役）

妊娠・出産・育児を理由にした
ハラスメントが社会的な問題になっています。

本DVDは、
2017年1月1日に施行の「改正男女雇用機会均等法」および「改正育児・介護休業法」
にもとづいた解説・ケースドラマを通してハラスメントを防止するための正しい考え方を学ぶ
ものです。互いに思いやり、
助け合える。
そして、
社員一人ひとりが存分に力を発揮できる――。
そんな職場づくりの一助に、
ぜひご活用ください。

マタニティ・ハラスメントとは
ケーススタディ1

明らかなハラスメント

・暗に退職を強要する

ほか

ケーススタディ2

ハラスメントの境界線を理解する

・安全配慮のための発言をした

ほか

