
時間 開催日 研修名

大阪開催 大阪開催
時間 時間開催日 開催日研修名 研修名

大阪開催

コミュニケーション研修～人間関係促進編6月1日(木)

6月1日(木)

6月1日(木)

6月1日(木)

6月2日(金)

6月2日(金)

6月2日(金)

6月2日(金)

アサーティブコミュニケーション研修

分かりやすい説明の仕方研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

接客サービス・接客マナー向上研修

ＬＧＢＴ研修～ダイバーシティ＆インクルージョンを
実現する

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

組織のタイムマネジメント研修～管理職の立場
から組織の効率化を目指す
ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキ
ル習得編

リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学ぶ

説得力強化研修～ディベートによる能力開発

研修講師養成研修

次世代リーダー研修～スキルアップ編「リーダー
として必要なスキルを習得・確認する」

仕事の意欲向上研修

ロジカルシンキング研修6月5日(月)

6月5日(月)

6月5日(月)

6月5日(月)

6月5日(月)

クレーム対応力レベルアップ研修～対応の難し
い苦情対応のスキルを向上する

ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う

（半日研修）コンプライアンス研修～個人情報
保護、情報セキュリティ、ＳＮＳのリスクを知る編
中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を
出す！

ベテランのためのビジネスマナー研修

提案書の作り方研修

6月6日(火)

6月6日(火)

6月6日(火)

6月6日(火)

6月6日(火)

２年目フォローアップ研修

オペレータースキル向上研修～相手が満足する
トークスキル

管理職研修～「予算」から見る管理職の役割編

業務フロー作成研修

事務職のための業務改善研修～オペレーション
ミスを防止する編
リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

パワーポイントプレゼンテーション研修

現場マネージャー研修

ファシリテーション研修

コメント作成力強化研修～お客様との会話を正
しく記録する力向上編
（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ２０１０

6月7日(水)

6月7日(水)

6月7日(水)

6月7日(水)

6月7日(水)

（半日研修）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｆｆｉｃｅ研修
～Ｅｘｃｅｌ２０１０

研修担当者レベルアップ研修

３０代向けキャリアデザイン研修～仕事・ライフ・
お金の戦略を考える

営業電話研修

メンター研修

上級管理職研修

管理職向け研修～マネージャーとしての課題を
整理する

企画力研修

研修講師養成研修

ロジカルシンキング研修（実践編）～論理的思考
による問題解決

ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する

中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を
出す！

6月21日(水)

6月21日(水)

6月21日(水)

6月21日(水)

6月21日(水)

6月22日(木)

6月22日(木)

6月22日(木)

6月22日(木)

6月22日(木)

6月23日(金)

リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

（半日研修）ワーキングマザー向けキャリア研修

（半日研修）ワーキングマザー研修
～仕事の進め方編

ティーチング研修～適切な業務指導の進め方

判断力強化研修

ロジカルシンキング研修

クレーム対応研修～苦情対応の正しい手順を
学ぶ

6月23日(金)

6月23日(金)

6月23日(金)

6月23日(金)

6月26日（月）

6月26日（月）

6月26日（月）

6月26日（月）

6月27日（火）

6月27日（火）

6月27日（火）

6月27日（火）

コミュニケーション研修

ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキ
ル習得編

プロジェクトマネジメント基礎研修

ビジネスマナー研修

セールスプレゼンテーション研修

（若手向け）仕事の進め方研修～ＰＤＣＡを強化
する

（男性管理職向け）女性リーダーを育てる研修

社会人１年目・２年目ステップアップ研修～コミュ
ニケーション力向上編

経営戦略研修

段取り研修～管理職としての基本的マネジメン
トスキルを理解する
営業基礎研修～営業の仕組みを知り、営業活
動プロセスを学ぶ

6月8日(木)

6月8日(木)

6月8日(木)

6月8日(木)

6月8日(木)

6月8日(木)

コーチング研修～部下の主体性を引き出すスキ
ルを習得する

クレーム電話対応研修

6月9日(金)

6月9日(金)

6月9日(金)

調整力発揮研修

事務職のための業務改善研修～ファイリング編

図解力向上研修～情報を整理し、分かりやすく
する編

電話応対基礎研修

マーケティング研修

マニュアル作成研修～改善・合理化を促す業務
マニュアルの作り方

督促電話研修

交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上
達させる

財務基礎研修

分かりやすい説明の仕方研修

6月26日（月） 営業研修～ソリューション提案力向上研修

秘書研修～秘書としての仕事の仕方

ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキ
ル習得編

ビジネス文書研修

職場環境の改善・活性化研修～５Ｓ活用編

店長向けパワーアップ研修

リーダーコミュニケーション研修

電話応対レベルアップ研修

タイムマネジメント研修～仕事を効率的に進める
ための時間管理を学ぶ

6月28日(水)

6月28日(水)

6月29日(木)

6月29日(木)

6月29日(木)

6月29日(木)

6月30日(金)

6月30日(金)

6月30日(金)

6月30日(金)

6月30日(金)

段取り研修～管理職としての基本的マネジメン
トスキルを理解する
（コールセンター向け）スーパーバイザー研修
～ＳＶとしてのマネジメント力を向上させる
５０代向けキャリアデザイン研修～ワークライフマ
ネーバランス編

業務改善研修

6月28日(水) 女性リーダー研修

接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を
向上する

メンタルヘルス研修～ラインケア

（人事担当者向け）女性活躍推進を考える研修

新人フォロー研修

（半日研修）クレーム対応研修～ロールプレイン
グで猛特訓編

（半日研修）アサーティブコミュニケーション～言
いにくいことを伝える

部下モチベーション向上研修

プレゼンテーション研修

（コールセンター向け）スーパーバイザー研修
～ＳＶとしての役割を知る

6月30日(金) 中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり
方・現場力編

6月12日(月)

6月13日(火)

6月13日(火)

6月13日(火)

6月13日(火)

6月13日(火)

6月14日(水)

6月14日(水)

6月14日(水)

6月14日(水)

6月14日(水)

6月15日(木)

6月15日(木)

6月15日(木)

6月15日(木)

6月15日(木)

6月16日(金)

6月16日(金)

6月16日(金)

6月16日(金)

6月16日(金)

6月19日(月)

6月19日(月)

6月19日(月)

6月19日(月)

6月1９日(月)

若手社員研修～主体性の発揮6月20日(火)

6月20日(火)

6月20日(火)

6月20日(火)

6月20日(火)

売上を上げるアウトバウンド研修

変革リーダー研修～人数を増やさず今のメンバ
ーで変革を実現する

労務管理研修

クリティカルシンキング研修
～本質を見抜く力を養う

マイナンバー情報管理研修

タイムマネジメント研修～仕事を効率的に進める
ための時間管理を学ぶ
コミュニケーション研修
～エトス・パトス・ロゴス強化編

プレゼンテーション研修

評価者研修

6月9日(金)

6月9日(金)

6月12日(月)

6月12日(月)

6月12日(月)

6月27日(火)

6月28日(水)

6月28日(水)

2 0 1 7

エリア 別スケジュール

女性リーダー研修～キャリアアップ編「リーダー
としての自信をつける」6月12日(月) 仮説構築力向上研修6月22日(木)

大阪／名古屋／福岡／札幌／仙台／広島／京都

※各地域の開催場所は、ＷＥＢまたは受講票をご確認ください http://www.insource.co.jp/bup/bup_top.html  

研修時間 10:00-16:45 9:00-17:00 9:00-12:0010:00-13:00 14:00-17:00 13:00-17:009:00-18:00 10:00-17:30



時間 開催日 研修名

仙台開催
時間 開催日 研修名 時間 開催日 研修名

名古屋開催
時間 開催日 研修名

札幌開催

時間 開催日 研修名

札幌開催

名古屋開催　

時間 開催日 研修名

福岡開催

6月23日(金) 中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を
出す！

6月21日(水) タイムマネジメント研修～仕事を効率的に進める
ための時間管理を学ぶ

6月21日(水) ＵＩ（ユーザーインターフェイス）設計力向上研修

6月21日(水) ビジネスＥメールの書き方研修

メンター研修

部下とのコミュニケーション実践研修～多様化
する部下への関わり方
ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキ
ル習得編

ビジネス文書研修

6月26日(月)

6月26日(月)

クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を
養う

中級（課長級）管理職研修～ＰＤＣＡ・突破力編

6月27日(火) 交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上
達させる

6月27日(火) 中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり
方・現場力編

6月27日(火)
コミュニケーション研修～エトス・パトス・ロゴス強
化編

6月28日(水) （半日研修）要約力強化研修～仕事は「要約」
から始まる！

6月28日(水) 良い人材を見抜くための採用面談研修

6月28日(水) 女性リーダー研修～キャリアアップ編「リーダー
としての自信をつける」

6月29日(木)
営業基礎研修～営業の仕組みを知り、営業活
動プロセスを学ぶ

6月29日(木)

6月22日(木)

6月22日(木)

6月23日(金)

6月23日(金)

（コールセンター向け）スーパーバイザー研修
～ＳＶとしての役割を知る

6月30日(金) プレゼンテーション研修

6月30日(金) 部下モチベーション向上研修

コーチング研修～部下の主体性を引き出すスキ
ルを習得する

6月6日(火) 電話応対レベルアップ研修

6月7日(水) 中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を
出す！

6月7日(水) 財務基礎研修

組織のタイムマネジメント研修～管理職の立場
から組織の効率化を目指す

6月2日(金) ロジカルシンキング研修

6月2日(金) 秘書研修～秘書としての仕事の仕方

6月5日(月)

6月5日(月)

段取り研修～管理職としての基本的マネジメン
トスキルを理解する

企画力研修

6月6日(火) 職場環境の改善・活性化研修～５Ｓ活用編 

6月1日(木)

6月1日(木)

6月1日(木)

コミュニケーション研修

6月30日(金) ロジカルシンキング研修（実践編）～論理的
思考による問題解決

ＬＧＢＴ研修～ダイバーシティ＆インクルージョンを
実現する

現場マネージャー研修

6月1日(木)

6月1日(木)

6月2日(金)

6月2日(金)

管理職向け研修～マネージャーとしての課題を
整理する
ロジカルシンキング研修（実践編）～論理的思考
による問題解決

6月5日(月)
～6日（火）

（新人・内定者向け）ビジネス基礎研修～学生か
ら社会人への意識と行動改革編（２日間）

6月26日(月) 研修講師養成研修

6月5日(月) クレーム対応研修～苦情対応の正しい手順を
学ぶ
ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキ
ル習得編

6月6日(火)

6月6日(火)

ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する

6月7日(水)

6月7日(水)

6月7日(水)

ビジネスマナー研修

電話応対基礎研修

分かりやすい説明の仕方研修

6月8日(木) クレーム対応力レベルアップ研修～対応の難し
い苦情対応のスキルを向上する

6月8日(木)
～9日（金）

新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを
始める編（２日間）

6月9日(金) リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

6月９日(金) （半日研修）ワーキングマザー研修～仕事の進め方編

6月12日(月)

6月12日(月)

ファシリテーション研修

パワーポイントプレゼンテーション研修

6月13日(火) 研修講師養成研修

6月13日(火)

6月13日(火)

6月14日(水)

6月14日(水)

6月14日(水)

企画力研修

ＣＳ向上研修～ホスピタリティの意識を養う

アサーティブコミュニケーション研修

業務改善研修

組織のタイムマネジメント研修～管理職の立場
から組織の効率化を目指す

中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を
出す！6月20日(火)

リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学ぶ6月20日(火)

売上を上げるアウトバウンド研修6月20日(火)

6月21日(水)

6月21日(水)

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

6月22日(木)

クレーム対応力レベルアップ研修～対応の難し
い苦情対応のスキルを向上する

6月23日(金) 

6月27日(火) 

6月28日(水) 

6月29日(木) 

営業基礎研修～営業の仕組みを知り、営業活
動プロセスを学ぶ
図解力向上研修～情報を整理し、分かりやすく
する編
次世代リーダー研修～スキルアップ編「リーダー
として必要なスキルを習得・確認する」6月26日(月)

企画力研修

6月27日(火) 財務基礎研修

6月28日(水) 電話応対レベルアップ研修

6月30日(金) リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

6月29日(木) コミュニケーション研修～人間関係促進編

6月６日(火) 若手社員研修～主体性の発揮

6月5日(月) 管理職向け研修～マネージャーとしての課題を
整理する

6月７日(水)

6月７日(水)

ビジネスマナー研修

次世代リーダー研修～スキルアップ編「リーダー
として必要なスキルを習得・確認する」

6月8日(木) 電話応対基礎研修

6月9日(金) プレゼンテーション研修

6月12日(月) ロジカルシンキング研修

6月13日(火) 女性リーダー研修～キャリアアップ編「リーダー
としての自信をつける」

6月14日(水) 

6月14日(水) 

（半日研修）ワーキングマザー向けキャリア研修

クレーム対応研修～苦情対応の正しい手順を
学ぶ

6月15日(木) アサーティブコミュニケーション研修

6月16日(金) ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編

6月19日(月) パワーポイントプレゼンテーション研修

6月20日(火）
～21日（水）

リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強
化編（２日間）

企画力研修6月20日(火) 

6月22日(木) 営業研修～ソリューション提案力向上編

6月22日(木) ビジネス文書研修

分かりやすい説明の仕方研修

アサーティブコミュニケーション研修

プレゼンテーション研修6月1日(木)

論理的でわかりやすい文書の書き方研修6月2日(金)

コーチング研修～部下の主体性を引き出す
スキルを習得する6月6日(火)

6月6日(火)

接客サービス・接客マナー向上研修6月7日(水)

管理職向け研修～マネージャーとしての課題を
整理する6月9日(金)

タイムマネジメント研修～仕事を効率的に進める
ための時間管理を学ぶ6月13日(火)

部下モチベーション向上研修

クレーム電話対応研修

6月5日(月)

リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる6月8日(木)

変革リーダー研修～人数を増やさず今のメンバ
ーで改革を実現する6月14日(水)

6月19日(月) 営業研修～ソリューション提案力向上研修

女性リーダー研修～スキルアップ編「リーダーと
して必要なスキルを習得・確認する」

6月2日(金) Ｅメールの書き方研修～顧客満足度を高める編

6月1日(木)

月15日(木)

6月16日(金) ロジカルシンキング研修

事例で学ぶハラスメント防止研修～管理職とし
てパワハラのもたらす損害について考える

コーチング研修～部下の主体性を引き出すスキ
ルを習得する6月19日(月)

6

6月15日(木)

6月15日(木)

段取り研修～管理職としての基本的マネジメン
トスキルを理解する
マニュアル作成研修～改善・合理化を促す業務
マニュアルの作り方

大阪／名古屋／福岡／札幌／仙台／広島／京都

※各地域の開催場所は、ＷＥＢまたは受講票をご確認ください http://www.insource.co.jp/bup/bup_top.html  

研修時間 10:00-16:45 9:00-17:00 9:00-12:0010:00-13:00 14:00-17:00 13:00-17:009:00-18:00 10:00-17:30

6月16日(金) コミュニケーション研修

OJT指導者研修～新人・後輩指導の基本スキ
ル習得編6月15日(木)

電話応対レベルアップ研修6月20日(火) 6月16日(金) 事務職のための業務改善研修～オペレーション
ミスを防止する編

6月9日(金) アサーティブコミュニケーション研修

6月9日(金) メンター研修

6月8日(木) （半日研修）コンプライアンス研修～個人情報
保護、情報セキュリティ、ＳＮＳのリスクを知る編

6月8日(木) 女性リーダー研修～キャリアアップ編「リーダー
としての自信をつける」
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時間 開催日 研修名

京都開催

開催日 研修名

福岡開催
時間 開催日 研修名

福岡開催
時間 開催日 研修名

広島開催
時間

時間 開催日 研修名

広島開催

6月28日(水) 中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！

6月28日(水) 営業職のためのリレーション構築向上研修

6月29日(木) ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル習得編

6月29日(木) リーダーコミュニケーション研修

6月30日(金) ロジカルシンキング研修

４０代向けキャリアデザイン研修

6月5日(月) 事例で学ぶハラスメント防止研修～管理職とし
てパワハラのもたらす損害について考える

6月2日(金)

6月1日(木) 部下とのコミュニケーション実践研修～多様化す
る部下への関わり方

6月2日(金) プロジェクトマネジメント基礎研修

6月6日(火) オペレータースキル向上研修～相手が満足する
トークスキル

6月7日(水) 労務管理研修

6月8日(木) ビジネス文書研修

6月9日(金) 営業基礎研修～営業の仕組みを知り、営業活動
プロセスを学ぶ

6月13日(火) リーダーコミュニケーション研修

6月14日(水) コーチング研修～部下の主体性を引き出すスキルを習得する

6月15日(木) 論理的で分かりやすい文書の書き方研修

6月16日(金) 業務改善研修

6月20日(火) 現場マネージャー研修

6月21日(水) 中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

6月22日(木) 図解力向上研修
～情報を整理し、分かりやすくする編

6月23日(金) クレーム対応力レベルアップ研修～対応の難しい苦情対応のスキルを向上する

6月27日(火) ロジカルシンキング研修

6月28日(水) クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養う

6月29日(木) マニュアル作成研修～改善・合理化を促す業務
マニュアルの作り方

6月30日(金) リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学ぶ

6月26日(月) （半日研修）ハラスメント防止研修～セクハラ・パワハラを生まない職場づくり

6月27日(火)

6月28日(水)

業務改善研修

6月29日(木)

段取り研修～管理職としての基本的マネジメン
トスキルを理解する

6月30日(金)

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

接客・接遇リーダー研修～組織のおもてなし力を
向上する

大阪／名古屋／福岡／札幌／仙台／広島／京都

※各地域の開催場所は、ＷＥＢまたは受講票をご確認ください http://www.insource.co.jp/bup/bup_top.html  

研修時間 10:00-16:45 9:00-17:00 9:00-12:0010:00-13:00 14:00-17:00 13:00-17:009:00-18:00 10:00-17:30

※同業の方や個人の方のご入会申込は受け付けておりません。※ＩＴ系研修、法務・会計系研修な
ど、通常価格と WEBinsource 会員価格が同額で設定されているものがございますことをご了承く
ださい。

6月27日(火) リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学ぶ

電話応対基礎研修6月27日(火)

6月14日(水) プロジェクトマネジメント基礎研修

新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを
始める編（２日間）

6月21日(水) 交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上
達させる

6月22日(木) コールセンターマネジメント研修～ＫＰＩによる目
標達成編

6月19日(月)

6月19日(月)

クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を
養う

6月20日(火)

ベテランのためのビジネスマナー研修

6月20日(火)
～21日（水）

事例で学ぶハラスメント防止研修～管理職とし
てパワハラのもたらす損害について考える

6月22日(木) （コールセンター向け）スーパーバイザー研修
～ＳＶとしての役割を知る

6月23日(金) タイムマネジメント研修～仕事を効率的に
進めるための時間管理を学ぶ

6月23日(金） 若手社員研修～主体性の発揮

ビジネスマナー研修

図解力向上研修～情報を整理し、分かりやすく
する編

6月16日(金) リーダーシップ研修～意識改革し、部下、後輩を
牽引するリーダーとなる

6月16日(金) クレーム電話対応研修

6月2６日(月) マニュアル作成研修～改善・合理化を促す
業務マニュアルの作り方

6月26日(月) 営業研修～新規開拓営業編 

6月15日(木)

6月15日(木)

6月13日(火) コミュニケーション研修

6月14日(水) プレゼンテーション研修

6月13日(火)

ロジカルシンキング研修（実践編）～論理的思考
による問題解決
ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキ
ル習得編

6月12日(月)

6月12日(月)

ファシリテーション研修

6月6日(火) 女性向けキャリアデザイン研修

ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキ
ル習得編6月7日(水)

6月14日(水)
～15日（木）

6月16日(金)

新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを
始める編（２日間）

6月19日(月)

事務職のための業務改善研修～ファイリング編

6月20日(火)

女性リーダー研修～キャリアアップ編「リーダー
としての自信をつける」

6月21日(水)

ロジカルシンキング研修

6月22日(木)

管理職向け研修～マネージャーとしての課題を
整理する

6月23日(金)

パワーポイントプレゼンテーション研修

6月26日(月)

壁を乗り越える研修～若手向けモチベーション
アップ
（半日研修）コンプライアンス研修～組織におけ
る不祥事防止

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

コミュニケーション研修～エトス・パトス・ロゴス強
化編

6月9日(金)

コーチング研修～部下の主体性を引き出すスキ
ルを習得する

6月12日(月)

6月13日(火)
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