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１．開催都市・日程 

  2018年4月9日(月)～4月20日(金)の間で、日本全国、最大４５都市にて開催します。 

 
 
 
 
 

※東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台・広島での日程は決定しています 

 

２．開催決定までの流れ 
 

 
 
 
 
 

３．開催希望アンケート 受付期間 

   2017年11月27日(月)～2018年1月31日(水) 
 

４．開催希望アンケートの受付方法 
下記ページからアンケートフォームを開き、必要事項を入力してお申し込みください。 
http://www.insource.co.jp/bup/newcomer_request.html 

 

５．対象となる研修テーマ 

＜新入社員向け＞ ＜育成担当者向け＞ 
・ビジネス基礎研修 （２日間 46,000円） ・OJT指導者研修 （１日間 26,000円） 
・新人向けビジネス文書研修 （１日間 23,000円） ・メンター研修 （１日間 26,000円） 
・新人向けコミュニケーション研修 （１日間 23,000円） 
・新人向けプレゼンテーション研修 （１日間 23,000円） 
・新人向けロジカルシンキング研修 （１日間 23,000円） 
・営業基礎研修 （１日間 23,000円） 
 

＜受講特典＞ 
通常の公開講座形式の新人研修と同様、新人研修を2日以上お申込みいただくと（2018年3月26日～5月24日間）、 
秋頃からスタートする「新人フォロー研修」を無料で受講いただけます。ただし、開催地については未定です。 
弊社の常設セミナールームでの開催となる可能性がある点、ご了承をお願いいたします。 

 
インソース 新人研修実施計画 検索 

全国４５都市の一覧 （都市ごとの日程・会場は裏面をご覧ください） ※★は日程を確定しています 
★函館、青森、弘前、盛岡、秋田、山形、福島、★郡山、水戸、宇都宮、★高崎、伊勢崎、桐生、★さいたま、 
千葉、八王子、町田、★横浜、小田原、厚木、★新潟、富山、金沢、甲府、長野、松本、静岡、★浜松、豊橋、 
京都、神戸、姫路、和歌山、松江、岡山、福山、徳島、高松、★松山、★高知、北九州、長崎、熊本、大分、 
宮崎、鹿児島、那覇、その他 



地域 都道府県 都市 会場（予定） 開催期間 

北海道・ 
東北 

北海道 函館市 函館商工会議所 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

青森県 青森市 青森駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

青森県 弘前市 弘前駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

岩手県 盛岡市 盛岡駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

秋田県 秋田市 秋田駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

山形県 山形市 山形駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

福島県 福島市 福島駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

福島県 郡山市 郡山商工会議所 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

関東 

茨城県 水戸市 水戸駅近辺 2018/4/18(水) ～4/20(金) 

栃木県 宇都宮市 宇都宮駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

群馬県 高崎市 ビエント高崎 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

群馬県 伊勢崎市 伊勢崎駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

埼玉県 さいたま市 JA共済埼玉ビル 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

千葉県 千葉市 千葉駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

東京都 八王子市 八王子駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

東京都 町田市 町田駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

神奈川県 横浜市 神奈川中小企業センタービル 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

神奈川県 小田原市 小田原駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

神奈川県 厚木市 本厚木駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

北陸・ 
甲信越 

新潟県 新潟市 コープシティ花園「ガレッソホール」 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

富山県 富山市 富山駅近辺 2018/4/18(水) ～4/20(金) 

石川県 金沢市 金沢駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

山梨県 甲府市 甲府駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

長野県 長野市 長野駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

長野県 松本市 松本駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

東海 

静岡県 静岡市 静岡駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

静岡県 浜松市 サーラシティ浜松 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

愛知県 豊橋市 豊橋駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

近畿 

京都府 京都市 京都駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

兵庫県 神戸市 三宮駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

兵庫県 姫路市 姫路駅近辺 2018/4/18(水) ～4/20(金) 

和歌山県 和歌山市 和歌山駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

中国 

島根県 松江市 松江駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

岡山県 岡山市 岡山駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

広島県 福山市 福山駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

四国 

徳島県 徳島市 徳島駅近辺 2018/4/18(水) ～4/20(金) 

香川県 高松市 高松駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

愛媛県 松山市 松山駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

高知県 高知市 高知駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

九州 

福岡県 北九州市 小倉駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

長崎県 長崎市 長崎駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

熊本県 熊本市 熊本駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

大分県 大分市 大分駅近辺 2018/4/16(月) ～4/18(水) 

宮崎県 宮崎市 宮崎駅近辺 2018/4/11(水) ～4/13(金) 

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

沖縄県 那覇市 ゆいレール県庁前駅近辺 2018/4/9(月) ～4/11(水) 

その他 ご希望を具体的にお寄せください。これまでにいただいたご希望：群馬県桐生市 

■開催候補４５都市 ※東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台・広島・   の都市は日程決定 


