
インソースの公開講座
1名さまからご参加いただける
異業種交流型の研修サービス
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Service book Ver.

※2018 年 10月～ 2019年9月

※2018 年 10月～ 2019年9月

年間実施回数

圧倒的実績と
高い利便性

9,155 回

常時開催

全国8都市

年間受講者数

72,107名

※2019 年 12 月末時点
※2020 年 4 月より宇都宮セミナールームオープン予定



2,589
カリキュラム数　

公開講座活用動向

※�

価格（1 日換算・税込価格） プログラムの種類 年間開催数 定期開催地

A 社

B 社

C 社

D 社

他社比較でみるインソースの公開講座が選ばれる理由（当社調べ）

インソースの公開講座の実績

¥26,400 ～ ¥40,700/人※3

人財育成スマートパック使用で
最大 ¥13,000 に割引

2,589 種類以上
（1日、2日、半日） 9,115 回

全国 8 都市
東京・川崎・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡

¥33,000 ～ ¥165,000 /人
24 種類
（1日～ 4日、通いまたは泊まり） 約 120 回 全国 20 か所以上

¥45,100 ～ ¥70,400 /人
534 種類
（半日 ~30 日、通いまたは泊まり） 約1,200回 東京・大阪・名古屋

¥35,200 ～ 47,300 /人
180 種類
（1日～ 3 日） 約530 回 東京・大阪・名古屋

¥30,800 ～ ¥60,500 /人
約 140 種類
（3時間～ 3日） 約850 回 東京・大阪・名古屋

インソースの公開講座 つの特徴

10名前後の少人数で行う研修で、講師と
のやり取りがしやすい

少人数制で
講師との距離が近い1．

グループワークを通じて、他の受講者と
活発に意見交換ができる

ワークを通じて
異業種交流ができる2．

具体的なノウハウ・実例が盛り込まれた
豊富なプログラム

実践的な内容で
実務に活かしやすい3．

受講日が調整しやすい

月平均 700 回以上※� 開催！土日祝日も
研修を実施し、受講者が受けたい日に受
講できる

4．
東京・川崎・札幌・仙台・名古屋・大阪・
広島・福岡にセミナールームを常設、出
張開催も実施

全国 8 都市※�で開催5．
受講料が最大 50％オフ！ 1 日研修でも、
1 名 13,000 円（税込）から受講できる

お得で便利な割引サービス6．

これまで各社の社内で行っていた階層別研修を、公開講座にて実施されるお客さまが増えております。
特に、管理職に対する「役割認識」や「意識改革」を促すための機会提供として、また、若手・中堅クラス
の方々に主体性やフォロワーシップを発揮させたいという目的で、公開講座を活用されるケースが増加
しています。これらは、社内の人同士だけで学ぶよりも他社の参加者さまとの討議や意見交換により得ら
れる「新たな視点や気づき」に期待されるお客さまが増えているためと考えられます。

種類 9,115
年間実施回数　

※�

※2
※1

※2

※割引サービスの詳細は裏面をご覧ください

※最少開催人数4名

回 72,107
年間受講者数　

※�
名 8

常時開催

※�
都市

公開講座は、1 名さまから受講可能な、
異業種交流型の研修サービスです。
弊社が用意した会場にお集まりいただき、
研修をご受講いただきます。

6

当社
その他
出張開催
多数！

※1 2018年10月～2019年9月　　※2 2019年9月末時点（2020年4月より宇都宮セミナールームオープン予定）　※3 一部異なる研修もございます
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作業 年間開催数 定期開催地

さらにコスト削減するなら！

インソース HR テックの機能比較

公開講座 Leaf とは、受講者自身が受けたい研修を選んで、申し込むことができる公開講座申込みシス
テムです。弊社が提供する人事サポートシステム「Leaf」に公開講座申込み機能が追加されたものです。
　 　

コミュニケー
ション 42 部下育成 評価・考課 マネジメント25

ビジネス
マインド

9 47

OA/IT スキル 66 35 11 営業 34

人事/総務/
財務/法務 30

AI・RPA 研修など

テーマ別研修 階 層 別研 修

ビジネス基礎研修など

インソースの公開講座は、ベーシックなビジネススキルから
専門的な分野まで、幅広いバリエーションで研修をご提供します

課題に合わせて選べる豊富なラインナップ

ファシリテーション研修など OJT指導者研修など 評価者研修など リーダーシップ研修など

オーナーシップ研修など

Microsoft Office 研修など

ハラスメント防止研修など

クレーム対応研修など

トリプルシンキング研修など ビジネス文書研修など

スーパーバイザー研修など

20・30・40・50代向けなど

リレーション構築研修など

研修講師養成研修など

リーダー育成研修など

49

32

若手層向け

新人・
内定者向け

CS/ 接遇

新任管理職研修など

業務改善 16 リスク管理 /
ヘルスケア 37 37キャリアデザイン

主体性発揮研修など

管理職向け 114

60中堅層向け

プレゼンテーション研修など

32 34

コールセンター

24書くスキル 伝えるスキル考えるスキル 59

公開講座を活用するメリット ～教育コストの削減と質の高い教育

大手アパレルメーカー / 従業員：約 1,400 名

従来の３分の１のコストで、
全社に研修を実施！

● 対象者全員が研修を受講することができた
● 交通宿泊費が大幅に削減できた

作 業 詳 細

無料 有料

公開講座 Leaf は自社の研修も管理可能

システム上でキャンセル可能

人事担当や申し込み担当者は閲覧可能

自分で日程 / 研修 / 会場を選択可能

システム上で確認、承認が可能

事前 / 事後の独自課題を設定可能

自動で申込完了メール送信

● 受講履歴の管理

● WEB 上での研修キャンセル

● 受講アンケートの閲覧

● 受講者自身での申し込み

● 上司・人事の申し込み承認

● 自社独自アンケート

● 受講者への申込完了連絡

● 利用料金 利用者数に応じて料金が発生
スマートパックとの同時購入で割引適用

WEBinsource については裏面でご紹介▶

公開講座 Leaf について
詳しくはこちら

活用事例

社員を１か所に集めるためのスケジュール
調整の労力や、交通費などのコストが高い

課題 結果

   社員の交通費、宿泊費を 限りなくゼロ にできる
　社員の移動の時間や 負担を軽減 できる
　会場の手配や使用料、運営に関わる 人手が不要 になる
　受講者全員を同時に１か所に集める 手間がかからない
　異業種交流型のセミナーで 社外の人と交流 できる
  経験豊富で実体験に基づいた講義ができる、 40 ～ 50 代中心の講師
　人財育成スマートパックを使い、受講料の大幅なコストダウンができる　など

1

2

例
え
ば…

法律、IT、資格取得など
その他専門研修も多数ございます
※提携先講座も含みます

￥

DOWNDOWN
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まとめ買いで研修コストを削減 !!
最小 500 ポイント（標準研修 5 回分）から、年間に予定する
研修数に応じてポイントを先払いで購入いただくことで、一
人あたりの受講料をお安くできます。
また同じ値引率でポイントを追加購入することもできます。
追加購入はWEBinsource 上で行えます。

一人ひとりが自身の課題に合わせて選
んで受講する「選択型研修」。年間で 1人
1 講座、好きな講座を受けて良いルール
にするなど、自己啓発支援のための福利
厚生としても活用いただけます。

必須受講研修を、勤務地近くの研修会場
で受講できます。また、集合研修に参加で
きなかった社員のフォローとして、類似
した内容の研修を別日に受講していただ
くのもおすすめです。

スキルアップのための
選択型研修として利用1． 階層別の

必須受講研修として利用2．

弊社主催のほぼ全ての研修に、
WEBinsource からお申込みいただくだけ
で割引が適用されます。

料金割引1．
事前に受講者リストを登録いただくことで、
毎回受講者情報を入力する必要がなくなり
ます。複数名の同時申込みも可能です。

簡単お申込み2．

過去の受講状況や、今後の受講予定がいつで
も確認できます。出欠確認や受講予定者への
リマインドに活用できます。

研修履歴機能4．
受講後アンケートの閲覧やデータダウンロード
ができます。研修全体の評価から、貴社の受講者
さま一人ひとりのコメントが確認できます。

受講後のアンケート閲覧5．
HP からお申込みの場合、研修前日までの前払
いに対し、WEBinsource からお申込みの場合、
月末締め翌月末払いの後払いとなります。

受講料の後払い6．

HP では表示していない、開催確定サインが
WEBinsource からはご覧いただけます。最少
催行人数が集まった研修が一目で分かります。

開催確定サインの表示3．

※「WEBinsource」から、ポイントを使って研修にお申込みいただきます

■人財育成スマートパック価格表
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受講実質単価

特典盛り沢山の無料サービス
『インソース公開講座』へのお申込みやキャンセル等の手続き
を簡単にできる、法人会員専用システムです。現在、11,974組
織以上※のお客さまにご利用いただいています。

※2019 年 12 月末時点

活用方法のススメ
計画的なご利用でお得に便利に！

さらに便利に、ご活用いただくためのサービス をご 用意して おります。

すでに設 定されている研 修スケジ ュール 以外で も、お 好きな研修 をご都 合のよい日 にご希望の開催地 にてリクエストして いただ
くこと ができます。開 催希望 日は、十分 な募集 期間を確 保するため、ご依 頼日より２ヵ月以 上先の日 程をおすすめしております。
４名さま以上 のお申込 みが集まりましたら開 催を決定 いたし ます。　（※一部地 域、研修を除きます）研 修 リ ク エ スト

ポイント制の割引サービス
の受講料が安くなる

※価格は全て税込みです
※ご利用有効期限：申請受理日から 1 年超の 3 月末日または 9 月末日まで
※ 受講実質単価は、当社主催公開講座で最もスタンダードな
　 10：00 ～ 16：45 実施の研修（通常価格￥26,400）を想定しています
※2020 年 5 月に価格改定を予定しております

その他サービス

Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved.　「insource」「Leaf」「Plants」「WEBinsource」の名称およびロゴは株式会社インソースの登録商標です。

メディア事業部 / ITサービス事業部
/データ戦略部


