無料でご相談
お見積り承ります！

教育費のコスト削減でお悩みの研修ご担当者さまへお知らせです

インソースの公開講座なら

コストを 抑えつつ
質 を下げず に

！

次年度の 研修を 計画できます

創業から 16 年。インソースは多様な業界・職種のお客さまと共に歩み、人材育成

お取引先数 ※

安心の
実績

29,402

のお手伝いをしてきました。
「不況の波」が迫る時代にこそ、私たちはお客さまに
寄り添い、お役に立ちたいと志しております。貴社の教育・研修のコスト削減と

組織

クオリティ向上の実現を、弊社の「公開講座」でご支援させていただきます。
※2003年6月から2019年9月までに弊社サービスをご利用いただいたお取引先累計

公開講座で

約

削減

※

教育コストを

※教育コストシミュレーション〜全国に3カ所拠点のある、300名規模の中堅企業の場合

テーマ
会場

削減できた
教育費で
新しい教育
施策を検討

受講者交通費
約30万円

若手社員研修

日数

1日間

人数

20名

（東京10名・大阪5名・福岡5名）

集合研修は東京、公開講座は各拠点から最寄りの会場

・受講者の交通費、
宿泊費を限りなくゼロにできる
・受講者の移動の時間や負担を軽くできる
・会場使用料や運営にかかる人件費をゼロにできる

会場費等

約10万円

・受講者全員を１カ所に同時に集める手間がかからない

研修運営費 約6万円
受講者宿泊費

・スマートパック※の利用で、
さらに受講料をコストダウン

約10万円

※「人財育成スマートパック」
の価格などの詳細は裏面参照

受講者交通費 約1.2万円

階層別など、実施必須研修の費用削減をおすすめします！
管 理 職 向け研 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
・新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始
める編
・評価者研修

研修費

約60万円

研修費

約52.8万円

・（管理職向け）コンプライアンス研修～組織におけ
る不祥事防止

中 堅 ・リーダー向け研 修
・中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意識を
もって、周囲に働きかける存在になる

合計

約

合計

116 万円

約 5.8 万円 名

約

Before

（集合研修）

54 万円

約 2.7 万円 名

Af ter

（公開講座）

若 手 向け研 修
・若手社員研修～主体性の発揮

・（若手向け）仕事の進め方研修～ PDCA を強化する
・社会人２年目研修～意識転換と不安の払しょくを
図り、次のステージに進む
・仕事の意欲向上研修～ポジティブシンキングを仕
事に活用する

・若手社員向けビジネスマインド強化研修～主体性、
業務・役割の領域拡大、自分で考える

全 社 員 向け研 修

・中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！

・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

・リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力強化編

・メンタルヘルス研修～セルフケア

・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

・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

・ＯＪＴ指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル
習得編

・ＬＧＢＴ研修～ダイバーシティ＆インクルージョン
を実現する

コスト削減で生まれた予算内で実施できる
「新しい研修ラインナップ」は裏面へ！

削減した予算をもとに「今までは実施していなかった研修」でスキルアップが可能です

種類の豊富なラインナップ
※2019 年 9 月末時点

管 理職向け研修

若 手 向け研 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

・クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養う

・属人化防止研修～管理職による業務標準化のためのナレッジマネジメント

・分かりやすい説明の仕方研修

・管理職研修～「仕組み作り」で実現させる生産性向上編

・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

・管理職向け従業員エンゲージメント向上研修～働きがいのある職場づくりでチームの活性化をはかる
・管理職研修～「風通しのよい職場づくり」で職場環境を整える編

・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

・論理的で分かりやすい文書の書き方研修
・パワーポイントプレゼンテーション研修

・分かりやすい資料の作り方研修～ワンペーパーで伝える編

・業績向上のための組織づくり研修～ＯＯＤＡループで目的を達成する編

・図解力向上研修～情報を整理し、分かりやすくする編

・管理職向けシミュレーション研修～マネジメントを学び、判断力を鍛える編

・整理力向上研修～生産性の高い職場環境を作る

・説明力向上研修～管理職が遭遇する、タフな状況での説明力を鍛える

・業務改善研修～困難に対処しつつ強かに改善を実践する

・（半日研修）イクボス研修～管理職として出産・育児支援を考える編

・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

・業務フロー作成研修

・ファシリテーション研修

・プレゼンテーション研修（実践編）～成果を見据えた、聞き手目線のプレゼンテクニック
・アサーティブコミュニケーション研修

中 堅・リーダー向け研修

・対人関係構築研修～円滑なコミュニケーションのためのスキルを習得する
・（若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」

・人を動かすコミュニケーション研修～キーパーソンへ働きかける編

・達成力強化研修～仕事を最後までやり抜く力を身に付ける

・リーダーシップ研修～サーバント・リーダーシップで部下の成長を促進する

・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」
・コミュニケーション研修～エトス・パトス・ロゴスで伝える力を強化する

全 社 員 向け研 修

・リーダーコミュニケーション研修
・調整力発揮研修

・ラテラルシンキング研修～新たな発想を生み出す力を養う

・交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上達させる

・マーケティング研修

・業務削減研修～自動化（ＲＰＡ）に向けて業務フローを見直す

・ソリューション提案力向上研修～顧客視点で最適解を導き出す

・ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する

・顧客インサイト発掘研修～潜在ニーズを見つけ出す編

・ティーチング研修～適切な業務指導の進め方

・デザイン思考研修～イノベーション実現のプロセスを学ぶ

・イマドキ世代の育て方研修

・ビジネスデータの分析研修～職場で活かせる統計の基礎とデータ活用法を学ぶ

・正しいビジネス文書の教え方研修～自信を持って後輩や部下の文書を添削する

・ビジネス活用のためのＡＩ・人工知能研修

・チームワーク入門研修～信頼・責任・疾走・勝利で高めるエンゲージメント

・Microsoft Oﬃce 研修～ Excel 応用編

・説得力強化研修～ディベートによる能力開発

・創造力強化研修～クリエイティブシンキングのためのマインドとスキル

・問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

・企画力研修～企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

・プロジェクトマネジメント基礎研修

・仮説構築力向上研修

・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

・カスタマーバリュー向上研修～顧客視点からマーケティングを強化する

・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

・トリプルシンキング実践研修～クリティカル・ラテラル・ロジカルシンキングを応用する

・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

・情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編

・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

・ビジネス活用のためのＲＰＡ／ＷｉｎＡｃｔｏｒ® 研修
※「ＷｉｎＡｃｔｏｒ®」はＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です

計画的な「おまとめ買い」で教育コストをさらに削減！
公開講座の
ポイント制
回数券

最安

通常価格

26,400
プラン
パック 5

円

13,000円

ポイント

販売価格（税込）

で受講可能！

1 回単価

割引率

500 ポイント

115,000 円

23,000 円

12%

パック 10

1,000 ポイント

220,000 円

22,000 円

16%

パック 25

2,500 ポイント

537,500 円

21,500 円

18%

パック 50

5,000 ポイント

1,050,000 円

21,000 円

20%

パック 100

10,000 ポイント

2,000,000 円

20,000 円

24%

パック 200

20,000 ポイント

3,800,000 円

19,000 円

28%

パック 500

50,000 ポイント

8,500,000 円

17,000 円

35%

パック 1000

100,000 ポイント

15,000,000 円

15,000 円

43%

パック 2000

200,000 ポイント

26,000,000 円

13,000 円

50%

無料でご相談＆お見積り承ります！

まずはお気軽に
お問合せください!

0120- 800-225

info - tokyo@insource.co.jp
https://secure.insource.co.jp/contact/

※1 回単価は、弊社主催公開講座で最も標準的な 10 : 00 ～ 16 : 45 実施の研修を想定しております
※2020 年 5 月に価格改定を予定しております ※割引率は小数点以下を切り捨てた数字です

人財育成スマートパックをご利用いただくには、弊社のお申込み専用ページ
WEBinsourceの無料登録が必要です。
ご登録いただいたお客さまには 30,500円
相当の公開講座に無料でご招待いたします。
詳しくはお問合せください。

「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。
Copyright © Insource Co., Ltd. All rights reserved.
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