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講師派遣型研修

公開講座

オンライン研修

コア・ソリューションプラン

e ラーニング

社会の求めるサービスを
いち早く開発し、ご提供します



講師派遣型研修1 貴組織に講師を派遣。半日～２日間前後で実施するオーダーメイド型研修

組織課題を解決する、共通ポイント「スマートパック」 プラン ポイント 販売価格（税込）受講実質単価

パック 5 500
1,000
2,500
5,000

10,000
20,000
50,000

100,000
200,000

¥ 1 1 5,000
¥ 220,000
¥ 537,500

¥ 1 ,050,000
¥ 2,000,000
¥ 3,800,000
¥ 8,500,000

¥ 15,000,000
¥ 26,000,000

¥23,000
¥22,000
¥ 21,500
¥ 21,000
¥ 20,000
¥ 1 9,000
¥ 17,000
¥ 15,000
¥ 13,000

パック 10

パック 25

パック 50

パック 100

パック 200

パック 500

パック 1000

パック 2000
※スマートパックは、法人限定のかんたんお申込システム（無料）「WEBinsource」またはeラーニング／研修管理システム（有料)「Leaf」
　からご利用いただけます
※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��：��～��：��実施の研修を想定しています

研修内容評価 ��.�％、講師評価 ��.�％
受講者の生の声を反映し、翌日から実
践できる内容で制作

事前課題の活用で、受講者の
悩みに寄り添う研修をご提供

● テキスト印刷
貴組織向けにオーダーメイドで作成した研修テキス
トを印刷納品

● 研修テキスト（製本版）
定番研修のテキストをフルカラーの製本版でお届け

■関連サービス

テキスト印刷サービス

● 研修呼び覚まシステム
研修内容や職場での活用状況を研修受講後３カ月間、
アンケート形式でヒアリング

● オンラインフォローサービス
プロ講師が個別コーチングで受講者一人ひとりの
課題解決を丁寧にサポート

研修実施後の定着フォローアップ

● オンラインセミナー支援サービス
����年以降、��,���回を超えるオンライン研修を
実施してきたインソース。貴組織で利用されている
オンラインツールでご支援。
オペレーター派遣や機材・会場レンタル、研修管理
システム「Leaf」による研修運営代行にも対応！

貴社の成功事例を元に研修を作成

公開講座2 �名から参加できる、半日～�日前後の異業種交流型研修　

公開講座を、オンライン形式で見学いただけるサービス。テキストの
試し読みも可能

オンライン見学サービス

お客さまのご希望の日程、テーマ、会場で、公開講座を追加開催

研修リクエストサービス

内 容・時 間・場 所・受 講 者 人 数 に応
じて、おすすめのプログラムをご提案。
もちろんオンライン形態での実施も可能

カスタマイズが可能！
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様々な業界・職種出身の講師が ���
名所属。最適な講師を推薦

個性豊かな講師が多数在籍

多様な課題・悩みに対応するべく、多
数のラインナップをご用意。受けたい
研修が見つかる！

�,��� 種類の
圧倒的なコンテンツ数

■関連サービス

選べる「オンライン」と「全国８都市の
常設会場」( 札幌 / 仙台 / 東京 / 幕張
/ 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡 )

日本最大級の開催規模！

POINT
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・研修受講料�,���円OFF
・複数名の受講者の一括申込みが可能
・受講料の後払いが可能

お得で便利な会員制システム
WEBinsource

※一部対象外の研修あり

※テーマ・日時・場所によりご希望に沿えない場合もございます
※���� 年９月末時点

※���� 年９月末時点※���� 年 �� 月末時点

※���� 年 �� 月～ ���� 年９月

※WEBinsource 会員さま限定

2 １年間滞りなく、教育を推進
有効期限は購入日から１年を超えた３月末日または９月末日です。期間内で自由に利用できます。

3 当社の様々なサービスに利用可能
公開講座だけでなく、動画教材や研修テキストなどの購入にも活用いただけます。

1 公開講座の受講料が最大 50％割引になる
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新人向けスキルアップ研修
ロジカルシンキング／分かりやすい説明の仕方／ITスキル

入社２~５年目向け研修
若手向けキャリア／部下コミュニケーション・メンター

リーダー研修
リーダーシップ／オーナーシップ／交渉力
／調整力

管理職向けスキルアップ研修
リスクマネジメント／業務改善／評価者／労務管理

ハラスメント研修

CS・接遇／クレーム対応研修

営業力強化研修マーケティング研修

新人�大スキルアセスメント

管理職研修
昇格前研修／管理職向けキャリア研修

部下指導研修
OJT／コーチング／面談の仕方

リーダー向けスキルアップ研修
企画力／ファシリテーション／メンタルヘルス（ラインケア）

若手向けスキルアップ研修
問題解決／クリティカルシンキング／マニュアル作成

新人研修
ビジネス基礎／ビジネスマナー
／ビジネス文書

新人フォロー研修
仕事の進め方／PDCA／タイムマネジメント
／メンタルヘルス（セルフケア）

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

電話応対研修

中堅社員向け
能力アセスメント

管理職向け
能力アセスメント

ＣＳ・窓口
応対調査

ストレス
チェック

アセッサー型
派遣研修

アセッサー
派遣型研修

採用アセス
メント（giraffe）

営業スキル
アセスメント

特性検査（giraffe）��� 度評価

コア・ソリューションプラン3 �カ月～�年で実現する、組織課題解決

社内研修 実施スケジュール例 研修 アセスメント・コンサルティング

ミッションが共有されている「強い組織」を作るプラン 全業種・５階層

全員が自らの果たすべき役割を認識して実行し、組織目標の達成に向けて一丸となるための考え方とスキルを学ぶプラン

対象者

新人 周辺配慮と全体最適の意識醸成 新入社員フォローアップ研修～周辺配慮を意識した仕事の進め方

ＤＸ推進による、現場の業務プロセス改革プラン 製造業界の管理職・管理者

業務効率化を阻む本質的な問題・ＱＣ活動が停滞している原因を明らかにし、ＩＴやデジタルの概念を活用して業務プロセスに変革を起こす

対象者

１回目

プロジェクト推進研修～関係者を
巻き込み業務改善を実現に導く

調整力発揮研修
ステークホルダーマネジメント編

ＤＸ推進研修
～�ステップで今日から始める

クリティカルシンキング研修
～基礎編

若手 主体性の発揮・業務領域の拡大 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

中堅 課題設定 課題設定力研修～主体的な問題解決のための手法とマインド

次世代リーダー・管理職 ビジョン共有 管理職研修～ビジョンを提示し、部下を動かす編

上級管理職・役員 ビジョン策定 中期経営計画の立て方研修～実務に耐えうる計画策定のノウハウを学ぶ

２回目 ３回目 ４回目

複数研修、研修と関連サービスを組み合わせ、１階層に年間を通して丁寧に育成したい・複数階層を
同時にスキルアップさせたいなどのご要望を叶えるコンサルティングプラン。200を超える事例あり！

プランナーが熱く語る！
コアソリューションプラン
解説動画をYouTubeで公開中

PICKUP 01

PICKUP 02



テレワークにおけるメンタルヘルス研修～セル
フケア

テレワークにおけるメンタルヘルス研修～ライ
ンケア

ウィズコロナ・アフターコロナ時代のゼロベー
ス思考強化研修

ウィズコロナ・アフターコロナ時代に生き残る
ための管理職研修

テレワーク時代の仕事の進め方研修 ～「仕事の仕
方」「時間管理」「コミュニケーション」

テレワーク時代の評価者研修～今の制度のまま
でテレワーカーを評価する

テレワークでのコミュニケーション研修～ホウ・
レン・ソウでメンバーが働きやすい環境を整える

リモートワーク時代の管理職研修～共通のルー
ルづくりで成果をあげる

（若手向け）在宅勤務に求められる「成果」の出し
方・見せ方研修

はじめてのオンライン商談研修

オンライン営業研修～非対面でもできる「情報提
供・ヒアリング・提案」のコツを学ぶ

テレワーク時代のリーダーコミュニケーション研修
～「会えない」「見えない」「伝わらない」を解決する

知っておきたい営業の基本

敬語・ビジネス用語の使い方

PC・オンラインツールの使い方

今のうちに身につけておくべき電話応対～かけ方編

今のうちに身につけておくべき電話応対～受け方編

社会人での目標・キャリアを考える

社会人直前！ビジネスマナーの基本

上司・先輩とのコミュニケーションを学ぶ

先輩の経験談から学ぶ～困難の乗り越え方

気をつけたい SNS の使い方

社会人になっても役立つ新聞の読み方

ビジネスでの文章の書き方

相手に好感を持たれるメール術

会社の数字の見方を知る

長文作成のための Word 研修～変更に強い仕様
書・報告書・マニュアルを作成する

Excel 中級 / 上級研修～ピボットテーブル実践編

（中上級者向け）Microsoft Office 研修　Excel マ
クロ・VBA を活用する編　STEP２

PowerAutomate Desktop 研修～繰り返し作業を
自動化する

Microsoft Office 研修～ Excel 基礎編

（中上級者向け）Microsoft Office 研修～ Excel
マクロ・VBA を活用する編

Microsoft Office 研修～ PowerPoint 基礎編

（運用担当者向け）システム運用管理入門研修

IT リテラシー向上研修

【極意シリーズ】要件定義研修～要件の変化と仕
様化技術

【極意シリーズ】テストの勘所研修～ソフトウエ
ア品質は上流工程が決める

DX 推進研修～５ステップで今日から始める

システム・IT 理解研修

（システム担当者向け）要件定義研修

アルゴリズム基礎研修

UI（ユーザーインターフェイス）設計力向上研修

システムテスト技法研修

【極意シリーズ】リレーショナルデータベース開発
の極意～分析・設計、そして保守

データベース基礎研修

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

情報活用力養成研修～情報の収集・整理・分析編

ビジネス活用のための AI・人工知能研修

RPA/UiPath 研修～速習プログラム（入門編）

（プログラミング初心者向け）Python 基礎研修

（プログラミング初心者向け）Python 基礎・応用
研修

AI 開発基礎研修～ Python で機械学習・ディー
プラーニングを開発する編

HTML/CSS 基礎研修

プログラミング基礎研修（Java）

ネットワーク基礎研修

WEB アプリケーション・セキュリティ技術研修

行動経済学・ナッジ理論活用講座～コミュニケー
ション編

オンラインでのコミュニケーション研修～場の
デザインスキルと適切な振る舞いを学ぶ

コミュニケーション基礎研修

アサーティブコミュニケーション研修

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

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

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

会議デザイン研修～心理的安全性を高め、「意見
が出ない」を解決する

ファシリテーション研修

ファシリテーション・グラフィック研修～意見
を整理し、議論を見える化する力を磨く

ファシリテーション研修～オンライン会議編

タフ・ネゴシエーション研修～４つのスキル強
化で困難な交渉を Win-Win に導く

ケースで学ぶ交渉力研修～情報を武器にして弱
腰交渉から脱却する

実践！交渉力向上研修 ～相手を分析し、効果的な
交渉を行うための事前準備強化編

交渉力向上研修～ネゴシエーションスキルを上
達させる

ディベートで鍛える説得力強化研修

アンコンシャスバイアス研修～心理的安全性の
高いチームマネジメント

若手社員向け仕事の意欲の向上研修～ビジネス
ゲームを通じて、チームワークの重要性を学ぶ

１ 対 １ 面 談 を 通 し た 風 通 し の 良 い チ ー ム ビ ル
ディング研修

ビジネスゲーム研修　「伝わってない」を自覚する編

ビジネスゲーム研修　折り紙ワーク　主体性を
発揮し、チームで働く

実践コミュニケーション研修　レゴⓇシリアスプレ
イⓇの手法と教材を活用して「きく」力を鍛える

部下の育て方研修～面談とフィードバックで経
験学習サイクルを回す

アセッサー派遣型研修～サーバント・リーダー
シップで部下を育成・支援する編

行 動 経 済 学 活 用 研 修 ～ ナ ッ ジ 理 論 の フ レ ー ム
ワーク EAST を活用した部下指導編

松下幸之助に学ぶ部下の育て方研修～リーダー
としての覚悟を決め、部下の自主性を伸ばす

OJT 指導者研修～新人・後輩指導の基本スキル
習得編

はじめての OJT 研修～指導における不安を解消
し、自信を持って新人・後輩指導を行う

OJT 研修～監督者向け

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

指導力強化研修～新人・若手のホウ・レン・ソ
ウを上達させる

怒りのマネジメント研修～怒りの感情をコント
ロールし、部下指導を行う

フィードバック力向上研修～フィードバックの
基本を押さえ、評価面談に臨む

テーマ別研修ピックアップ研修 階層別研修 官公庁・自治体向け研修 部門・職種別研修
※掲載の研修はすべて講師派遣型での実施が可能です　※複数のカテゴリーにまたがる研修がございます

※数値は、e ラーニング教材及びコンサルティング等関連サービスの数も含みます公開講座対応研修公

おすすめ研修新作研修

コミュニケーション

プログラミング・ネットワーク

データベース /AI・機械学習 ビッグデータ

システム・IT 理解 / システム開発 設計

コミュニケーション 302
研修

チームビルディング

ファシリテーション

交渉

チームビルディング 46
研修

部下育成

部下育成 285
研修

評価・考課

評価・考課 75
研修

ウィズコロナ時代の研修 53
研修

コロナ禍における業務の進め方、マインドセット

研
修内定者オンラインセミナー 18

研修

「社会人」の基本を学び、入社後の不安を軽減

ＤＸ人材の育成 110
研修

Microsoft Office



組織マネジメント研修～目標達成のための KPI
の設定と管理

評価者研修

実践！評価者研修～期末面談・フィードバック編

目標管理研修

被評価者研修～目標設定編

被評価者研修　来期へつなげる振り返り編

渋沢栄一に学ぶ仕事の向き合い方～志を立て、先
の見えない時代を突破する

部下モチベーション向上研修～アドラー心理学
を活用し、部下を勇気づける

（出向予定者向け）中小企業で活躍するためのマ
インドチェンジ研修

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

壁を乗り越える研修～考え方を切り替え、ワンラ
ンク上の仕事を目指す

部下モチベーション向上研修

アンコンシャス・バイアス研修～無意識の決めつ
け・思いこみを打破し、 改めて職場風土を考える

ジョブ・クラフティング研修～目の前の仕事を
やりがいのある仕事に変える

（新入社員・新社会人向け）思考力強化研修～デ
ザイン思考・ロジカルシンキング編

営業向けロジカルシンキング研修～論理性を担
保し納得感のある説明をする

俯瞰的思考力強化研修～メタ思考により大局的
な視点で考える力を養う

ロジカルシンキング研修

クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力
を養う

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

仮説構築力向上研修

図解力向上研修～情報を整理し、分かりやすくす
る編

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する

課題設定力研修～主体的な問題解決のための手
法とマインド

リーダーとしての問題解決力向上研修～経営的
視点と仮説思考で問題解決力を高める

問題解決研修～行動経済学を活用し、問題を解決
する

実践プレゼンテーション研修～聞き手を惹きつ
け、心を動かす

（新入社員・新社会人向け）プレゼンテーション
研修～オンラインで学ぶ実践スキル編

プレゼンテーション研修

分かりやすい説明の仕方研修

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

パワーポイントプレゼンテーション研修

ナレッジマネジメント研修～ノウハウを共有で
きる組織づくり

ナレッジマネジメント研修～暗黙知を伝承する

IT・システム部門のための属人化防止研修～標準
化のためのナレッジマネジメント

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

業務フロー作成研修

相手を動かすビジネスライティング研修 ～「立ち位
置」「論理」「要約」「熱意」の４つのステップで学ぶ

チャット対応力向上研修～文章力・質問力を磨
き、円滑なコミュニケーションを行う

ビジネス文書研修

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

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

分かりやすい資料の作り方研修～相手に印象を
残すワンペーパーの基本

資料作成研修～ナッジ理論を活用し、読み手を動
かす資料を作成する

要約力強化研修～仕事は「要約」から始まる！

（若手向け）CS レベルアップ研修～あらゆる場面
でのお客さま対応を身につける

顧客価値向上研修～ CX 視点で考えるロイヤルカ
スタマー作り

安田善次郎から学ぶ顧客視点の醸成研修～信頼
されるリーダーと企業であるために

CS 向上研修～ホスピタリティの意識を養う

接客・接遇研修～お客さまの心を動かすサービ
ス・おもてなし

ビジネスマナー研修

CS リーダー研修

CS 向上研修～チャット対応編

ご高齢者・シニア向け接遇力向上研修～窓口応
対編

ク レ ー ム 交 渉 力 研 修 ～ お 客 さ ま の 要 望 に 応 え
Win-Win を成立させる

クレーム対応研修～苦情対応の正しい手順を学ぶ

クレーム電話対応研修

クレーム E メール対応研修

管理責任者向けハードクレーム対応研修～招か
れざるお客さまへの対応の仕方

クレーム２次対応者研修～顧客の信頼を回復する
ための応対スキルを学ぶ

生産性向上研修～自工程完結を推進し「確認」「修
正」「管理」業務を削減する

業務改善研修

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

生産性向上研修～仕事の見える化でムダなく成
果につなげる

生産性向上研修～明確な指示で、部下のパフォー
マンスを高める

業務削減研修～自動化（RPA）に向けて業務フ
ローを見直す

仕事の生産性向上研修～「デキる人」に共通する
考え方や行動を取り入れる研修

定時に仕事を終わらせる！タイムマネジメント
力強化研修～基準を設けて仕事を任せる

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

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

ダイバーシティ研修～自身のアンコンシャス・バ
イアスに気づき、これからの言動を考える

ダイバーシティ＆インクルージョン研修～「個」を
活かし競争力を高めるための組織戦略を考える

ダイバーシティ推進研修～基本知識を習得し、当
事者意識を醸成する

ダイバーシティ研修～働き方改革を目指し、多様
な働き方を実現する編

クリエイターのためのダイバーシティ感度向上研
修～制作物に反映させる

女性活躍推進研修～ライフプランに備えた仕事
の進め方を身につける

経営戦略としての女性活躍推進研修～ SDGs 時代
のジェンダー平等を実現するために

男性のための部下育成研修～女性リーダーの活
躍を支援する

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」

イクボス研修～管理職として出産・育児支援を
考える編

ワーキングマザー研修～仕事の進め方編

介護に備える研修　メンバーとの協働編

育児中社員で考える働きやすい職場づくり研修
～男性の育児休業を促進する編

ベテラン・シニア層向けアンコンシャス・バイ
アス研修

LGBT 研修～ダイバーシティ＆インクルージョン
を実現する

CS 接遇研修　LGBT のお客さまに応対する編

障がいのある方とともに働くための研修

（外国人・帰国子女向け）日本人と一緒に働くた
めのコミュニケーション研修

( 外国人・帰国子女向け ) 日本で働くためのビジ
ネス基礎研修

テーマ別研修ピックアップ研修 階層別研修 官公庁・自治体向け研修 部門・職種別研修
※掲載の研修はすべて講師派遣型での実施が可能です　※複数のカテゴリーにまたがる研修がございます

※数値は、e ラーニング教材及びコンサルティング等関連サービスの数も含みます公開講座対応研修公

おすすめ研修新作研修

ビジネスマインド

ビジネスマインド 137
研修

思考法

考えるスキル 224
研修

プレゼンテーション

問題解決

伝えるスキル 246
研修

CS・接遇力向上

クレーム対応

女性活躍推進・育児・介護との両立

LGBT・シニア・障がいのある方との協働

グローバル人材育成、外国人とともに働くための研修

文書・資料作成

ナレッジマネジメント

CS・接遇・
クレーム対応スキル

423
研修

業務改善・生産性向上研修

タイムマネジメント研修

業務改善 197
研修

ダイバーシティ時代の組織づくり

ダイバーシティ 285
研修



外国人社員受け入れ研修～相互理解を深め、気持
ちよく働ける職場をつくる

グローバルマインド研修　多様性を受け入れる
素地をつくる編

リスクマネジメント研修～人権デューデリジェン
ス導入に向けた基本知識を学ぶ

リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法を学ぶ

コーポレート・ガバナンス（企業統治）研修

リスクマネジメント研修～再発防止のための真因
追及と対策の徹底編

役員・部長向け内部統制研修

BCP・BCM 研修～「事業継続計画」作成・マネジ
メント

新人向けコンプライアンス研修～社会人として
の基本的な知識と対処法を身につける

部門長向けコンプライアンス研修～コンプライ
アンス体制構築の基本を学ぶ

（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

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

ハラスメント防止研修～基礎知識を習得する

管理職向けハラスメント防止研修～上司力を発
揮して、ハラスメントが起きない組織を作る

ハラスメント防止研修～ハラスメント相談員向け

カスタマーハラスメント防止研修

メンター研修～中途入社が多い組織向けメンタ
リングのお悩み解決編

メンタルタフネス研修～成果を出すためのマイ
ンド・エネルギーの高め方

新入社員向けメンタルタフネス研修～ giraffe を
活用し自己理解を深める

メンタルヘルス研修～セルフケア

メンタルヘルス研修～ラインケア

メンター研修

レジリエンス研修～しなやかにストレスと向き
合い、回復力を身につける

リーダーのためのレジリエンス研修～自分・部
下・チームのレジリエンスを高める

業績管理研修～顧客別・事業別収支分析と資本
コスト経営入門

組織力強化研修～理念・体制・制度・風土の４つで
組織を強くする

３００人企業のための階層別研修～部長編

上級管理職研修～部長に求められる４つのマネ
ジメント

上級管理職研修

中期経営計画の立て方研修～実務に耐えうる計
画策定のノウハウを学ぶ

３００人企業のための階層別研修～課長編

中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり方・
現場力編

中級（課長級）管理職研修～ PDCA・突破力編

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

部下との面談力向上研修

管理職研修～「予算」から見る管理職の役割編

アセッサー派遣型研修～初級管理職向け判断力・
問題解決力強化編

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

管理職向け研修～マネージャーとしての課題を
整理する

プレイングマネージャー研修～時間・チーム・
リスクをマネジメントし、走りながら成果を出す

仕事の任せ方研修～自分でやった方が早いを克
服し、部下の成長を促す

アセッサー派遣型研修～視座を高め、組織的に活
躍するための４つのシップ編

中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出
す！

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

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

リーダーシップ研修～激動の時代に求められる
考え方と強かなマインド

岩崎四代に学ぶ仕事との向き合い方～エピソー
ドから考えるリーダーの素質

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

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

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

中途社員向け研修～オンボーディング・まず上
司と話し合う５つのこと

（中途社員・職種転換者向け）ビジネスマナー研
修

中途採用社員向け導入研修　役割認識・キャリ
ア・コミュニケーション編

若手社員向け研修～経験学習サイクルで主体性
を発揮する

若手社員研修～経験学習サイクルを回し、自己成
長を加速させる

若手社員研修～主体性の発揮

（若手向け）コミュニケーション研修～デキる「ホ
ウ・レン・ソウ」

社会人１年目・２年目ステップアップ研修～周
辺配慮とマナー編

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

（若手向け）仕事の進め方研修～ PDCA を強化する

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

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

（新入社員・新社会人向け）オンラインビジネスゲー
ム研修～チームの一員として仕事の進め方を学ぶ

「新人８大スキルアセスメント」活用研修～主体
的な自己成長を促す振返りの手法

ビジネス基礎研修～新たな時代に求められる社
会人の心構えとスキルを習得する編

新入社員研修～ビジネス基礎「速習編」

新入社員研修～ビジネス基礎「実践ワークで完璧
マスター編」

（新入社員・新社会人向け）ビジネスマインド研修
～社会人の心得を知る

（高校・専門学校卒業の新人向け）ビジネス基礎研
修～社会人の基本スキルを実践的に習得する編

（新入社員・新社会人向け）Microsoft Office 研
修～ Excel と PowerPoint

（新入社員・新社会人向け）ビジネス文書研修

（新入社員・新社会人向け）コミュニケーション研
修～デキる「ホウ・レン・ソウ」

（新入社員・新社会人向け）電話応対基礎研修

（新入社員・新社会人向け）会社の数字の見方と
新聞の読み方研修

新人フォロー研修～経験学習サイクルを回し「成
長する新人」を目指す

新人フォローアップ研修～giraffe により自己理解
を深め、周囲を巻き込む編

新人フォロー研修

新人のためのアドバンスコミュニケーション研修

（内定者向け）オンラインビジネスゲーム研修 ～
チームの一員として仕事の進め方を学ぶ

内定者向け研修～社会人としての心構えを身に
つける編

学生向けキャリアデザイン研修　人生１００年
時代の働き方編

管理職研修～部下のキャリア開発支援を実践する

２ ０ 代 向 け キ ャ リ ア デ ザ イ ン 研 修 ～ Must・
Can・Will でキャリアを考える

３０代向けキャリアデザイン研修～主体的かつ
戦略的にキャリアを考える

４０代向けキャリアデザイン研修～ワーク・ラ
イフ・マネーバランスを考える

５０代活動（いそかつ）研修～これからのワーク
スタイルを考える

テーマ別研修ピックアップ研修 階層別研修 官公庁・自治体向け研修 部門・職種別研修
※掲載の研修はすべて講師派遣型での実施が可能です　※複数のカテゴリーにまたがる研修がございます

※数値は、e ラーニング教材及びコンサルティング等関連サービスの数も含みます公開講座対応研修公

おすすめ研修新作研修

中級管理職

新任管理職・初級管理職

中堅社員向け

フォロワーシップ・リーダーシップ

中途採用者

中堅向け 255
研修

若手向け

若手向け 149
研修

新入社員

新入社員フォロー

学生・内定者

新人・内定者向け 388
研修

年代別

年代別 169
研修

リスク管理・メンタルヘルス 334
研修

リスクマネジメント

コンプライアンス

ハラスメント防止

ヘルスケア

16 研修管理職向け 614
研修

上級管理職



ベテランのためのビジネスマナー研修

再任用の方と共に働く研修

（行政向け）CS・接遇研修～行動経済学を活用し、
管理職として CS 向上を図る

CS・接遇研修～自治体・官公庁編

クレーム対応研修～自治体・官公庁向け

障害者差別解消法研修　障がいのある方の気持
ちを理解する編

交渉力研修～自治体・官公庁編

官公庁・自治体向け DX 推進企画研修

（行政向け）データ分析・活用研修～ EBPM 実現に
向けて基礎スキルを習得する

政策形成研修

戦略的情報発信研修～自治体向け

公共マーケティング研修～基本編

議会答弁対応力向上研修

RESAS を使った地域情報分析研修～政策立案や
エリアマーケティングに活用する編

自治体向けコンプライアンス研修～公益通報者
保護制度を理解する

自治体向けマイナンバー制度研修

人事評価研修～官公庁・自治体向け

変革リーダー研修～自治体・官公庁編

（官公庁・自治体向け）主査級職員研修 ～オーナー
シップを持って、周囲に働きかける存在になる

仕事の意欲向上研修　～自治体・官公庁向け異
動による意欲減退を防ぐ編

アフターフォロー営業力強化研修～既存顧客か
らの売上拡大編

「営業スキルアセスメント」活用研修～８カテゴ
リ２４項目の営業スキルを磨く

（営業向け）ソリューション提案力向上研修

（若手向け）営業基礎研修～営業のいろはを知り、
営業活動の流れを学ぶ

（営業向け）クロージング研修～成約率を上げる
ための引き出しを増やす

（営業向け）ヒアリング力向上研修～質問の引き
出しを増やし、お客さまの本質的なニーズに迫る

顧客の課題解決研修～顧客の抱える「非・不・未」
を見つけ、ソリューションを提示する

営業マネージャー研修

営業研修～クレームをチャンスに変えて顧客と
の関係を深める

営業力強化研修～心情理解を通し、顧客との関係
構築を強化する

（営業向け）リレーション構築力向上研修

売上を上げるアウトバウンド研修

インサイドセールス養成研修～オンラインツー
ルを駆使した実務レベルアップ編

営業研修～飛び込み営業 BtoC 編

営業職向け与信管理研修　

３時間で学ぶ仕事の基礎知識研修～会社法の基
本を押さえる

３時間で学ぶ仕事の基礎知識研修～企業間取引
で発生する契約の基本

総務実務研修～庶務基本業務編

財務基礎研修

はじめての経理実務研修～日次・月次基礎業務編

経理実務研修レベルアップ編～年次・決算業務編

チラシ/ WEB デザイン研修～顧客視点のクリエイ
ティブディレクション

労務管理研修～管理職として「使用者」の立場で
成果とルールの両立を目指す

人事担当者向け外国人就労推進研修

３時間で学ぶ仕事の基礎知識研修～非正規・委
託人材活用の基本を学ぶ

行動経済学を活用したコミュニケーション研修
～学生に自社の魅力を感じてもらうために

労務管理研修

人材マネジメント研修～人材ポートフォリオ分
析、育成の仕組み作り、人を動かす、働く環境整備

はじめての人事給与事務研修

はじめての人事採用事務研修

良い人材を見抜くための採用面接研修

【オンライン面接対応】採用面接研修～自社で活
躍できる人材を見抜く

研修講師養成研修

研修講師養成研修～オンライン研修編

研修企画立案研修～ゴール設計から効果測定ま
でを学ぶ

研修体系構築研修

プロジェクトマネジメント研修～プロジェクト
マネージャーの管理力強化編

新規事業開発研修～ビジネスモデルキャンバス
を使って新規開発を考える

SDGs 導入研修～社会課題の解決と企業活動を結ぶ

企画力研修～企画立案から企画書作成までの流
れを学ぶ

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

構想力強化研修～アイデアを実現するまでのプ
ロセスを学ぶ

プロジェクトマネジメント基礎研修

経営戦略研修

ビジネスモデル企画研修

マーケティング基礎研修～ポジショニング能力
強化編

SDGs 時代のマーケティング研修～ 2030s の顧客
視点で売れるサービスを考える

マーケティング研修

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

マーケティングの進め方研修～コトラーに学ぶ
マーケティング・プロセス

Web マーケティング基礎研修

人材派遣業界向け面談力向上研修～登録スタッ
フとの信頼関係を築く

（カーディーラー向け）オンライン商談マインド
醸成研修

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

（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

病院向け CS・接遇研修

介護・福祉業界向けメンタルヘルス研修～セル
フケアとコミュニケーション編

製薬業界向けビジネスマナー研修　医師の頼れ
るパートナーとなる編

クレーム対応研修　通信販売業者向け

レジャー施設向け　広報力向上研修～SNS活用編

ソ リ ュ ー シ ョ ン 提 案 力 強 化 研 修　不 動 産 業 界
BtoC ビジネス向け

（ガソリンスタンド業界新人向け）コミュニケー
ション研修～ホウ・レン・ソウ強化編

人材アセスメント
個々の能力やスキルだけでなく、

「特徴（らしさ）」を見える化！目的に
応じた多様なサービスをご用意！

eラーニング /研修管理システム「Leaf」
動画教材が載せ放題・見放題
で教育管理もできる、次世代
LMS。

社内研修オンライン化支援
342,409名※に実施したノウハウを
基にオンライン研修をサポート。
※2020年４月～2021 年９月

社員研修・企業研修一覧
テーマ別・階層別・業界業種別、
部門職種別など、多種多様なイ
ンソースの研修をご紹介。

テーマ別研修ピックアップ研修 階層別研修 官公庁・自治体向け研修 部門・職種別研修
※掲載の研修はすべて講師派遣型での実施が可能です　※複数のカテゴリーにまたがる研修がございます

※数値は、e ラーニング教材及びコンサルティング等関連サービスの数も含みます公開講座対応研修公

おすすめ研修新作研修

236
研修

CS・接遇・クレーム対応

政策形成・企画力

リスクマネジメント

階層別・キャリア

自治体・官公庁向け

営業職向け 249
研修

提案力・営業力向上

事務職・スタッフ部門向け

労務・人事・採用担当者向け

研修担当者向け

その他営業

顧客との関係構築

管理部門向け 226
研修

企画部門向け

企画 マーケティング
経営部門向け

265
研修

マーケティング

業界別 190
研修



ミッションが共有されている「強い組織」
をつくるプラン（計５回）

多様性を尊重する近年の理念浸透コンサ
ルティングプラン（１～３年）

コロナと共存するニューノーマル時代の
全社意識改革プラン（１年）

リモートワークでも成果が高まる教育と
組織づくりプラン（半年）

「集合しない」教育を中心とした研修体系
構築プラン（要相談）

オンライン公開講座で「強い組織」をつく
る社員研修プラン（３カ月～複数年）

社内教育を充実させるオリジナル動画教
材制作プラン（３カ月）

【ミテモ】成果を出せる研修教育チーム立
ち上げ支援プラン（４カ月）

人事評価制度を「愛」をもって構築・見直
しするプラン（半年～）

約３カ月で現場の意見も反映した教育体
系を構築するプラン（約３カ月）

自信を持って他者への折衝・交渉に臨む
事前準備徹底プラン（３カ月）

全階層が各々に必要なコミュニケーショ
ン力を鍛えるプラン（１年）

若手・中堅のコミュニケーション力、思
考力を鍛えるプラン（１年）

窓口・電話応対などの CS 調査から改善
支援まで行うプラン（３カ月～）

コロナ禍における新たな営業・接客方法
を身につけるプラン（３カ月）

全社員を 3 階層に分けた組織クレーム対
応力の強化プラン（３カ月）

６カ月で、全社員のエンゲージメントを
高める研修プラン（半年）

ニューノーマル時代の主体性を発揮でき
るチーム作りプラン（１年）

各階層の「タテ・ヨコ・ナナメ」の関係性
を強化するプラン（１年）

多様な人材が主体的に挑戦できる風土を
つくるプラン（３カ月）

熱意・フィードバック・表現力ＵＰによ
る指導力強化プラン（３カ月）

管理職も若手も心の余裕をもって指導・
成長していくプラン（１カ月）

１年間でメンター制度を導入から定着ま
で進めるプラン（１年）

双方が納得できる評価に導く日常フィー
ドバック促進プラン（全３回）

信頼関係を深め挑戦を促す評価面談を実
現するプラン（全４回）

評価制度を活用して成果につなげる評価
者スキル強化プラン（３年）

若手・中堅のキャリアを意識し管理職が
支援するプラン（３カ月）

人生１００年時代に向けたシニア層の活
躍推進実現プラン（１年）

日本式ビジネスの進め方と協働のための
考え方を学ぶプラン（１カ月～半年）

ニューノーマル時代の多様な「人」と「働
き方」推進プラン（要相談）

ガラスの天井を打破し、管理職を目指す
女性を増やすプラン（３カ月）

【ミテモ】デザイン思考を活用した新事業
開発力強化プラン（２～３カ月）

コンセプチュアルスキルを体系的に鍛え
るプラン（３年）

現状を疑い現場目線の発想で新規事業開
発に挑戦するプラン（半年）

読み手の心に響く資料作成スキルを３カ
月で習得するプラン（３カ月）

関係者に効果的に意図を伝え職場の業務
効率を高めるプラン（半年）

社内人材から「データサイエンティスト」
を育てるプラン（３カ月～１年）

新人・内定者から始める！ DX 研修３コー
ス ×２週間プラン（２～３週間）

ＷＥＢ店舗とリアル店舗両方の売上を増
やすプラン（３カ月）

営業・非営業問わず、全社員の営業スキ
ルを強化するプラン（半年）

アセスメントと研修で営業スキルを重点
的に強化するプラン（１年）

「オンライン商談」時代の営業・マーケ
ティング変革プラン（３カ月～）

事務職が上司の支援でインサイドセール
スへ挑戦するプラン（１年）

属人化解消に向け、業務を整理するスキ
ルを習得するプラン（３カ月）

管理職が事務ミス防止の仕組みを考える
プラン（３カ月）

ＲＰＡを使った業務改善活動を社内に定
着化させるプラン（１年）

リスク管理のレベルを向上させタフな組
織をつくるプラン（１年）

コンプライアンス遵守・ハラスメント防
止の職場改善プラン（全４回）

在宅勤務時のメンタル不調を防ぐ考え方
とケアを学ぶプラン（全３回）

カスタマーハラスメントから身を守り前
向きさを保つプラン（２～３カ月）

ストレスチェックを職場改善に活かす研
修とのセットプラン（１年）

全階層の役割認識とそれぞれに必要なス
キルを高めるプラン（１年）

役職定年制度の導入による、各年代の課
題を解決するプラン（３日）

若手～部長までの全階層で判断力強化の
研修を始めるプラン（２年）

新任部長の「組織の将来を創る」スキルを
強化するプラン（半年～１年）

幹部候補の考え抜く力を鍛え経営力を強
化するプラン（１年）

管理職が経営者視点を身につけるための
１年間の研修プラン（１年）

１年間で管理職がマネジメントスキルを
体系的に学ぶプラン（１年）

管理職が健全な危機感を抱いて新規事業
を推進するプラン（半年）

企業活動を予測し、計画策定ができる人
材を育成するプラン（半年）

非対面式アセッサー研修で管理職候補者
を見極め育むプラン（２～３カ月）

中堅社員が上司をサポートするスキルの
底上げを図るプラン（１年）

１年でリーダーの関係構築力や仕事の進
め方を鍛えるプラン（１年）

若手・中堅社員の底上げと組織の育成体
制を強化するプラン（２年）

入社～５年間の体系的な教育で中核人材
を育てるプラン（５年）

企業活動をお金の流れで理解するプラン
（半年）

採用戦略立案から内定者へのアプローチ
までの全支援プラン（１年）

新人社員を８日間お預かり！８大スキル
コンプリートプラン（９日）

新人を５年間の継続的な教育で、リー
ダーに育てるプラン（５年）

新人の課題を分析し成長と意欲を高める
フォロー教育プラン（３年）

お客さまの個性を尊重した商品・サービ
ス提供を目指すプラン（３カ月）

ＳＤＧｓマインドとデータ活用で組織変
革を目指すプラン（３カ月）

１年間で忙しい店長を支えるスタッフ
リーダー育成プラン（１年）

３年間で働きやすくファンの多い店舗を
作る店長育成プラン（３年）

オペレーターの基礎スキルを未経験から
１年で固めるプラン（１年）

スーパーバイザーがマネジメントスキル
を１年で学ぶプラン（１年）

ＡＩ／有人チャットボット導入とコール
センター教育プラン（１年）

患者からの信頼を得る接遇力を１年で向
上させるプラン（半年～１年）

医療従事者を１年で階層・職種毎にスキ
ルＵＰさせるプラン（１年）

ＭＲの営業活動をオンラインへ移行する
プラン（全２回）

顧客視点で考え、本質的な課題解決がで
きるＳＥを育成するプラン（半年）

エンジニアが営業スキルを学び開発と販
売力を高めるプラン（１年）

停滞しがちなＱＣ活動を確実に推進する
リーダー育成プラン（半年～１年）

３６０度評価と個別コーチングで現場
リーダーを強化するプラン（半年）

乗客の満足度ＵＰと安全維持のナレッジ
継承を叶えるプラン（３カ月）

1 年間で忙しい現場の士気を高める物流
業界向け研修プラン（１年）

新人駅員を６年間で駅長候補に育成する
研修体系プラン（６年）

園職員の安全意識を高め、重大リスク発
生を抑制するプラン（全２～５回）

多様な子供達を受け入れ職員も働きやす
い園をつくるプラン（全６回）

大 学 向 けＬＭＳ「ＡｃａｄｅｍｉｃＬｅ
ａｆ」導入プラン（要相談）

ＥＢＰＭ実現のためにＤＸ推進で業務フ
ローを見直すプラン（約３カ月）

ＤＸ推進で住民向けサービスの充実化を
目指すプラン（１年）

役職に応じた政策形成スキルを階層別教
育で強化するプラン（要相談）
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※プラン内容はお客さまのお悩みに合わせ変更可能です。対象者の階層、課題別に最適なプランをご紹介します新作プラン

組織課題別 19
研修

業界別 56
研修

強い組織をつくる

階層別 55
研修

全階層・年代別

経営層・管理職

中堅・若手

新人・内定者

ヘルスケア

リスク管理

サービス業

コ―ルセンター・BPO

医療・介護・製薬・薬局

情報通信・ＩＴサービス

製造業

運輸・運送

保育園・幼稚園・大学・学校法人

自治体・市区町村

評価・考課

キャリア

グローバル・ダイバーシティ

考えるスキル

書く・伝えるスキル

OA・IT スキル、データ活用

営業

業務改善

テーマ別 103
研修

コミュニケーション

CS・接遇・クレーム対応

チームビルディング・組織の活性化

部下育成

オンライン・動画教育強化

人事制度・教育体系構築

コア・ソリューションプラン
CORE200 組 織 の   内   なる 力 を 覚 醒させ る


