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お手頃価格で高品質の研修をお届けします。最終的な成果物をご覧になった研修担当者様からは

「この短期間でこれだけのものを完成させたのは素晴らしい

いております
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ノウハウも豊富に持つインソースだからこそ、

※2020
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サポートします。言語習得に不安を抱えている方や理解に時間がかかる方も、講師

きるまでサポートするため、

 

新人

の日報や単元毎の小テストの結果が即時ご確認いただける研修管理システムをご用意しており
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) はこの度、

年新人 IT 研修は、コロナ禍の終息が不透明な為、皆さまのニーズにお応えし、オンライン型・

来場型を並行して開催いたします。皆さま

また、実施コースも皆さまのご要望が多い

した。特に来年４月実施の

格よりも 18%～29%割り引いたお得な価格でご提供します。
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「この短期間でこれだけのものを完成させたのは素晴らしい

いております。

昨年から 10,490

ノウハウも豊富に持つインソースだからこそ、

2020 年 4 月

メイン講師１名に加えて、アシスタント講師とチューターが研修期間中、受講者の皆さまを徹底

サポートします。言語習得に不安を抱えている方や理解に時間がかかる方も、講師

きるまでサポートするため、

新人 IT 研修の期間中、新人の皆さまの様子が気になるのは当然です。インソースでは、皆さま

の日報や単元毎の小テストの結果が即時ご確認いただける研修管理システムをご用意しており
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研修は、コロナ禍の終息が不透明な為、皆さまのニーズにお応えし、オンライン型・

来場型を並行して開催いたします。皆さま

また、実施コースも皆さまのご要望が多い

した。特に来年４月実施の Java・

割り引いたお得な価格でご提供します。
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ノウハウも豊富に持つインソースだからこそ、

月 1 日～21 年

名に加えて、アシスタント講師とチューターが研修期間中、受講者の皆さまを徹底

サポートします。言語習得に不安を抱えている方や理解に時間がかかる方も、講師

きるまでサポートするため、

研修の期間中、新人の皆さまの様子が気になるのは当然です。インソースでは、皆さま
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研修は、コロナ禍の終息が不透明な為、皆さまのニーズにお応えし、オンライン型・

来場型を並行して開催いたします。皆さまのご状況に合わせて柔軟に受講環境をお選びいただけます。

また、実施コースも皆さまのご要望が多い

・PHP・C 言語コースは、今年中にお申込み

割り引いたお得な価格でご提供します。
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お手頃価格で高品質の研修をお届けします。最終的な成果物をご覧になった研修担当者様からは

「この短期間でこれだけのものを完成させたのは素晴らしい

回（※）以上のオンライン研修

ノウハウも豊富に持つインソースだからこそ、

年 6月 30 日の期間の実施回数

名に加えて、アシスタント講師とチューターが研修期間中、受講者の皆さまを徹底

サポートします。言語習得に不安を抱えている方や理解に時間がかかる方も、講師

きるまでサポートするため、誰一人として置き去りにしません。

研修の期間中、新人の皆さまの様子が気になるのは当然です。インソースでは、皆さま

の日報や単元毎の小テストの結果が即時ご確認いただける研修管理システムをご用意しており
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また、実施コースも皆さまのご要望が多い Java・PHP
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ノウハウも豊富に持つインソースだからこそ、ご希望の

日の期間の実施回数

名に加えて、アシスタント講師とチューターが研修期間中、受講者の皆さまを徹底

サポートします。言語習得に不安を抱えている方や理解に時間がかかる方も、講師

誰一人として置き去りにしません。
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研修」を４月より開催いたしますので、お知らせしま

研修は、コロナ禍の終息が不透明な為、皆さまのニーズにお応えし、オンライン型・

のご状況に合わせて柔軟に受講環境をお選びいただけます。

PHP・C 言語・Python

言語コースは、今年中にお申込み

割り引いたお得な価格でご提供します。 

お手頃価格で高品質の研修をお届けします。最終的な成果物をご覧になった研修担当者様からは

「この短期間でこれだけのものを完成させたのは素晴らしい

オンライン研修を実施しています。

ご希望の実施形式で研修を受講いただけます。

日の期間の実施回数 

名に加えて、アシスタント講師とチューターが研修期間中、受講者の皆さまを徹底

サポートします。言語習得に不安を抱えている方や理解に時間がかかる方も、講師

誰一人として置き去りにしません。

研修の期間中、新人の皆さまの様子が気になるのは当然です。インソースでは、皆さま
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言語コースは、今年中にお申込みいた

お手頃価格で高品質の研修をお届けします。最終的な成果物をご覧になった研修担当者様からは

「この短期間でこれだけのものを完成させたのは素晴らしい」など、例年お褒めの言葉を

しています。オンライン・対面どちらの

実施形式で研修を受講いただけます。

名に加えて、アシスタント講師とチューターが研修期間中、受講者の皆さまを徹底

サポートします。言語習得に不安を抱えている方や理解に時間がかかる方も、講師

誰一人として置き去りにしません。 
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研修」を４月より開催いたしますので、お知らせしま

研修は、コロナ禍の終息が不透明な為、皆さまのニーズにお応えし、オンライン型・

のご状況に合わせて柔軟に受講環境をお選びいただけます。

の４種類をご用意いたしま

ただければ、通常受講価

お手頃価格で高品質の研修をお届けします。最終的な成果物をご覧になった研修担当者様からは

など、例年お褒めの言葉を

オンライン・対面どちらの

実施形式で研修を受講いただけます。

名に加えて、アシスタント講師とチューターが研修期間中、受講者の皆さまを徹底

サポートします。言語習得に不安を抱えている方や理解に時間がかかる方も、講師２
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の日報や単元毎の小テストの結果が即時ご確認いただける研修管理システムをご用意しており
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子会社の株式会

杉山晋一、以下

研修」を４月より開催いたしますので、お知らせしま

研修は、コロナ禍の終息が不透明な為、皆さまのニーズにお応えし、オンライン型・

のご状況に合わせて柔軟に受講環境をお選びいただけます。

の４種類をご用意いたしま

ければ、通常受講価

お手頃価格で高品質の研修をお届けします。最終的な成果物をご覧になった研修担当者様からは

など、例年お褒めの言葉をいただ

オンライン・対面どちらの

実施形式で研修を受講いただけます。 

名に加えて、アシスタント講師とチューターが研修期間中、受講者の皆さまを徹底

２名が理解で

研修の期間中、新人の皆さまの様子が気になるのは当然です。インソースでは、皆さま

の日報や単元毎の小テストの結果が即時ご確認いただける研修管理システムをご用意しており

 

日 

 

 

東証第一部） 

「教育」と「ＩＴ」の力で組織の課題解決を支援する株式会社インソース（東京本部：東京都荒川

子会社の株式会

杉山晋一、以下

研修」を４月より開催いたしますので、お知らせしま

のご状況に合わせて柔軟に受講環境をお選びいただけます。 

ければ、通常受講価

お手頃価格で高品質の研修をお届けします。最終的な成果物をご覧になった研修担当者様からは

いただ

オンライン・対面どちらの

 

名に加えて、アシスタント講師とチューターが研修期間中、受講者の皆さまを徹底

名が理解で

研修の期間中、新人の皆さまの様子が気になるのは当然です。インソースでは、皆さま

の日報や単元毎の小テストの結果が即時ご確認いただける研修管理システムをご用意しており



 

 

 

名称等 2222022022022022 年度新人年度新人年度新人年度新人 IIIITTTT 研修概要研修概要研修概要研修概要    

https://www.insource.co.jp/bup/newcomer_it_dx.html 

2222022022022022 年度新人年度新人年度新人年度新人 IIIITTTT 研修研修研修研修    販売パンフレット販売パンフレット販売パンフレット販売パンフレット    

https://www.insource-da.co.jp/common/pdf/210831_shinjin_it.pdf 

各種コース ■21 年 12 月までにお申し込み頂ければ、以下割引価格にてご提供いたします。 

1111．．．．新人新人新人新人 IIIITTTT 研修～研修～研修～研修～JJJJavaavaavaava コース（コース（コース（コース（37373737 日間）日間）日間）日間）        

https://www.insource.co.jp/bup/shinjin_it_koukai.html 

価格：800,000 円（税込）／日程：2022 年 4 月 8 日～6 月 3 日 ※※※※29%29%29%29%割引割引割引割引 

 

2222．．．．新人新人新人新人 IIIITTTT 研修～研修～研修～研修～PPPPHPHPHPHP コース（コース（コース（コース（24242424 日間）日間）日間）日間）    

https://www.insource.co.jp/bup/shinjin_php_koukai.html 

価格：600,000 円（税込）／日程：2022 年 4 月 8 日～5 月 17 日 ※※※※18181818％割引％割引％割引％割引    

 

3333．．．．新人新人新人新人 IIIITTTT 研修～研修～研修～研修～CCCC 言語コース（言語コース（言語コース（言語コース（15151515 日間）日間）日間）日間）    

https://www.insource.co.jp/bup/shinjin_c_koukai.html 

価格：350,000 円（税込）／日程：2022 年 4 月 8 日～4 月 28 日 ※※※※23232323％割引％割引％割引％割引 

 

■AI 開発の標準言語「Python」のコースも公開講座で定期的に開催しております 

4444．新人．新人．新人．新人 IIIITTTT 研修～研修～研修～研修～PythonPythonPythonPython・・・・WWWWEBEBEBEB アプリ開発人材育成コース（アプリ開発人材育成コース（アプリ開発人材育成コース（アプリ開発人材育成コース（12121212 日間）日間）日間）日間）    

https://www.insource.co.jp/bup/it_dx-web.html 

価格：408,700 円（税込）／日程：2021 年秋から定期開催 

 

5555．．．．AIAIAIAI 開発人材育成コース（開発人材育成コース（開発人材育成コース（開発人材育成コース（14141414 日間）日間）日間）日間）    

https://www.insource.co.jp/bup/it_dx-ai.html 

価格：508,500 円（税込）／日程：2021 年秋から定期開催 

 

6666....    データ活用人材育成コース（データ活用人材育成コース（データ活用人材育成コース（データ活用人材育成コース（12121212 日間）日間）日間）日間）    

https://www.insource.co.jp/bup/it_dx-data.html 

価格 437,300 円（税込）／日程：2021 年秋から定期開催 

提供・ 

お申込み方法 

・公開講座と講師派遣で実施いたします 

・公開講座については、上記 Web ページよりお申込みください 

・講師派遣については、担当営業宛にご連絡ください 

 

 

当社では、世の中の流れを汲み取り、お客さまのニーズにマッチするサービスを今後ともいち早く

展開してまいります。 

 

以 上 

【お問合せ先】株式会社インソース    https://www.insource.co.jp/index.html 

（取材・広報に関して） 社長室(浅井・石渡) TEL: 03-5577-2283 

（サービス内容に関して） 
インソースデジタルアカデミー社 

（飯田・登川・北野） 
TEL: 03-5577-3203 

 


