
評価面談で部下の納得度を高める行動とは
12 月末、3月末が期末となる会社・組織が多いと思いますが、期末の部下評価を行う上で、最も重要なプロセスの１つが評価面談です。
そこで今回は、評価を裏付けることで面談での部下の納得度をより高める、「行動記録」の取り方についてお伝えします。

評価期間中の行動をすべて記憶するのは難しいので、期中の部下の行動を忘れないよう「行動記録」を取りましょう。行動記録は、部下の
日々の行動を、プラス評価・マイナス評価ともにしっかりと記録します。下記はその一例ですが、「日付」、「担当者」、「評価対象の行動」と、
それに対応する自社の「評価項目」、どのように評価をするかという「コメント」（評価する具体的なポイント）を簡潔にまとめた、シンプルな
もので十分です。

評価期間中の部下の行動は簡潔に記録しておく

毎回行動記録を取るのは少し面倒のように思いますが、その気になれば５分も掛からず書ける内容です。そのちょっとした手間をかけるだ
けで、評価面談の際に部下の納得感をぐっと高めることができます。効果は絶大ですので、是非面倒がらずに続けてください。
もちろん、記録を取るだけでなく、事実を把握したらその場で指導してください。良い行動はきちんとその場で褒め、悪い行動はただちに是
正することが大切です。上記のようにマイナス評価の行動があっても、評価期間中の適正な指導で部下が成長し、マイナスを解消すること
ができます。

また、日常業務の記録を「行動記録」として残すのと同じく、１対１面談の結果についても簡単な記録で良いので残しておきましょう。評価
の貴重な情報になるとともに、面談を通じた指導にも有効なので、こちらもあわせて実施することをおすすめします。

小さな労力で、より納得度の高い評価面談に

おすすめ研修のご紹介PICK
UP

・実践！評価者研修～期初、期中、期末にやるべきこと（２日間）
マネージャーとしての部下に対する観察力、目標管理スキル、フィードバック力などを強化
するとともに、期初、期中、期末にやるべきことについて網羅的に習得いただきます。

【開催日】
福岡3月3日（火）～4日（水）　他

・評価者研修
人材育成のツールとして評価制度を活用していくために、評価者は公正な評価を行わなけ
ればなりません。評価のしかたや評価者が陥りやすい傾向、部下へのフィードバックの方法
など、評価者として求められる基本スキルを、実践を通じて身につけていただきます。

【開催日】
福岡12月9日（月）、大阪12月13日（金）、
名古屋 2月10日（月）、広島2月28日（金）　他

・部下との面談力向上研修
部下をもつ管理職（上司）の方に「部下との面談」の重要性を学んでいただき、実際にどのよ
うに面談を実施するかをロールプレイングやワークを通じて習得していただく内容です。

【開催日】
名古屋12月12日（木）、福岡12月16日（月）、
大阪12月20日（金）　他
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※「評価」は、プラス評価の「◎」「〇」と、マイナス評価の「×」「××」の４段階

日付
5月11日 加藤 ◎ 折衝・交渉 ４部署横断の ABC プロジェクトを完遂 ベテランやクセのあるメンバーも多かったが熱意と粘り

強い働きかけで成功に導いた

5月21日 中山 × 顧客対応力 お客様からの問い合わせを放置しクレーム 顧客からの問い合わせが頻発し、結果、お客様の問い合
わせ対応を漏らしてしまった

5月18 日 武井 ×× 指導力 OJT 担当の役割を果たさず新人が離職 自分の忙しさを理由に、新人に自分の雑務を押し付け、適
切な指導・OJT を実施しなかったため、新人が職場に来
なくなり、結果離職した

担当者 評価 評価項目 評価対象の行動 コメント（評価する具体的なポイント）
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大阪開催

CS/接遇/クレーム対応

*

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2日(月)●

クレーム対応研修～苦情対応の正しい手順
を学ぶ3日(火) 7日(土)●

ビジネスマナー研修6日(金) 14日(土)●

ベテランのためのビジネスマナー研修19日(木)●

クレーム電話対応研修20日(金)●

OA/ITスキル

*

ビジネス活用のためのRPA研修
/WinActor®研修2日(月) 17日(火)●

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）Excel
研修～関数の基本編3日(火) 7日(土)☆

（半日研修）Microsoft Office研修～Excel
基礎編9日(月)★

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）Excel
研修～手順を自動化し業務を効率化させる編16日(月)★

RPA研修/WinActor®研修 初級編～データ
転記からRPAを始める16日(月)●

ビジネス活用のためのAI・人工知能研修20日(金)●

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）Excel
研修～データの集計・分析編25日(水)★

キャリアデザイン

*

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9日(月)●

２０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16日(月)●

５０代向けキャリアデザイン研修～人生
１００年時代のマネー戦略を立てる26日(木)●

コールセンター

*

（コールセンター向け）スーパーバイザー
研修～SVとしての役割を知る2日(月)●

モニタリングスキル研修13日(金)●

電話応対レベルアップ研修16日(月)●

電話応対基礎研修24日(火)●

コミュニケーション

*

コミュニケーション基礎研修2日(月)●

（若手向け）コミュニケーション研修～
デキる「ホウ・レン・ソウ」4日(水)●

ファシリテーション研修6日(金) 7日(土) 
24日(火)●

リーダーのためのアサーティブコミュニ
ケーション研修10日(火)●

コミュニケーション研修～相手目線で考え、
良好な人間関係を築く12日(木)●

アサーティブコミュニケーション研修13日(金) 20日(金)●

コミュニケーション研修～きっかけを作る
雑談力向上編17日(火)●

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18日(水)●

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19日(木)●

調整力発揮研修21日(土)●

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25日(水)●

リーダーコミュニケーション研修26日(木)●

部下モチベーション向上研修27日(金)●

ビジネスマインド

*

若手社員研修～主体性の発揮4日(水)〇

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5日(木)●

新人フォロー研修5日(木) 17日(火)●

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7日(土)●

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7日(土) 23日(月)●

中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果
を出す！13日(金) 25日(水)〇

（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを
強化する17日(火)●

マネジメント

*

プロジェクトマネジメント基礎研修3日(火)●

営業マネージャー研修4日(水)●

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4日(水)●

財務基礎研修6日(金)●

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10日(火)●

上級管理職研修11日(水)■

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11日(水) 19日(木)●

業務改善研修～困難に対処しつつ強かに改
善を実践する12日(木)●

リーダーシップ研修（初級編）～サーバント・
リーダーシップで部下の成長を促進する13日(金)●

判断力強化研修14日(土)●

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」16日(月)●

新任管理職研修～自信を持ってマネジメン
トを始める編（２日間）17日(火)~18日(水)●

中級（課長級）管理職研修～PDCA・突破
力編18日(水)〇

経営戦略研修19日(木)●

チームマネジメント研修～仕組み作りと推
進力を学ぶ21日(土)●

現場マネージャー研修23日(月)●

管理職向け研修～マネージャーとしての課
題を整理する23日(月)〇

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24日(火)●

労務管理研修27日(金)●

リスク管理/ヘルスケア

**

メンタルヘルス研修～セルフケア4日(水)●

リスクマネジメント研修～未然に防ぐ方法
を学ぶ14日(土) 24日(火)●

（半日研修）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16日(月)☆

メンタルヘルス研修～ラインケア25日(水)●

営業

*

（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3日(火)●

（営業向け）リレーション構築力向上研修18日(水)●

業務改善

業務改善研修～変化に対応し、働き方改革
を実現する2日(月)●

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3日(火) 12日(木)●

事務職のための業務改善研修～ファイリン
グ編6日(金)●

業務改善研修9日(月)●

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10日(火)●

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25日(水)●

考えるスキル

*

企画力研修～企画立案から企画書作成まで
の流れを学ぶ2日(月)●

新市場開拓のための戦略研修～新たな市場
を見つけるフレームワーク3日(火)●

ロジカルシンキング研修4日(水) 20日(金)●

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5日(木)●

クリティカルシンキング研修～本質を見抜
く力を養う

9日(月) 18日(水) 
27日(金)●

マーケティング研修10日(火) 21日(土)●

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11日(水)●

図解力向上研修～情報を整理し、分かりや
すくする編17日(火)●

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20日(金)●

（若手向け）ロジカルシンキング研修～
情報を整理し、結論を導く24日(火)●

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決
する26日(木)●

考課・評価

*

評価者研修13日(金)●

書くスキル

*

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5日(木)●

報告書・議事録の書き方研修6日(金)●

ビジネスEメールの書き方研修10日(火)●

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11日(水)●

ビジネス文書研修12日(木)●
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Eメールの書き方研修～顧客満足度を高め
る編23日(月)●

論理的で分かりやすい文書の書き方研修27日(金)●

人事・総務・財務・法務

*

研修講師養成研修19日(木)●

良い人材を見抜くための採用面接研修23日(月)●

伝えるスキル

プレゼンテーション研修2日(月) 18日(水) 
21日(土)●

セールスプレゼンテーション研修6日(金)●

交渉力向上研修～ネゴシエーションスキ
ルを上達させる9日(月)●

分かりやすい説明の仕方研修10日(火) 14日(土) 
23日(月)●

説得力強化研修～ディベートによる能力
開発11日(水)●

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12日(木)●

パワーポイントプレゼンテーション研修19日(木)●

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27日(金)●

部下育成

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5日(木) 17日(火)●

（半日研修）実践！評価者研修～目標設定・
面談編9日(月)☆

CSリーダー研修11日(水)●

メンター研修12日(木) 26日(木)●

OJTステップアップ研修～関係構築・フィー
ドバック編13日(金)●

ティーチング研修～適切な業務指導の進め
方14日(土)●

OJT指導者研修～新人・後輩指導の基本ス
キル習得編

16日(月) 21日(土) 
24日(火)●

部下との面談力向上研修20日(金)●

（人事担当者向け）メンター制度導入によ
る社員育成を考える研修26日(木)●

名古屋開催

CS/接遇/クレーム対応

クレーム対応研修～苦情対応の正しい手順
を学ぶ2日(月)●

OA/ITスキル

ビジネス活用のためのRPA研修
/Winactor®研修4日(水)●

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）Excel
研修～手順を自動化し業務を効率化させる編7日(土)☆

（半日研修）Microsoft Office研修～
PowerPoint基礎編9日(月)☆

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）Excel
研修～関数の基本編19日(木)★

コールセンター

（コールセンター向け）スーパーバイザー
研修～SVとしての役割を知る13日(金)●

電話応対レベルアップ研修18日(水)●

コミュニケーション

（若手向け）コミュニケーション研修～
デキる「ホウ・レン・ソウ」4日(水)●

コミュニケーション研修～相手目線で考え、
良好な人間関係を築く6日(金)●

リーダーコミュニケーション研修7日(土) 11日(水)●

ファシリテーション研修7日(土) 16日(月)●

コミュニケーション基礎研修10日(火)●

アサーティブコミュニケーション研修12日(木)●

調整力発揮研修14日(土)●

部下モチベーション向上研修14日(土)●

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17日(火)●

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20日(金)●

ビジネスマインド

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2日(月)●

新人フォロー研修5日(木)●

若手社員研修～主体性の発揮9日(月)〇

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10日(火)●

中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果
を出す！17日(火)〇

（若手向け）仕事の進め方研修～PDCAを
強化する20日(金)●

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26日(木)●

マネジメント

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3日(火)●

営業マネージャー研修12日(木)●

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13日(金)●

女性リーダー研修～キャリアアップ編
「リーダーとしての自信をつける」16日(月)●

次世代リーダー研修～安定力・思考力・
指導力を身に付ける19日(木)●

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20日(金) 21日(土)●

リーダー育成研修～周囲を巻き込む影響力
強化編（２日間）23日(月)~24日(火)●

管理職向け研修～マネージャーとしての
課題を整理する25日(水)〇

管理職研修～「予算」から見る管理職の
役割編27日(金)●

リスク管理/ヘルスケア

（半日研修）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5日(木)★

メンタルヘルス研修～ラインケア12日(木)●

（半日研修）（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24日(火)☆

業務改善

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3日(火)●

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13日(金)●

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16日(月)●

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17日(火)〇

職場環境の改善・活性化研修～５S活用編25日(水)●

整理力向上研修～生産性の高い職場環境を
作る27日(金)●

考えるスキル

（若手向け）ロジカルシンキング研修～
情報を整理し、結論を導く5日(木)●

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6日(金)●

マーケティング研修9日(月)●

ロジカルシンキング研修18日(水)●

クリティカルシンキング研修～本質を見抜
く力を養う24日(火)●

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決す
る26日(木)●

書くスキル

*

報告書・議事録の書き方研修3日(火)●

論理的で分かりやすい文書の書き方研修14日(土)●

業務フロー作成研修18日(水)●

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23日(月)●

提案書の作り方研修25日(水)●

ビジネス文書研修27日(金)●

伝えるスキル

プレゼンテーション研修10日(火) 21日(土)●

分かりやすい説明の仕方研修19日(木)●

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23日(月)●

部下育成

メンター研修4日(水)●

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6日(金)●

OJT指導者研修～新人・後輩指導の基本ス
キル習得編11日(水)●

部下との面談力向上研修12日(木)●

ティーチング研修～適切な業務指導の進め
方26日(木)●

福岡開催

CS/接遇/クレーム対応

ベテランのためのビジネスマナー研修13日(金)●

OA/ITスキル

業務削減研修～自動化（RPA）に向けて
業務フローを見直す2日(月)●

Microsoft Office研修～Excel基礎編3日(火)●

＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）Excel
研修～関数の基本編17日(火)☆

（半日研修）Microsoft Office研修～Excel
基礎編21日(土)☆

（半日研修）Microsoft Office研修～Power
Point基礎編26日(木)☆

コミュニケーション

コミュニケーション基礎研修3日(火)●

リーダーのためのアサーティブコミュニ
ケーション研修4日(水)●

リーダーコミュニケーション研修7日(土)●

アサーティブコミュニケーション研修11日(水)●

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16日(月)●

調整力発揮研修17日(火)●

部下モチベーション向上研修19日(木)●

ファシリテーション研修24日(火)●

ビジネスマインド

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3日(火)●

名古屋開催

福岡開催

書くスキル
時間 研修名日付

伝えるスキル
時間 研修名日付

部下育成
時間 研修名日付

CS/接遇 / クレーム対応
時間 研修名日付

人事 / 総務 / 財務 / 法務
時間 研修名日付

伝えるスキル
時間 研修名日付

部下育成
時間 研修名日付

OA/IT スキル
時間 研修名日付

コールセンター
時間 研修名日付

コミュニケーション
時間 研修名日付

ビジネスマインド
時間 研修名日付

マネジメント
時間 研修名日付

リスク管理 / ヘルスケア
時間 研修名日付

業務改善
時間 研修名日付

考えるスキル
時間 研修名日付

CS/接遇 / クレーム対応
時間 研修名日付

OA/IT スキル
時間 研修名日付

コミュニケーション
時間 研修名日付

ビジネスマインド
時間 研修名日付



新人フォロー研修18日(水)●

中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果
を出す！20日(金)〇

マネジメント

上級管理職研修4日(水)■

財務基礎研修5日(木)●

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6日(金)●

判断力強化研修23日(月)●

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12日(木)●

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13日(金) 21日(土)●

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24日(火)●

リーダーシップ研修（初級編）～サーバント・
リーダーシップで部下の成長を促進する25日(水)●

経営戦略研修27日(金)●

リスク管理/ヘルスケア*

**

（半日研修）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2日(月)★

（半日研修）（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10日(火)☆

メンタルヘルス研修～ラインケア12日(木)●

営業

*

（営業向け）ソリューション提案力向上
研修10日(火)●

業務改善

*

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7日(土)●

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11日(水)●

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14日(土)●

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26日(木)●

考えるスキル*

**

企画力研修～企画立案から企画書作成ま
での流れを学ぶ12日(木)●

問題解決研修～ビジネス上の問題を解決
する16日(月)●

ロジカルシンキング研修18日(水)●

クリティカルシンキング研修～本質を見
抜く力を養う23日(月)●

考課・評価*

**

評価者研修9日(月)●

目標管理研修20日(金)●

書くスキル

ビジネス文書レベルアップ研修～相手が唸
る文書の書き方5日(木)●

論理的で分かりやすい文書の書き方研修18日(水)●

提案書の作り方研修25日(水)●

伝えるスキル

分かりやすい説明の仕方研修4日(水)●

プレゼンテーション研修17日(火)●

説得力強化研修～ディベートによる能力開
発24日(火)●

交渉力向上研修～ネゴシエーションスキル
を上達させる25日(水)●

パワーポイントプレゼンテーション研修27日(金)●

部下育成

*

CSリーダー研修5日(木)●

OJT指導者研修～新人・後輩指導の基本ス
キル習得編6日(金)●

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10日(火)●

部下との面談力向上研修16日(月)●

OJTステップアップ研修～関係構築・フィー
ドバック編19日(木)●

実践！コーチング研修～フィードバック・
キャリアサポート編23日(月)●

ティーチング研修～適切な業務指導の進
め方26日(木)●

広島開催

キャリアデザイン

５０代向けキャリアデザイン研修～人生
１００年時代のマネー戦略を立てる20日(金)●

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26日(木)●

コミュニケーション

アサーティブコミュニケーション研修3日(火)●

ビジネスマインド

中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成
果を出す！17日(火)〇

新人フォロー研修20日(金)●

マネジメント

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」9日(月)●

プロジェクトマネジメント基礎研修12日(木)●

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18日(水)●

次世代リーダー研修～安定力・思考力・
指導力を身に付ける27日(金)●

リスク管理/ヘルスケア

メンタルヘルス研修～ラインケア6日(金)●

（半日研修）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23日(月)★

営業

（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2日(月)●

考えるスキル

ロジカルシンキング研修4日(水)●

書くスキル

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10日(火)●

論理的で分かりやすい文書の書き方研修11日(水)●

伝えるスキル

交渉力向上研修～ネゴシエーションスキル
を上達させる16日(月)●

部下育成

OJT指導者研修～新人・後輩指導の基本ス
キル習得編13日(金)●

イマドキ世代の育て方研修24日(火)●

金沢開催

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6日(金)●

岡山開催

ビジネス文書研修9日(月)●

北九州開催

判断力強化研修7日(土)●

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11日(水)●

プレゼンテーション研修21日(土)●

岡山開催

北九州開催

業務改善
時間 研修名日付

マネジメント
時間 研修名日付

リスク管理 / ヘルスケア
時間 研修名日付

営業
時間 研修名日付

考えるスキル
時間 研修名日付

評価 / 考課
時間 研修名日付

書くスキル
時間 研修名日付

伝えるスキル
時間 研修名日付

部下育成
時間 研修名日付

広島開催
キャリアデザイン

時間 研修名日付

コミュニケーション
時間 研修名日付

ビジネスマインド
時間 研修名日付

マネジメント
時間 研修名日付

リスク管理 / ヘルスケア
時間 研修名日付

営業
時間 研修名日付

考えるスキル
時間 研修名日付

書くスキル
時間 研修名日付

伝えるスキル
時間 研修名日付

部下育成
時間 研修名日付

金沢開催
時間 研修名日付

時間 研修名日付

時間 研修名日付

（若手向け）コミュニケーション研修～
デキる「ホウ・レン・ソウ」11日(水) 13日(金)●

松山開催
時間 研修名日付

インソース 公開講座
WEB サイトもございます

検索

インソース公開講座に関するお問合せは

※掲載している情報は ���� 年 �� 月 �日時点のものです。最新のスケジュールはインソースWEBページをご確認ください。

191009 PPBA028

研修時間 10:00-16:45 10:00-17:3010:00-13:00 14:00-17:00

大阪／名古屋／福岡／広島／金沢／岡山／松山／北九州 ※各地域の開催場所は、WEB または受講票をご確認ください

10:00-17:309:00-18:00 


