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“社会貢献度”が従業員のパフォーマンスを左右する！？
職場の中核を担う
「ミレニアル世代」

今日の職場における実務の中核を担っているのが、いわゆるミレニアル世代と呼ばれる層です。
ミレニアル世代とは、１９８０年代から２０００年頃までの間に生まれた、比較的幅の広い世代を指し、現在、２０代から３０代後半までの世
代が含まれます。元々はアメリカにおける世代分類の呼称でしたが、インターネットの普及やグローバル化の影響を強く受けながら育って
きているといわれ、その特徴の多くが他国の同世代にもみられることもあって、わが国も含めて世界的に使われるようになってきました。
そして、労働人口の一大勢力となったこのミレニアル世代のパフォーマンスが、今、企業業績を左右するようになってきているのです。

インセンティブより社会的意義

職場における業績向上のためのモチベーションアップ策といえば、シニア世代にとっては、まず「インセンティブ」が浮かぶでしょう。
「報奨金」や「報奨旅行」などの形で高い成果を上げた従業員に報い、その“組織貢献”を全社でたたえるしくみです。しかし、この「インセン
ティブ」が、ミレニアル世代に対してはあまり効果がないというのです。この世代の特徴のひとつに、
「自分の仕事の社会的意義や影響」に
非常に関心が高いという点が挙げられます。いうならば、お金で報われることよりも社会的称賛のほうが、仕事に対するモチベーションに
つながりやすい、ということなのです。

「ストローの廃止」
をバカにできない理由

社会に対する貢献や存在意義といったものを重視するこの世代にとって、その仕事に誇りが持てず、社会的意義も感じられないような職
場では、満足なパフォーマンスが上げられず、長く続かないということにもなります。
昨今、プラスチックによる海洋汚染問題を鑑みて、ストローを廃止する動きが大手飲食チェーンなどに広がっていますが、プラスチック汚染
に占める「ストロー」の影響の割合を冷静に考えてみれば、ややナンセンスな動きのようにも思えます。しかし、
「ストロー」がこの問題の象
徴的存在となっている以上、それに対する対策に動かない企業はミレニアル世代にとっては「社会貢献度の低い存在」と映り、消費者とし
てはもちろん、働き手としても距離を置かれてしまう恐れがあるのです。

オーナーシップを支える企業倫理

組織の生産性をあげる上で、従業員がオーナーシップ、つまり当事者意識もって仕事に当たることは重要ですが、このオーナーシップは、仕
事に対する愛着や、会社とのエンゲージメント（深い結びつき）なしには育むことはできません。ここ 1 年ほど相次いで品質不正問題が
ニュース等で報道されていますが、ビジネス上の直接的なダメージだけでなく、働く従業員の士気の低下によるマイナスも計り知れず、あら
ためて企業倫理の重要性について、認識しておきたいものです。

PICK
UP

おすすめ研修のご紹介

・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
中堅社員として自身の担当する仕事だけではなく、チーム全体の仕事や課題にも
「当事者意識」
を持って関わっていくマインドを養成し、そのた
めに必要なコミュニケーションスキルを習得する研修です。

・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
本研修では、まずリーダーになることについて受け入れていただきつつ、自分なりのリーダー像を考えていただきます。そのうえで、リーダー
としてメンバーをまとめるためのスキルや手法を学んでいただきます。チームを率いる存在となるべく、はじめてリーダーになる方にも、これ
からリーダーとして活躍していきたい方にとっても有益な研修です。

・（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
本研修は、コンプライアンスの本質を学ぶと共に、コンプライアンス違反を防止するための体制づくりについて考えていただきます。
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11東京開催スケジュール
研修時間

10:00-16:45

9:00-18:00

10:00-17:30

コミュニケ ー ション
時間

開催日

研修名

1日(木) 6日(火)
13日(火) 19日(月)
26日(月) 29日(木)

アサーティブコミュニケーション研修

6日(火) 15日(木)
19日(月) 28日(水)

ファシリテーション研修

3日(土) 5日(月)
16日(金) 27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

2日(金) 18日(日)
20日(火)

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

1日(木) 16日(金)
28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

7日(水) 15日(木)
26日(月)

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

5日(月) 14日(水)
22日(木)

調整力発揮研修

1日(木) 7日(水)
27日(火)

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

7日(水) 21日(水)

コミュニケーション研修

2日(金) 19日(月)

コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編

2日(金) 21日(水)

リーダーコミュニケーション研修

12日(月)

部下モチベーション向上研修

15日(木)

社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～コミュニケーション力向上編

20日(火)

女性リーダー研修
～コミュニケーション能力向上編

30日(金)

★上場一周年記念★
生産性向上実践コース
【3回目】
～リーダーコミュニケーション編

ビジネスマインド
時間

開催日

研修名

1日(木) 8日(木)
9日(金) 12日(月)
16日(金) 19日(月)
22日(木) 28日(水)
30日(金)

新人フォロー研修

1日(木) 6日(火)
12日(月)16日(金)
18日(日) 22日(木)
27日(火)

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

1日(木) 7日(水)
10日(土) 16日(金)
26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

9日(金) 15日(木)
21日(水) 27日(火)
30日(金)

中堅社員研修
～管理職を補佐し、部の成果を出す！

2日(金) 8日(木)
14日(水) 22日(木)
28日(水)

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

1日(木) 6日(火)
14日(水) 26日(月)

若手社員研修～主体性の発揮

5日(月)～6日(火） （新入社員・新社会人向け）
15日(木)～16日(金） ビジネス基礎研修～学生から社会人
（２日間）
19日(月)～20日(火） への意識と行動改革編
2日(金) 15日(木)
29日(木)

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

5日(月) 14日(水)
22日(木)

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

8日(木)～9日(金）
新任管理職研修～自信を持って
19日(月)～20日(火）
マネジメントを始める編
（２日間）
27日(火)～28日(水）

14:00-17:00

9:00-17:00

16日(金) 26日(月)

上級管理職研修

12日(月)

判断力強化研修

7日(水) 27日(火)

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

13日(火)

経営戦略研修

1日(木)

中級
（課長級）
管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

13日(火)

目標管理研修

5日(月)

（半日研修）
ワーキングマザー研修
～仕事の進め方編

14日(水)

5日(月)

管理職研修
～
「予算」
から見る管理職の役割編
会社のしくみを知る研修
～経営数字から企業活動を理解する

14日(水)

6日(火)
9日(金)

社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～モチベーション向上編

19日(月)

（２日間）
12日(月)～13日(火） 中堅社員研修
13日(火)
14日(水)

（若手向け）
コミュニケーション研修
～デキる
「ホウ・レン・ソウ」

8日(木) 30日(金)

10:00-13:00

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
（若手向け）仕事の進め方研修
～ＰＤＣＡを強化する

14日(水)

中級
（課長級）
管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

15日(木)

社会人１年目・２年目ステップアップ研修
～コミュニケーション力向上編

15日(木)

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

16日(金)

（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

マネジメント
時間

2018

開催日

チームマネジメント研修
～仕組み作りと推進力を学ぶ

20日(火)

女性リーダー研修
～コミュニケーション能力向上編

26日(月)

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

28日(水)

店長向けパワーアップ研修

30日(金)

★上場一周年記念★
生産性向上実践コース
【3回目】
～リーダーコミュニケーション編

部下育成

研修名

開催日

ＯＪＴ指導者研修
～新人・後輩指導の基本スキル習得編

2日(金) 6日(火)
9日(金) 15日(木)
21日(水) 26日(月)
30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

3日(土) 5日(月)
16日(金) 27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

9日(金) 19日(月)
29日(木)

メンター研修

1日(木) 7日(水)
27日(火)

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

ティーチング研修
～適切な業務指導の進め方

1日(木) 7日(水)
10日(土) 16日(金)
26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

2日(金) 3日(土)
13日(火) 21日(水)

プロジェクトマネジメント基礎研修

13日(火) 20日(火)
30日(金)

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

2日(金) 15日(木)
29日(木)

管理職向け研修
～マネージャーとしての課題を整理する

10日(土) 12日(月)

2日(金) 15日(木)
30日(金)

財務基礎研修

12日(月)

8日(木)～9日(金）
19日(月)～20日(火） 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）
27日(火)～28日(水）

労務管理研修

2日(金) 21日(水)

リーダーコミュニケーション研修

5日(月)～6日(火） リーダー育成研修
19日(月)～20日(火） ～周囲を巻き込む影響力強化編
（２日間）
8日(木) 29日(木)

営業マネージャー研修

6日(火) 27日(火)

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

研修名

3日(土) 5日(月)
8日(木) 13日(火)
16日(金) 22日(木)
28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

6日(火) 14日(水)
22日(木)

（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

20日(火)

1日(木) 6日(火)
12日(月)16日(金)
18日(日) 22日(木)
27日(火)

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

中級
（課長級）
管理職研修
～ＰＤＣＡ・突破力編

（２日間）
26日(月)～27日(火） 女性リーダー研修

時間

3日(土) 5日(月)
20日(火)

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」

（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

12日(月)

部下モチベーション向上研修

14日(水)

（ＯＪＴ指導者向け）
新人・若手の
ホウ・レン・ソウ強化研修

26日(月)

（男性管理職向け）
女性リーダーを育てる研修

コール センター
時間

開催日
9日(金) 10日(土)
22日(木) 30日(金)

研修名
電話応対基礎研修

スーパー
13日(火) 29日(木) （コールセンター向け）
バイザー研修～ＳＶとしての役割を知る

5日(月) 15日(木)

現場マネージャー研修

6日(火) 29日(木)

モニタリングフィードバック研修

7日(水) 26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

8日(木) 21日(水)

電話応対レベルアップ研修

1日(木) 22日(木)

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」

2日(金)

督促電話研修
コールセンターマネジメント研修
～ＫＰ
Ｉによる目標達成編

16日(金) 26日(月)

上級管理職研修

16日(金)

3日(土) 5日(月)
20日(火)

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

1日(木)

中級
（課長級）
管理職研修
～課長としてのあり方・現場力編

19日(月)

2日(金) 28日(水)

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(月)

管理職研修～
「予算」
から見る
管理職の役割編

21日(水)

（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
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

研修時間

10:00-16:45

9:00-18:00

10:00-17:30

10:00-13:00

14:00-17:00

9:00-17:00

OA/IT研 修
時間

開催日

1日(木)

研修名

6日(火) 15日(木)
21日(水) 27日(火)

ビジネス文書研修

2日(金) 3日(土)
13日(火) 21日(水)

7日(水) 12日(月)
19日(月) 28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

3日(土) 5日(月)
21日(水)

（半日研修）Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆ
ｔ Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ研修
～Ｅｘｃｅ
ｌ基礎編

プロジェクトマネジメント基礎研修

1日(木) 7日(水)
13日(火) 26日(月)

論理的で分かりやすい文書の書き方研修

10日(土)

（半日研修）Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆ
ｔ Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏ
ｉ
ｎｔ基礎編

7日(水) 20日(火)

パワーポイント資料の作り方研修

15日(木)

（半日研修）Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆ
ｔ Ｏｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ研修
～ＰｏｗｅｒＰｏ
ｉ
ｎｔ基礎編

8日(木) 29日(木)

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

3日(土) 7日(水)

＜速習！＞
（半日研修）
（中級者向け）
Ｅｘｃｅ
ｌ研修～データの集計・分析編

5日(月) 27日(火)

業務フロー作成研修

6日(火) 10日(土)

＜速習！＞
（半日研修）
（中級者向け）
Ｅｘｃｅ
ｌ研修～関数の基本編

8日(木) 21日(水)

提案書の作り方研修

12日(月)～13日(火）
Ｉ
Ｔ入門研修
（２日間）
28日(水)～29日(木）

2日(金) 22日(木)

報告書・議事録の書き方研修

7日(水) 20日(火)

16日(金)

Ｅメールの書き方研修
～顧客満足度を高める編

伝 えるスキル
6日(火) 10日(土)
12日(月) 16日(金)
22日(木) 28日(水)

プレゼンテーション研修

1日(木) 8日(木)
14日(水) 18日(日)
20日(火) 30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

2日(金) 3日(土)
8日(木) 14日(水)
21日(水) 26日(月)

分かりやすい説明の仕方研修

6日(火) 15日(木)
19日(月) 28日(水)

ファシリテーション研修

1日(木) 13日(火)
27日(火)

パワーポイントプレゼンテーション研修

1日(木) 22日(木)
29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

5日(月) 29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

8日(木)～9日(金）
（２日間）
20日(火)～21日(水） プレゼンテーション研修～徹底編
14日(水)

セールスプレゼンテーション研修

29日(木)

説得力強化研修
～ディベートによる能力開発

考 えるスキル

パワーポイント資料の作り方研修

ＣＳ向上研修
～ホスピタリティの意識を養う

9日(金)

クレームＥメール対応研修

12日(月)

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

13日(火)

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

15日(木)

接客サービス・接客マナー向上研修

22日(木)

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

28日(水)

ＣＳクレーム対応研修

リスク管 理 /ヘ ルスケ ア
時間

開催日

研修名

16日(金) 27日(火)

ビジネス活用のためのＡ
Ｉ
・人工知能研修

5日(月) 20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

2日(金)

Ｍｉ
ｃ
ｒｏｓｏｆ
ｔＯｆ
ｆ
ｉ
ｃｅ研修～Ｅｘｃｅ
ｌ応用編

15日(木) 26日(月)
30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

8日(木)

＜速習！＞
（半日研修）
（中級者向け）
Ｅｘｃｅ
ｌ研修～手順を自動化し業務を
効率化させる編

14日(水)

ＵＩ
（ユーザーインターフェイス）
設計力向上研修

19日(月)～20日(火）

ＡＩ
・機械学習研修
～回帰・分類・レコメンド編（２日間）

28日(水)

（システム担当者向け）
要件定義研修

営業
1日(木) 8日(木)
14日(水) 18日(日)
20日(火) 30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

5日(月) 14日(水)
18日(日) 30日(金)

マーケティング研修

2日(金) 21日(水)

（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

5日(月) 16日(金)
27日(火)

メンタルヘルス研修～セルフケア

7日(水) 16日(金)
26日(月)

メンタルヘルス研修～ラインケア

6日(火) 19日(月)
30日(金)

リスクマネジメント研修
～未然に防ぐ方法を学ぶ

2日(金) 12日(月)
29日(木)

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

7日(水) 26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

12日(月)

（半日研修）
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

28日(水)

（半日研修）
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

7日(水)

★上場一周年記念★
人財育成風土醸成コース
【2回目】
～ラインケア編

16日(金)

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

22日(木)

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

2日(金) 19日(月)

コミュニケーション研修
～きっかけを作る雑談力向上編

8日(木) 29日(木)

営業マネージャー研修

7日(水) 22日(木)

営業研修～ソリューション提案力向上編

1日(木) 19日(月)

仮説構築力向上研修

8日(木) 21日(水)

提案書の作り方研修

14日(水) 28日(水)
29日(木)

研修講師養成研修

1日(木)

営業マインド向上研修
～システムエンジニア向け

2日(金) 15日(木)
30日(金)

財務基礎研修

6日(火)

営業基礎研修
～飛び込み営業の基本スキルを習得する

6日(火) 14日(水)
22日(木)

労務管理研修

8日(木)

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

1日(木) 15日(木)

研修担当者レベルアップ研修

人事/ 総 務/財 務/ 法 務

2日(金) 8日(木)
10日(土) 12日(月)
16日(金) 22日(木)
26日(月) 30日(金)

ロジカルシンキング研修

1日(木) 5日(月)
9日(金) 15日(木)
18日(日) 21日(水)
28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

2日(金) 3日(土)
9日(金) 20日(火)
30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

3日(土) 7日(水)
14日(水) 19日(月)
28日(水)

9日(金)

営業研修～新規開拓営業編

7日(水)

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

研修講師養成研修～講師経験者の
ための研修スキル向上編

14日(水)

セールスプレゼンテーション研修

12日(月)

（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

5日(月) 14日(水)
18日(日) 30日(金)

マーケティング研修

21日(水)

16日(金)

（人事担当者向け）
女性活躍推進を考える研修

6日(火) 15日(木)
18日(日) 26日(月)

図解力向上研修
～情報を整理し、
分かりやすくする編

営業力強化研修
～論理的思考で営業活動を考える

2日(金) 20日(火)
30日(金)

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

6日(火) 13日(火)
27日(火)

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

14日(水) 18日(日)
29日(木)

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

8日(木) 30日(金)

C S / 接 遇 /クレ ーム 対 応

ビジネスマナー研修

ナレッジマネジメント研修
～暗黙知を伝承する

6日(火) 10日(土)
14日(水) 20日(火)
30日(金)
1日(木) 7日(水)
16日(金) 27日(火)

クレーム対応研修
～苦情対応の正しい手順を学ぶ

1日(木) 19日(月)

仮説構築力向上研修

15日(木) 30日(金)

企画力研修～企画立案から
企画書作成までの流れを学ぶ

5日(月)～6日(火） （新入社員・新社会人向け）
15日(木)～16日(金）ビジネス基礎研修～学生から社会人への
（２日間）
19日(月)～20日(火）意識と行動改革編

9日(金) 22日(木)

情報活用力養成研修
～情報の収集・整理・分析編

8日(木)
12日(月)

（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

判断力強化研修

22日(木)

良い人材を見抜くための採用面接研修

30日(金)

ＬＧＢＴ研修～ダイバーシティ＆
インクルージョンを実現する

業務改善
2日(金) 7日(水)
10日(土) 13日(火)
16日(金) 21日(水)
26日(月) 29日(木)

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(土) 7日(水)
14日(水) 19日(月)
28日(水)

問題解決研修
～ビジネス上の問題を解決する

9日(金) 18日(日)
27日(火)

秘書研修～秘書としての仕事の仕方

9日(金) 21日(水)

クレーム電話対応研修

6日(火) 21日(水)
29日(木)

業務改善研修

3日(土) 30日(金)

ベテランのためのビジネスマナー研修

16日(金) 27日(火)

ビジネス活用のためのＡＩ
・人工知能研修

研修時間

10:00-16:45

9:00-18:00

10:00-17:30

業務改善

10:00-13:00

14:00-17:00

事務職のための業務改善研修
～ファイリング編

9日(金)

（半日研修）
タイムマネジメント研修
～業務の優先順位付けをクセづける

12日(月)

9:00-17:00

キャリアデ ザイン

6日(火) 27日(火)

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

13日(火)

業務改善研修
～変化に対応し、働き方改革を実現する

1日(木) 12日(月)
29日(木)

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

5日(月) 19日(月)

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

14日(水)

5日(月) 19日(月)

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

8日(木) 26日(月)

職場環境の改善・活性化研修
～５Ｓ活用編

★上場一周年記念★
生産性向上実践コース
【2回目】
～組織のタイムマネジメント編

5日(月) 22日(木)

整理力向上研修
～生産性の高い職場環境を作る

9日(金) 22日(木)

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

7日(水)

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

評 価・考 課
時間

開催日

研修名

8日(木) 20日(火)
28日(水)

評価者研修

13日(火)

目標管理研修

1日(木) 22日(木)

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」

2日(金)

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

9日(金)

２０代向けキャリアデザイン研修
～Ｍｕｓ
ｔ
・Ｃａｎ・Ｗｉ
ｌ
ｌでキャリアを考える

新作研修のご紹介
マーケティング

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
■研修内容
様々なフレームワークを使って新市場の開拓の可能性を探り、具体的に自社の商材に当てはめたワークを通じて、組織戦略の立案に役立てていただける研修です。
事業部門のマネジメントクラスおよび、経営企画部門、営業企画部門、マーケティング部門の方を対象とした研修ですが、マーケティングに興味のある方ならどなたでもご参加い
ただけます。

登 録 料 無 料 ・ 使 用 期 限 なし
『 インソース 公 開 講 座 』へ の お 申 込 みやキャン セ ル 等
の 手 続を簡単にできる 、会 員さま専 用ウェブサイトで す 。

01

料金割引

約 4 0 0 種類のラインナップほぼ全て
に割引が適用されます。

標準価格

￥26,000（税込価格）

WEBinsource価格

￥24,000（税込価格）

￥2,000 OFF

04

ア ン ケ ート
閲覧

受 講 後 アンケート結 果 の 閲 覧 機 能 が あります 。研
修 全 体 の評 価 から、貴 社 のご 参 加 者さま一人ひと
りのコメントまでご 覧いただけます 。

02

簡単
お申込み

事前に受講者リストを登録いただくことで、毎回受

過去の受講状況や今後の受講予定が確認でき

講 者 情 報 を入 力 する 必 要 がご ざ いません。また、

ま す 。出 欠 確 認 や 受 講 予 定 者 に 対 す るリ マイ ン

受講者の複数選択もでき、お申込みがスムーズに行

ド にご 活 用 いた だ け ま す 。

えます。

05

受講料の
後払い

「 新 規 会員登 録 」
からお申込み下さい

次 の アド レス に
申込書を添 付して
メールしてください。

06

検討中
リスト

ＨＰからお申込みの場合、ご受講 料は研 修前日ま

研 修 を正 式 に お 申 込 み いた だく前 に 、 一 旦 検 討

での前払いなのに対し、WEBinsource からのお申

中リストに 入 れて おくこと が で きま す 。気 に なる

込みの場合、研 修 受講後に１か月分の受講 料をま

研 修 を 見 比 べ たり複 数 の日 程 候 補 の 中 か ら 選 択

とめてお支払いただ けます 。

したいときに 、大 変 便 利 な 機 能 で す 。

W E B i n s o u r c e のご 登 録 は 弊 社 H P から
WEB サ イ ト の

03

研修
履歴機能

WEBinsource

● 利用規約をご確認下さい。
● W E B 上で必 要 事 項を入 力し 、P D F をダウンロードしてください 。
● PDF を印刷し、貴社の社判を捺印してください。ご捺印いただいた申込書を

完成
PDF

印

PDF

印

スキャンして PDF 化してください。

webins@insource.co.jp
● １週間ほどで、弊社より I D、パスワードをご連絡いたします。

※ 原 本 のご 送 付 は 不 要 で す
※ 割 引 適 用 は I D 、パ スワード 発 行 後となりま す
※ご 入 力 い た だ い た 個 人 情 報 は p d f ファイル の 申 込 書 に
反 映 さ れ る の みで 、当 社 側 に は 記 録 さ れ ま せ ん

BA023 180910

