
２０２０年度 シナジー経営株式会社主催/研修ラインナップ 
【2020年度研修開催予定】 

開催時期 研修名 場所 受講料 内容 

2020.3.30(月）

/31(火） 
新入社員研修 2020 

福井県自治会館 

２０１研修室 

定員 50名 

9︓30~17︓00 

25,000円/人 

※テキスト代、昼食代込み 

11年目に突入した新入社員

研修。毎年満員状態でご好

評いただいている合同研修

です。研修後には、研修報

告書を送付し、受講者の様

子を報告いたします。 

2020.10.6(火） 
新入社員フォロー 

アップ研修 2020 

福井県自治会館 

２０１研修室 

定員 50名 

9︓30~12︓30 

5,000円/人 

（新入社員研修にご参加いただ

いた会社様） 

6,000円/人 

（一般のお客様） 

「新入社員研修」を受講い

ただいたお客様向けの研

修。入社 6ヶ月後に学ぶ具

体的な行動管理術、相手と

の効果的なコミュニケーシ

ョン、目標設定、発表 

2020.9.24(木）     

25(金） 

内定者フォロー研修

2020 

※詳細はチラシ

に記載させて 

頂きます。 

 

30,000円/人 

※1社 2名以上の申し込み 

※1泊 2日の宿泊型研修です。 

入社までに内定者同士が顔

を合わせ、内定時点で研修

を受けることで内定辞退を

防ぐ研修。最終プログラム

は、各会社の役員様の前で

のプレゼン発表大会が貴重

な体験ができたと定評を頂

いております。 

 

【2020年度セミナー開催予定】 

開催時期 研修名 場所 受講料 内容 

2020.2、3、

9、10月 

(年 4回開催) 

４０１Kセミナー 
（企業型確定拠出年金制度） 

弊社会議室 

無料 

※資料代のみ 1,000

円 

福利厚生制度の一つとして現

在、注目されている「企業型確

定拠出年金制度」を分かりやす

く解説。導入サポート、無料シ

ミュレーションなど。 

2020.2.7(金） 

 11.18(水） 
イマドキ社員養成講座 福井県自治会館 

顧問先様無料 

5,000円 

一般のお客様 

イマドキ社員の育成に悩んでい

ませんか︖これまでの育成では

うまくいかないケースも。若手

の育成だけではなく、“教える

側”の育成も大事です。 

2020.3.11(水） 

  10.14(水） 
人材採用セミナー 弊社会議室 

顧問先様無料 

5,000円 

一般のお客様 

「採用定着士」が採用の極意を

話す。人材が来ない、すぐ辞め

る、ハローワークだけでしか求

人を出していない方におススメ 

2020.4.23(木） 接遇マナー向上研修 福井県自治会館 
一般 8,000円 

顧問先様 6,000円 

身だしなみ、電話応対、接客応

対の基本、報連相の重要性、第

一印象をよくするためには︖ 



2020.5.21(木）

10.22(水) 
人事評価セミナー 福井県自治会館 

顧問先様 無料 

一般 5,000円 

人事評価制度を導入し、働き方

改革に取り組む会社を作る。正

しい評価が社員のモチベーショ

ンアップにつながり、人材育成

にもつながる好循環サイクルを

生み出す。 

2020.6.11(木） 自立型社員研修 福井県自治会館 
顧問先様 23,000円 

一般 25,000円 

指示待ち人間からの脱却、会社

の数字を知る、責任を果たして

権利を主張しているか︖自分の

課題を洗い出し、具体的な目標

や時間管理術を身に付けるため

の研修です。 

2020.6.24(水） 人材定着セミナー 貴社会議室 

顧問先様無料 

5,000円 

一般のお客様 

採用はできるが、すぐ辞めてし

まう、選考辞退や内定辞退を減

らすポイントなどを紹介 

 

【企業別研修ラインナップ】 

開催時期 研修名 場所 受講料 内容 

要相談 

キャリアアップ研修 

※プログラム内容や時間は

ご要望に応じて変更可能で

す。開催前に、話す内容の

確認、打ち合わせをさせて

頂きます。 

貴社会議室もしく

は弊社会議室 

1社 250,000円～ 

要相談 

働く目的とは︖効果的な時間管

理とは︖効果的なコミュニケー

ションの取り方、プロになるた

めに、チームワークゲーム、1

年後の目標設定など 

要相談 リーダーシップ研修 
貴社会議室もしく

は弊社会議室 

1社 250,000円～ 

要相談 

リーダーとは︖リーダーの役

割、後輩との効果的なコミュニ

ケーション方法、自分の時給を

知る、リーダー自己宣言の発表 

3月頃がベスト 新入社員受け入れ研修 
貴社会議室もしく

は弊社会議室 

1社 150,000円～ 

要相談 

中堅社員、教育者向け研修。新

卒社員の入社前に先輩側の教育

の認識を再確認する。早期離職

にならないための効果的なコミ

ュニケーションの取り方 

要相談 
コミュニケーション能力 

向上研修 

貴社会議室もしく

は弊社会議室 

1社 150,000円～ 

要相談 

仕事をする上でのコミュケーシ

ョンとは︖グループワークがメ

イン 

要相談 接遇マナー研修 
貴社会議室もしく

は弊社会議室 

1社 100,000円～ 

要相談 

身だしなみ、電話応対、接客応

対の基本、報連相の重要性、第

一印象をよくするためには︖ 

要相談 営業スキルアップ研修 
貴社会議室もしく

は弊社会議室 

1社 150,000円～ 

要相談 

営業社員向け。ヒアリングの重

要性、アンカリング効果、潜在

ニーズと顕在ニーズの把握 

※研修金額は参加人数により変更となる可能性がございます。ご了承ください。 



【シナジー経営株式会社 年間研修スケジュール】 
日付 セミナー名 場所 受講料 

2020.2.5(水) ４０１Kセミナー 弊社会議室 無料 資料代 1,000円 

2020.2.7(金） イマドキ社員養成講座 福井県自治会館 
顧問先様無料 

一般 5,000円 

2020.3.4(水） ４０１Kセミナー 弊社会議室 無料 資料代 1,000円 

2020.3.11(水) 人材採用セミナー 弊社会議室 
顧問先様無料 

一般 5,000円 

2020.3.30(月）31(火） 新入社員研修 2020 福井県自治会館 1人/25,000円 

2020.4.23(木） 接遇マナー向上研修 福井県自治会館 
一般 8,000円 

顧問先様 6,000円 

2020.5.21(木) 人事評価セミナー 福井県自治会館 
顧問先様無料 

一般 5,000円 

2020.6.11(木） 自立型社員研修 福井県自治会館 
顧問先様 23,000円 

一般 25,000円 

2020.6.24(水） 人材定着セミナー 弊社会議室 
顧問先様無料 

一般 5,000円 

2020.9.2(水） ４０１Kセミナー 弊社会議室 無料 資料代 1,000円 

2020.9.24(木）25(金） 内定者フォロー研修 2020  1人/30,000円 

2020.10.6(火） 
新入社員フォロー 

アップ研修 2020 
福井県自治会館 

1人/5,000円 

弊社新入社員研修受講の場

合 

2020.10.14(水） 人材採用セミナー 弊社会議室 
顧問先様無料 

一般 5,000円 

2020.10.22(木） 人事評価セミナー 福井県自治会館 
顧問先様無料 

一般 5,000円 

2020.11.4(水） ４０１Kセミナー 弊社会議室 無料 資料代 1,000円 

2020.11.18(水） イマドキ社員養成講座 福井県自治会館 
顧問先様無料 

一般 5,000円 

 

※研修金額は税別表記となっております。 

※研修日程やプログラム内容、研修場所に関しては上記の内容から変わる場合ございます。予めご了承ください。 

 

 

 

お問い合わせ 

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社 

福井県福井市高木中央 2丁目 701ウイング高木 2F 

研修受付担当︓高倉、水野 

メールによるお問い合わせ→seminar@synergy.kkr-group.com 



申し込みは以下のフォームから FAX、メール、お電話にてご連絡ください。 

参加希望研修名  

参加希望日  

会社名  

ご住所  

ご連絡先 TEL︓                    FAX︓ 

メールアドレス  

ご担当者様 お名前︓ 役職︓ 
 

【ご参加者様リスト】 

（ふりがな） 

ご参加者 
 

（ふりがな） 

ご参加者 
 

（ふりがな） 

ご参加者 
                    

（ふりがな） 

ご参加者 
 

（ふりがな） 

ご参加者 
 

 

●日程や研修内容が変わる場合がございます。お手数ですが、詳しくは弊社発行の研修チラシをご確認お願い致します。 

●その他、詳しいお問い合わせは下記の連絡先までお尋ねください。 

 

お問い合わせ 

北出経営労務事務所/シナジー経営株式会社 福井県福井市高木中央 2丁目 701ウイング高木 2F 

研修受付担当︓高倉、水野 メールによるお問い合わせ→seminar@synergy.kkr-group.com 

TEL︓0776-58-2470 FAX︓0776-58-2480 


