
　新入社員、内定者を対象に、社会人としての心構えを学びながら、基本的なビジネスマナーや職場でのコミュニケ
ーション、チームワークの大切さなどについて、グループワークを交えながら実践的に学びます。
　また、配属先に応じたカリキュラムとなっており、”生産部門向け”、”一般部門向け”のどちらかを選んで受講してく
ださい。ビジネス文書や工具などについて学ぶ『オプション研修』（別料金）も複数開催します。

公社会員の皆様から先行申込とさせていただきます。
　◎新入社員教育研修の案内ページ　https://www.saitama-j.or.jp/seminar/reiwa5shin

　◎申込開始日：公社会員様　１月　４日（水）午前９時～ ※公社会員様は必ずログインしてください

　◎申込開始日：一般の皆様　１月１８日（水）午前９時～

　※お申込みはホームページからのみとさせていただきます　　https://sipc-m.jp/seminar/

　※会員でない皆様にはこの機会に入会をおすすめします。詳しくは https://www.saitama-j.or.jp/kaiin/

　2日間のうち、1日を「生産部門向け研修」、もう1日を「一般マナー研修」を行います。

　　　　【生産部門向け研修カリキュラム】 【一般マナー研修カリキュラム】

・ 生産部門に所属する心構え 　・社会人としての心構え

・ お客様に喜ばれるものづくり 　・基本的なビジネスマナー（言葉遣い等）

・ ５Sの基本 　・ビジネスコミュニケーション

・ 生産の目的 　・効率的な仕事のすすめ方

・ ものづくりの基本を理解する 　・新入社員のためのセルフマネジメント

・ 安全作業　他 　・これからの自己目標　　他

●各日とも開催時間9:40～16:30（昼休憩50分）　　※受付(入室)は9:15～　昼食は各自でお願いします。

※なお、ソニックシティビル10階公社研修室、4階市民ホール内での食事は禁止となっています。近隣飲食店をご利用ください。

定員

4/5(水) 4/6(木) 生産大宮大卒

4/4(火) 4/5(水) 生産大宮〔１〕

4/6(木) 4/7(金) 生産大宮〔２〕

4/4(火) 4/5(水) 生産川越

4/5(水) 4/6(木) 生産東松山

4/6(木) 4/7(金) 生産草加

4/4(火) 4/5(水) 生産WEB

　2日間とも「一般マナー研修」を行います。グループワークを通してじっくりと理解を深めます。

　※1日一般大宮は、通常2日間で行う内容を1日に凝縮して行います。

　　　　【一般マナー研修カリキュラム】

　　　　　・社会人としての心構え 　　　・効率的な仕事のすすめ方

　　　　　・基本的なビジネスマナー（言葉遣い等） 　　　・新入社員のためのセルフマネジメント

　　　　　・ビジネスコミュニケーション 　　　・これからの自己目標　　他

●各日とも開催時間9:40～16:30（昼休憩50分）　　受付は9:15～　　昼食は各自でお願いします。

※なお、ソニックシティビル10階公社研修室、4階市民ホール内での食事は禁止となっています。近隣飲食店をご利用ください。

募集定員

3/30(木) 3/31(金) 3月開催！一般大宮

4/5(水) 4/6(木) 一般大宮

4/6(木) 4/7(金) 一般川越

4/4(火) 4/5(水) 一般飯能 飯能商工会議所

4/4(火) 1日一般大宮

※WEB割がお得です。（同じ会社で一括で申込される場合のみの限定）　生産WEBに3名以上参加の場合、一人あたり1,000円割引！
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JA共済埼玉ビル

60
3階 大会議室

ソニックシティビル
45 　会員 17,600円、一般 25,800円

4階市民ホール402

ウェスタ川越

1階 大会議室

　会員 17,600円、一般 25,800円

　会員 17,600円、一般 25,800円

50
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2階 活動室1,2

　会員   8,800円、一般 12,900円

一般部門向け

日程 コース 会場 受講料（消費税込）

ソニックシティビル
45 　会員 17,600円、一般 25,800円

10階 公社研修室

3階 第一会議室
40

WEB開催
50

　会員 15,600円、一般 19,800円

※パソコンで受講してください 　※WEB割の対象

ウエスタ川越
50 　会員 17,600円、一般 25,800円

2階 活動室1,2

東松山市民文化センター
40 　会員 17,600円、一般 25,800円

1階 大会議室

　会員 17,600円、一般 25,800円
草加市文化会館

ソニックシティビル
45 　会員 17,600円、一般 25,800円

10階 公社研修室

ソニックシティビル
45 　会員 17,600円、一般 25,800円

10階 公社研修室

ソニックシティビル
40 　会員 17,600円、一般 25,800円

4階 市民ホール401

生産部門向け

日程 コース 会場 受講料（消費税込）

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=499

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=500

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=501

令和５年度 新入社員教育研修

※飯能信金様、飯能商工会様との共催のため公社では5名のみ募集



　【ホウレンソウ強化研修】

　　・上司との円滑な意思疎通に不可欠なホウレンソウ（報告・連絡・相談）について、演習を交えて学びます。

　【電話応対研修】

　　・「電話応対」によって企業の印象を大きく変えます。演習を通して適切な電話応対を学びます。

　【ビジネス文書研修】

　　・社会人に必須の文書やメールの書き方、ビジネス文書の基礎知識について学びます。

　【新たな人間関係構築研修】

　　・新入・若手社員が最も悩む人間関係について、上司や先輩との良好な関係の築き方を習得します。

●各日とも開催時間9:30～16:30（昼休憩60分）　　※受付は9:00～　昼食は各自でお願いします。

募集定員

4/10(月)

4/11(火)

4/12(水)

4/17(月) ソニックシティビル

10階 公社研修室

　製造現場で必須の「工具」を学ぶ

　　　普通科卒など初めて工具を手にする方、改めて工具について学び直したい方を対象に、計測器、工具の基本的な種類や

　　　使い方、安全に作業するための心がけなどを学んでいただきます。

　【内容】

　　  ・使用工具・測定機器の種類、使用方法、安全に作業するための心構えなどを学びます。

●各日とも開催時間9:30～16:30（昼休憩60分）　　※受付は9:00～　昼食は各自でお願いします。

※近隣に飲食店、コンビニ等がないため、お弁当を持参してください。

募集定員

4/11(火) 4/12(水) 　工具入門（川口）

4/18(火) 4/19(水) 　工具入門（熊谷）

4/17(月) 4/18(火) 　工具入門（春日部）

4/19(水) 4/20(木) 　工具入門（川越）

　【ICT入門研修】

　　・インターネットやパソコンなど、デジタル知識の基礎を学びます。

　【Word研修】

　　・文書ソフトの代表であるWordの基本的な使い方を学びます。

　【Excel研修】

　　・表やグラフの作成、データの並べ替えなど、Excelの基本的な使い方を学びます。

●各日とも、開催時間9:30～16:30（昼休憩60分）　　※受付は9:00～　昼食は各自でお願いします。

募集定員

4/19(水) ICT入門研修

4/20(木) Word研修

4/21(金) Excel研修 ソニックシティビル

10階 公社研修室

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=519

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=518

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=520

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=521

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=524

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=525

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=526

ＩＣＴスキル

日程 コース 会場 受講料（消費税込）

春日部高等技術専門校
20 　会員 8,000円、一般 12,000円

16 　会員 11,800円、一般 14,900円

ソニックシティビル
16 　会員   9,900円、一般 13,000円

10階 公社研修室

ソニックシティビル
16 　会員 11,800円、一般 14,900円

10階 公社研修室

川口高等技術専門校
15 　会員 8,000円、一般 12,000円

熊谷高等技術専門校
15 　会員 8,000円、一般 12,000円

川越高等技術専門校
10 　会員 8,000円、一般 12,000円

新たな人間関係構築研修
32 　会員   8,800円、一般 12,900円

工具入門

日程 コース 会場 受講料（消費税込）

電話応対研修 ソニックシティビル
32 　会員   8,800円、一般 12,900円

10階 公社研修室

ビジネス文書研修 ソニックシティビル
32 　会員 10,200円、一般 14,300円

10階 公社研修室

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=513

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=514

https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=515

日程 コース 会場 受講料（消費税込）

ホウレンソウ強化研修 ソニックシティビル
32 　会員   8,800円、一般 12,900円

10階 公社研修室https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=512

一般部門向け

新入・若手社員向けオプション研修



●申込方法
1．公社研修のホームページからお申込みください。一度に最大10名申込みするこ

とができます。それ以上の人数でお申込みされる場合は再度入力してください。

2．お申込み後、すぐに『返信メール』が送付されますので、お申込み内容やお支払い

方法など、詳細を確認してください。

3．以後、『返信メール』以外は送信いたしませんので、『返信メール』の内容を当日参

加される受講者に伝えてください。

お申込みはこちら

https://sipc-m.jp/seminar/ 

＜お申込みについての注意事項＞

・請求書および振込用紙は発行していません。

・研修日の7日前を過ぎてのキャンセルは、キャンセル料（受講料全額）がかかりますのでご容赦ください。

・なお、新型コロナウイルス感染症に関連するキャンセルの場合は当日であってもキャンセル料はかかりません。

・申込みは定員に達した時点で受付を締め切らせていただきます。（先着順）

・新型コロナウイルス感染症による影響や、受講者数が極端に少ない場合、日程の変更または中止させていた

だく場合があります。

公益財団法人 埼玉県産業振興公社

研修・情報グループ

さいたま市大宮区桜木町１－７－５

ソニックシティビル10階

TEL 048-647-4087

MAIL kensyu@saitama-j.or.jp

★新入社員教育研修（eラーニング版）のご案内

「新入社員研修を行いたいが自社で簡単にできないか？」 「新型コロナ感染症対策のために機関に出張が

難しい」といった声にお応えします。このｅラーニング版は、自社の会議室等に新入社員を集めてYouTube

動画にて視聴するものです。レジメ資料付きですので、効果的な研修を受けることができます。

（全11章各10分前後＝合計113分）

配信料（1企業あたり） 会員9,900円（消費税込） 一般19,800円(消費税込）

※お申込み後、ご案内する口座への入金を確認後に「視聴URL」 「レジメ資料」をご案内します。

視聴期間：令和5年3月17日（金）～5月2日(火）

詳しくは https://sipc-m.jp/seminar/info.php?id=522 

10階公社研修室

4階市民ホール401、402

4．研修受講の７日後までに『返信メール』に記載された振込先にお振込みください。



【会場一覧】※ソニックシティビル(さいたま市大宮区桜木町1-7-5)４階に市民ホール、10階に公社研修室があります。


