
２０２２年１０月１日以降のＰＨＰ公開セミナー運営の変更点 

 
このたびは、PHP公開セミナーの活用をご検討いただき誠にありがとうございます。 

開催にあたり、2022年10月1日から下記の点を変更いたしましたので 
ご確認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 
記 

1. 昼食の提供中止 

・「ＰＨＰ経営道コース」「取締役実践講座」を除く全コースの昼食提供を中止いたします。 
 （食物アレルギーのある方や昼食を摂取されない方等、ご受講いただく皆様の健康や食習慣へ 

配慮するため） 
・「PＨP ビジネスコーチ養成講座」ならびにビジネスコーチ上級者向け各コースは、 

2023 年 1 月開催分から昼食の提供を中止いたします。 
 

2. 終了時刻の変更 

集合研修、オンライン研修ともに終了時刻を 17 時 30 分から 17 時 00 分へ変更いたします。 
（但し、「ＰＨＰ経営道コース」は１日目 18 時 00 分終了・２日目 17 時 00 分終了、 

「取締役実践講座」は全日程 17 時 30 分終了です） 
 

3. 昼食休憩時間の変更 

  集合研修、オンライン研修ともに昼食休憩時間を 45 分から 60 分に変更いたします。 
 

4. 懇親会の再開 

懇親会が設定されている集合形式の「ＰＨＰ経営道コース」「取締役実践講座」 
「部⻑研修 部⻑⼒強化コース」「人間⼒強化研修」の懇親会を再開いたします。 
（新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、再開を延期する可能性がございます） 

 
※「松下幸之助経営塾」は、上記４点の適用外です。 
  別途弊社ホームページのご案内をご参照ください。（https://www.php.co.jp/seminar/m-keieijuku/） 
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「新入社員研修の進め方」研修（１日）
本コースでは、どうすれば効果的な新入社員研修を運営できるか、また事前にどのような準備をすればいいかなど、そのノウハウ
をプロの講師が伝授いたします。新入社員研修をご担当予定の社内講師の方におすすめのコースです。

オンライン

期待効果

対　象 新入社員研修を担当される社内インストラクターの方々
※初めて、もしくはこれから担当される方向けの構成となって
おります。あらかじめご了承ください。
※個人、同業の方のご参加はお断りしています。

受講料

定　員 6.5時間総学習時間

● オリエンテーション
●解説と討議　新入社員研修の目的
＊最近の新入社員像　＊新入社員研修の目的
・学生から社会人への意識の切り替え　ほか

●解説と演習　インストラクションスキルの基本
＊参画型研修の実習
・グループ討議の進め方
・受講生を惹きつける工夫　ほか

9：30

● 終了17：00

●解説と演習　新入社員研修の実習
テキスト『［新版］仕事の基本とビジネスマナー』を活用した研修
（２日コース）の進め方
【１日目】「社会人への意識改革と仕事の基本の理解」
・「学生と社会人の違い」の討議と解説の進め方
・「仕事の基本」の効果的な教え方
【２日目】「ビジネスマナー」
・良好な対人関係を築くためのポイント
・ビジネスマナーの基本　ほか

Program

一般／40,000円+税  VAプラス会員／36,000円+税
（資料代含む）

25名

ご受講者様の声
新入社員の不安を取り除きながら理解させることが重要という、本来の
目的を思い出すことができました。 （建設業・人事担当）
実際にグループワークや演習をしながらの進行だったので、受講する側
の状況も理解することができました。 （サービス業・研修課課長代理）

人事ご担当者様の声
PHPの研修は、松下幸之助氏の人生観に基づいていて、やり方やスキ
ルを学ぶのではなく、自らの在り方を変えてくれる研修と感じたことから導
入しています。私自身が「新入社員研修の進め方」研修を受講しました
が、使用するテキストがバイブルとして使えるような素晴らしいもので、この
テキストでコツをつかめば、どなたでも研修が行えると思いました。

（情報通信業・課長代理）

期　間 1日

新入社員教育の重要性がますます高まっていることを理解し、
育成するうえでおさえておくべきポイントを確認しあいます。

アイスブレイクの技法や受講生を惹きつけるための工夫など、
研修効果を高めるノウハウをご提供します。

（昼食休憩：60分）

〈業種〉 〈会社規模〉参加者属性

PHPの研修でも使っている
動画・ワークシートなどの資料を多数ご紹介。
研修運営のコツや効果的な進め方を

お伝えします！

例：DVD『「心が伝わる」ビジネスマナーの基本』

役に立つノウハウを惜しみなく提供いたします。

オンライン研修の
運営でも

集合研修の
運営でも

〈年齢〉

40代
37％

50代
13％ 20代

25％

30代
25％

製造業 30％

サービス業 14％

医療・福祉 14％

卸売・小売業 14％

金融・保険業 14％

その他 14％

1001～2999名
29％

3000～4999名
14％

300名以下
14％

301～1000名
43％

テーマ別コース 短期



E-mail

¥ 名 ＝　　　¥ （税別）

回 ご年齢

■お申込にあたって
・１開催につき１社５名様までのご参加でお願いいたします（「新入社員研修」「新入社員フォローアップ研修」は除く）。
・セミナー開催日の２週間程前に、当日のご案内をメールでご担当者様へお送りいたします（「（対面）PHP経営道コース」のみ郵送）。
 開催１週間前になってもご案内が届かない場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。

・ＰＨＰ公開セミナーをお申し込みいただいたお客様には、定期的に人材開発に関する最新情報をメールマガジンにてお送りいたします。
■受講料・振替⼿数料・キャンセル料について
・ご請求書は開催後に「PHP Community」にてPDFデータで発行いたします。通知が届き次第ダウンロードいただき、１か月以内にお振込ください。
・⻑期研修（複数月に亘る⻑期コース）にお申込の⽅はご請求書を第１回目開催後に発行いたします。１か月以内にお振込ください。

■お客様の個人情報のお取扱について（ご一読ください）　

　＜東京＞　（TEL）03-3520-9633　〒135－8137　東京都江東区豊洲5-6-52　ＮＢＦ豊洲キャナルフロント11階
  ＜京都＞　（TEL）075-681-3342　〒601－8411　京都市南区⻄九条北ノ内町11　　

▼弊社記入欄 2210ゼミ総

R ご人数
受講料本体
合計（税別）

  年　 　月　  　日

 ～　　 月　　  日

・受講日程の変更についても、振替手数料が発生いたしますのでご留意ください。（振替⼿数料︓開催７日前〜当日・・・受講料の１０％）

東京
京都
大阪

オンライン

ﾌﾘｶﾞﾅ

  年　 　月　  　日

 ～　　 月　　  日

  年　 　月　  　日

 ～　　 月　　  日

  年　 　月　  　日

 ～　　 月　　  日

  年　 　月　  　日

 ～　　 月　　  日

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ
東京
京都
大阪

オンライン

詳案日・担当

定価（税別）コースコード

※会員の⽅はご受講料が１０％引きになります。https://www.php-el.jp/va-plus/
会員ＩＤ（会員の方はＩＤをご記入ください）　⇒

東京
京都
大阪

オンライン

　社員研修ＶＡプラス

＊記入欄が不足の場合はコピーしてお使いください。

 （キャンセル料 ︓ 開催８日前まで…無料。 開催７日前〜４日前…受講料の３０％、開催３日前〜１日前…受講料の５０％、

通信欄（弊社に対するご希望や、セミナーに対する期待等ご記入ください）

会場 勤務地（市区郡まで）

ﾌﾘｶﾞﾅ

東京
京都
大阪

オンライン

開催日 ご受講者名 部署・役職名

東京
京都
大阪

オンライン

ﾌﾘｶﾞﾅ

(税別）　　×

ご参加コース

ご担当者名

受講料合計

部署・役職名

（株）ＰＨＰ研究所　法人教育普及部 　　行　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ＦＡＸ]　東京：０３－３５２０－９６４８　　京都：０７５－６８１-５６９９

従業員数

ＰＨＰ公開セミナー 受講申込書

業　種

フリガナ

〒

（ＦＡＸ）

御社名

（ＴＥＬ）
所在地

※１コース１枚でご使用ください。同時に複数コースをお申し込みの際は、「御社名」のみご記入ください。　 　　（　　　　年　　　月　　　日　申込）

◆公開セミナー活用企業様限定サイト「PHP Community」のユーザー名・パスワードをお持ちの方は
   「PHP Community」からお申込ください
◆初回はこちらの用紙またはWEBから受講申込手続きをお願いします　　　　               　　　　      （公開セミナー・講座をクリック）

担当普及員

受付日

値差

有   ・   無

請求書発行

保留 ・ 解除

得意先　  ：　有　・　無

コンタクト ：　有　・　無

Cユーザ ：　有　・　無

受注№入力日・担当① 受注№入力日・担当②
消費税

税込受講料合計

・セミナー開催日の７日前からキャンセル料が発生いたします。

・お申込書にご記入いただいた個人情報は、お支払確認等の連絡、セミナー当日のご案内や教材の送付、参加者名簿や名札の作成等、セミナー運営の際に使用する他、

・開催１ヶ月前に研修実施の最適運営人数に達しない場合、やむを得ずセミナーの中止やご受講いただく回の調整をお願いする場合がございます。

   PHPセミナー等のご案内に使用させていただきます。個人情報に関するお問合せは、下記までお願いいたします。

  開催当日の不参加（途中受講中⽌を含む）…受講料の１００％ を申し受けます） 

お問合せは

（株）ＰＨＰ研究所

PHP人材開発 コミュニティ 検索

PHP人材開発 検索



 

 

 

御社の社員教育の一環としてＰＨＰ公開セミナーをご採用いただく前に、セミナーを聴講（見学）していただくことがで

きます。セミナーの内容や進行方法はもちろんのこと、講師の人となりや学習環境などをご確認の上、社員の皆様を安心

してご派遣いただけましたら幸いに存じます。ぜひ有効に聴講制度をご利用ください。 

 

 

・聴講（見学）は、半日程度で承っております。聴講費用は、無料です。 

・オンラインセミナーについても、ZOOM 上での聴講を承っております。 

・コースのご参加人数などにより、ご希望日時に添えない場合もございますので、ご了承ください。 

・研修講師や経営コンサルタントなど同業の方、および個人でのご参加はご遠慮いただいております。 

・食事や宿泊などの手配はいたしかねますので、各自でご手配ください。 

・受講者と同じように、時間厳守でお願いします。また、セミナー中におけるたび重なる入退室は極力避けていた 

だきますようお願いします。 

・会場内での携帯電話の使用や、セミナーの録音・録画・撮影・パソコンによる記録などはご遠慮ください。 

・テキストのお持ち帰りは、ご遠慮いただいております。 

・受講者の個人情報やご参加企業に関する情報は、御社内におけるＰＨＰ公開セミナー採用のご検討用として 

使用いただく以外では、口外されませんようお願いします。 

・聴講のお申込は、ご希望日の１週間前までにお願いいたします。 
 

 

（株）ＰＨＰ研究所 法人教育普及部 行         ［FAX］東京：03-3520-9648 京都：075-681-5699               

（ふりがな） 

貴社・貴団体名 
 従業員数 

名 

所 在 地 
〒     － 

 

ＴＥＬ 
（    ） 

   － 
ＦＡＸ 

（     ） 

  － 
業種  

所属・役職名  ご担当者名  

メールアドレス  
    

ご参加者名    （所属・役職名：                             ） 

希望コース 
 

会 場   第   回 
（ｺｰｽｺｰﾄﾞ           ） 

日  程 月    日（   ） 時 間         ：    ～     ： 

 
お申込書にご記入いただいた個人情報はセミナー当日のご案内やセミナー運営の際に使用する他、ＰＨＰセミナー等のご案内に使用させて 

いただきます。個人情報に関するお問い合わせは、下記までお願いします。 

 
【お申込後の流れについて】 

・開催 1 ヶ月前にお申込みが研修実施の最適運営人数に達しない場合、やむを得ずセミナーの中止や聴講いただく回の

調整をお願いする場合がございます。予めご了承ください。 

・セミナー開催日の 2 週間程前に、当日のご案内をメールでご担当者様へお送りいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2210 ゼミ総 
 

▼弊社記入欄                                                 

普及員 発行日 当日対応 入力 詳案 備  考（ご聴講目的等） 

     

 

 

ＰＨＰ公開セミナー 聴講（見学）申込書 

ＰＨＰ公開セミナー 聴講（見学）申込書 

株式会社ＰＨＰ研究所 法人教育普及部 

〈東京〉〒135-8137 東京都江東区豊洲 5-6-52ＮＢＦ豊洲キャナルフロント  TEL：03-3520-9633 

〈京都〉〒601-8411 京都市南区西九条北ノ内町 1１                   TEL：075-681-3342 

● 聴講（見学）に際し、ご留意いただきたい事項 ● 


