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2022

マイナビ研修の特長・取り組み
マイナビ研修サービスでは、「人に元気を 組織に力を」という事業理念を掲げ、

「精度の高い採用」と「基本のできる若手育成」をテーマに、人材育成の価値を提供しています。

全国展開 豊富な実績 多彩なパートナー連携

こだわりの教材 映像やWEBの充実

高品質の研修を実施するために、マイナビ
独自の選考プロセスを通過した“選ばれた
講師”だけが登壇します。また、過去のマイナビ主催の公開型研
修において、受講者アンケート評価が基準以下になった講師
は、以降、登壇することができません。

全国に及ぶマイナビ支社・営業所、そして
パートナー講師を保有。日本全国・各拠点
での実施が可能です。公開型研修サービスにおいては、プログラ
ム満足度97.0%※の高評価をいただいております。
※2022年新入社員研修アンケートより

研修内容はもちろん、使用する
教材にも徹底的にこだわってい
ます。テキストや映像資料など
は、マイナビが保有する学生向け・企業向けアンケート調査デー
タなどを参考に、毎年ブラッシュアップを重ねています。

研修中に使用する映像資料、お申
し込みいただいた企業様限定公
開のWEBページや映像ページな
ど、講師・プログラム以外にもこだ
わっています。 ■研修中に使用する映像資料

※一部オンライン対応可能

公開型研修 シリーズ
階層別研修をはじめ、採用に特化した研修、

テーマ別の研修など、様 な々ラインナップをご用意しています。

｜採用基準設計研修
｜説明会コンテンツ設計研修
｜説明会プレゼンテーション研修
｜面接官研修
｜GD・GW評価者研修
｜リクルーター研修（プロモーター）

｜若手社員研修 ムビケーション
｜OJTトレーナー研修 ムビケーション
｜中堅社員研修 ムビケーション
｜管理職研修 ムビケーション
｜評価者研修  ムビケーション

｜新入社員研修オンラインムビケーション
｜新入社員研修 ベーシックコース
｜新入社員研修 アドバンスコース
｜新入社員研修 プレミアコース

P.07 P.09 P.11
※一部オンライン対応可能 ※一部オンライン対応可能
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オンライン研修
オンライン研修とは、パソコンからオンライン上で受講ができる研修です。これまでのように

どこか一カ所に集合して研修を受講することが難しくても、受講者は自分がいる

拠点から研修に参加することができます。

＼ マイナビ公開型研修にオンライン研修が登場！ ／

オンライン研修は「研修効果はあるの？」「ハードルが高い」と思われがちですが…

工夫次第でグループワークや
演習・発表など、複数コミュニケーションを
図ることが可能です！

＼ 今の時代にぴったり！ オンライン研修のメリット ／
オフィスからだけではなく在宅勤務など、様々な場所で働く従業員が研修に参加できるようになり、移動時間や経費の負担が少なくなります。

※実施時間：6時間（休憩含む）　※集合型研修のプログラムと一部異なることがございます。

採用基準設計研修

面接官研修

説明会コンテンツ設計研修

GD・GW評価者研修

説明会プレゼンテーション研修

リクルーター研修（プロモーター）

30,000円（税別）／人

中堅社員研修
ムビケーション 40,000円（税別）／人OJTトレーナー研修

ムビケーション 30,000円（税別）／人
管理職研修
ムビケーション 60,000円（税別）／人

採用力
シリーズ

育成力強化
シリーズ

※「OJTトレーナー研修 ムビケーション」「中堅社員研修 ムビケーション」実施時間：6時間（休憩含む）。
※「管理職研修 ムビケーション」実施時間：7時間（休憩含む）　※集合型研修のプログラムと一部異なることがございます。

新入社員研修オンライン
ムビケーション 75,000円（税別）／人 新入社員研修

アドバンスコース 55,000円（税別）／人
新入社員研修
プレミアコース 78,000円（税別）／人新入社員研修

ベーシックコース 30,000円（税別）／人新入社員
研修

※「新入社員研修オンラインムビケーション」は「新入社員研修 ムビケーション」のプログラムとは異なります。　※「新入社員研修オンラインムビケーション」
「新入社員研修アドバンスコース」「新入社員研修ベーシックコース」「新入社員研修プレミアコース」の実施時間は6時間（休憩含む）となります。

公開型研修開催都市
※2022年10月～2023年9月開催

全国各地で、公開型研修を実施しています。
お近くの会場にて、ぜひご受講ください。

2022年 10月

2023年 9月

開催地

E東日本エリア
W
西日
本エ
リア

全国各地から参加可能な
オンライン研修開催中

採用力強化 育成力強化 新入社員研修
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公開型研修
ラインナップご紹介

マイナビ研修サービスの【 公開型研修 】は、

1社1名様からご参加いただけます。

様 な々業界の他社の方 と々座学だけではなく、グループワークや

意見交換を交えながらご受講いただきます。

「自ら考え、行動し、やり抜く」新入社員育成プログラム新入社員研修

※実施時間は1時間休憩を含みます。※費用は全て（お一人様／税別）となっております。

階層・テーマ別に必要なスキルの向上をサポートする育成力強化シリーズ

※実施時間は1時間休憩を含みます。※費用は全て（お一人様／税別）となっております。

精度の高い採用の実現に向けて採用力強化シリーズ

※実施時間は1時間休憩を含みます。※費用は全て（お一人様／税別）となっております。

新入社員研修オンラインムビケーション

▶ 対 象 者：新入社員
▶ 期　  間：【オンライン型】2日間（各日6時間）
▶ 費　  用：75,000円

新入社員を始めとした若手社員に必要な基礎力を総合的に学習
します｡

▶ 対 象 者：新入社員
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

新入社員研修 ベーシックコース

学生から社会人への意識変革を促し､ビジネスマナーの習慣化
を図ります｡

新入社員研修 アドバンスコース

▶ 対 象 者：新入社員
▶ 期　  間：【集 合 型】2日間（各日8時間）
 【オンライン型】2日間（各日6時間）
▶ 費　  用：55,000円

ビジネスマナーを徹底し､コミュ二ケーションスキルを習得します｡

※集合型とオンライン型とでは、手法が一部異なります。

▶ 対 象 者：新入社員
▶ 期　  間：【集 合 型】3日間（各日8時間）
 【オンライン型】3日間（各日6時間）
▶ 費　  用：78,000円

新入社員研修 プレミアコース

ビジネスシミュレーションを通じて､職場環境への“順応性”と
“適応力”を高めます｡

▶ 対 象 者：採用担当者、面接に携わる方
▶ 期　  間：【集 合 型】1日間（7.5時間）【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

面接官研修

新卒面接における質問力､評価の考え方や印象管理など､面接官
としての基本スキルを身につけます｡

▶ 対 象 者：採用担当者、リクルーター
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

説明会プレゼンテーション研修

会社説明会のプレゼンターとして､学生の志望度を引き上げるため
の考え方､プレゼンテーションの基本スキルを身につけます｡

▶ 対 象 者：採用担当者、GD・GW評価者
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

GD・GW評価者研修

GD（グループディスカッション）とGW（グループワーク）の違いを学
び､採用戦略に合わせた正しい導入の方法を学びます｡映像を通し
て模擬評価を行うことにより､評価者スキルを身につけます｡

▶ 対 象 者：リクルーター活動に携わる方
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

リクルーター研修（プロモーター）

学生から見た魅力的なリクルーターの役割・行動を理解し､会
社・自分のことを､分かりやすく伝えられるようになることを目指
します｡ファシリテーションスキルや本音を引き出す質問スキル
を身につけます｡

▶ 対 象 者：採用担当者
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

説明会コンテンツ設計研修

自社説明会において､自社の魅力を効果的に伝えるための設計・運
営手法､デザイン力（構成力）を身につけます｡

▶ 対 象 者：採用担当者
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

採用基準設計研修

採用基準の設計フロー「求められる人物像→評価項目→評価
基準」の具体的手法を習得します｡

▶ 対 象 者：管理職、一次評価者
▶ 期　  間：【集 合 型】1日間（8時間）
▶ 費　  用：48,000円

評価者研修 ムビケーション

評価の疑似体験を通じて､部下と向き合い適切な評価をするため
のポイントを学習します｡

▶ 対 象 者：中堅社員
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：40,000円

中堅社員研修 ムビケーション

チームの成果を最大化させる中堅社員としての在り方を学習します｡

▶ 対 象 者：若手社員
▶ 期　  間：【集 合 型】1日間（8時間）
▶ 費　  用：30,000円

若手社員研修 ムビケーション

若手社員としてさらなるレベルアップを図るための方法を身に
つけます｡

▶ 対 象 者：管理職
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（7時間）
▶ 費　  用：60,000円

管理職研修 ムビケーション

管理職の疑似体験を通じてマネジメントの基本を習得します｡

▶ 対 象 者：若手社員の育成担当者
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

OJTトレーナー研修 ムビケーション

自己流になりがちな後輩育成方法の基本を習得します｡

※集合型とオンライン型とでは、手法が一部異なります。
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公開型研修
ラインナップご紹介

マイナビ研修サービスの【 公開型研修 】は、

1社1名様からご参加いただけます。

様 な々業界の他社の方 と々座学だけではなく、グループワークや

意見交換を交えながらご受講いただきます。

「自ら考え、行動し、やり抜く」新入社員育成プログラム新入社員研修

※実施時間は1時間休憩を含みます。※費用は全て（お一人様／税別）となっております。

階層・テーマ別に必要なスキルの向上をサポートする育成力強化シリーズ

※実施時間は1時間休憩を含みます。※費用は全て（お一人様／税別）となっております。

精度の高い採用の実現に向けて採用力強化シリーズ

※実施時間は1時間休憩を含みます。※費用は全て（お一人様／税別）となっております。

新入社員研修オンラインムビケーション

▶ 対 象 者：新入社員
▶ 期　  間：【オンライン型】2日間（各日6時間）
▶ 費　  用：75,000円

新入社員を始めとした若手社員に必要な基礎力を総合的に学習
します｡

▶ 対 象 者：新入社員
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

新入社員研修 ベーシックコース

学生から社会人への意識変革を促し､ビジネスマナーの習慣化
を図ります｡

新入社員研修 アドバンスコース

▶ 対 象 者：新入社員
▶ 期　  間：【集 合 型】2日間（各日8時間）
 【オンライン型】2日間（各日6時間）
▶ 費　  用：55,000円

ビジネスマナーを徹底し､コミュ二ケーションスキルを習得します｡

※集合型とオンライン型とでは、手法が一部異なります。

▶ 対 象 者：新入社員
▶ 期　  間：【集 合 型】3日間（各日8時間）
 【オンライン型】3日間（各日6時間）
▶ 費　  用：78,000円

新入社員研修 プレミアコース

ビジネスシミュレーションを通じて､職場環境への“順応性”と
“適応力”を高めます｡

▶ 対 象 者：採用担当者、面接に携わる方
▶ 期　  間：【集 合 型】1日間（7.5時間）【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

面接官研修

新卒面接における質問力､評価の考え方や印象管理など､面接官
としての基本スキルを身につけます｡

▶ 対 象 者：採用担当者、リクルーター
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

説明会プレゼンテーション研修

会社説明会のプレゼンターとして､学生の志望度を引き上げるため
の考え方､プレゼンテーションの基本スキルを身につけます｡

▶ 対 象 者：採用担当者、GD・GW評価者
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

GD・GW評価者研修

GD（グループディスカッション）とGW（グループワーク）の違いを学
び､採用戦略に合わせた正しい導入の方法を学びます｡映像を通し
て模擬評価を行うことにより､評価者スキルを身につけます｡

▶ 対 象 者：リクルーター活動に携わる方
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

リクルーター研修（プロモーター）

学生から見た魅力的なリクルーターの役割・行動を理解し､会
社・自分のことを､分かりやすく伝えられるようになることを目指
します｡ファシリテーションスキルや本音を引き出す質問スキル
を身につけます｡

▶ 対 象 者：採用担当者
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

説明会コンテンツ設計研修

自社説明会において､自社の魅力を効果的に伝えるための設計・運
営手法､デザイン力（構成力）を身につけます｡

▶ 対 象 者：採用担当者
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

採用基準設計研修

採用基準の設計フロー「求められる人物像→評価項目→評価
基準」の具体的手法を習得します｡

▶ 対 象 者：管理職、一次評価者
▶ 期　  間：【集 合 型】1日間（8時間）
▶ 費　  用：48,000円

評価者研修 ムビケーション

評価の疑似体験を通じて､部下と向き合い適切な評価をするため
のポイントを学習します｡

▶ 対 象 者：中堅社員
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：40,000円

中堅社員研修 ムビケーション

チームの成果を最大化させる中堅社員としての在り方を学習します｡

▶ 対 象 者：若手社員
▶ 期　  間：【集 合 型】1日間（8時間）
▶ 費　  用：30,000円

若手社員研修 ムビケーション

若手社員としてさらなるレベルアップを図るための方法を身に
つけます｡

▶ 対 象 者：管理職
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（7時間）
▶ 費　  用：60,000円

管理職研修 ムビケーション

管理職の疑似体験を通じてマネジメントの基本を習得します｡

▶ 対 象 者：若手社員の育成担当者
▶ 期　  間：【オンライン型】1日間（6時間）
▶ 費　  用：30,000円

OJTトレーナー研修 ムビケーション

自己流になりがちな後輩育成方法の基本を習得します｡

※集合型とオンライン型とでは、手法が一部異なります。
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採用力強化
シリーズ ※受講料は全て（お一人様／税別）となっております。

採用基準設計研修
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51185001 オンライン 2022年10月13日（木） 
30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51185002 オンライン 2022年12月15日（木）

研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51115001 オンライン 2022年12月7日（水） 
30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51115002 オンライン 2023年1月13日（金）

面接官研修
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51141301 東京 2023年1月24日（火） 
24名 10：00～17：30

 51142701 大阪 2023年1月18日（水）

 51145001 オンライン 2022年12月14日（水）

 51145002 オンライン 2023年1月12日（木）

 51145003 オンライン 2023年2月10日（金）   
¥30,000

 51145004 オンライン 2023年2月21日（火） 
30名 10：00～16：00

 51145005 オンライン 2023年3月16日（木）

 51145006 オンライン 2023年3月23日（木）

 51145007 オンライン 2023年5月11日（木）

 51145008 オンライン 2023年6月7日（水）

GD・GW評価者研修
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51155001 オンライン 2023年2月9日（木） 30名 10：00～16：00 ¥30,000

説明会コンテンツ設計研修

研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51215001 オンライン 2022年11月9日（水） 
30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51215002 オンライン 2022年12月13日（火）

リクルーター研修（プロモーター）

研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51105001 オンライン 2022年11月15日（火）

 51105002 オンライン 2022年12月8日（木） 
30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51105003 オンライン 2023年1月19日（木）

 51105004 オンライン 2023年2月14日（火）

説明会プレゼンテーション研修

公開型研修　全国開催日程一覧
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採用力強化
シリーズ ※受講料は全て（お一人様／税別）となっております。

採用基準設計研修
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51185001 オンライン 2022年10月13日（木） 
30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51185002 オンライン 2022年12月15日（木）

研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51115001 オンライン 2022年12月7日（水） 
30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51115002 オンライン 2023年1月13日（金）

面接官研修
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51141301 東京 2023年1月24日（火） 
24名 10：00～17：30

 51142701 大阪 2023年1月18日（水）

 51145001 オンライン 2022年12月14日（水）

 51145002 オンライン 2023年1月12日（木）

 51145003 オンライン 2023年2月10日（金）   
¥30,000

 51145004 オンライン 2023年2月21日（火） 
30名 10：00～16：00

 51145005 オンライン 2023年3月16日（木）

 51145006 オンライン 2023年3月23日（木）

 51145007 オンライン 2023年5月11日（木）

 51145008 オンライン 2023年6月7日（水）

GD・GW評価者研修
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51155001 オンライン 2023年2月9日（木） 30名 10：00～16：00 ¥30,000

説明会コンテンツ設計研修

研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51215001 オンライン 2022年11月9日（水） 
30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51215002 オンライン 2022年12月13日（火）

リクルーター研修（プロモーター）

研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51105001 オンライン 2022年11月15日（火）

 51105002 オンライン 2022年12月8日（木） 
30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51105003 オンライン 2023年1月19日（木）

 51105004 オンライン 2023年2月14日（火）

説明会プレゼンテーション研修

公開型研修　全国開催日程一覧
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育成力強化
シリーズ ※受講料は全て（お一人様／税別）となっております。

OJTトレーナー研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51325001 オンライン 2023年2月16日（木）

 51325002 オンライン 2023年3月14日（火）

 51325003 オンライン 2023年3月24日（金） 30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51325004 オンライン 2023年4月20日（木）

 51325005 オンライン 2023年5月16日（火）

中堅社員研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51345001 オンライン 2022年11月24日（木） 
30名 10：00～16：00 ¥40,000

 51345002 オンライン 2023年6月15日（木）

若手社員研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51311301 東京 2023年7月19日（水） 24名 10：00～18：00 ¥30,000

公開型研修　全国開催日程一覧

管理職研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51335001 オンライン 2023年1月25日（水） 
30名 10：00～17：00 ¥60,000

 51335002 オンライン 2023年7月13日（木）

評価者研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51351301 東京 2023年9月7日（木） 24名 10：00～18：00 ¥48,000
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育成力強化
シリーズ ※受講料は全て（お一人様／税別）となっております。

OJTトレーナー研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51325001 オンライン 2023年2月16日（木）

 51325002 オンライン 2023年3月14日（火）

 51325003 オンライン 2023年3月24日（金） 30名 10：00～16：00 ¥30,000

 51325004 オンライン 2023年4月20日（木）

 51325005 オンライン 2023年5月16日（火）

中堅社員研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51345001 オンライン 2022年11月24日（木） 
30名 10：00～16：00 ¥40,000

 51345002 オンライン 2023年6月15日（木）

若手社員研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51311301 東京 2023年7月19日（水） 24名 10：00～18：00 ¥30,000

公開型研修　全国開催日程一覧

管理職研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51335001 オンライン 2023年1月25日（水） 
30名 10：00～17：00 ¥60,000

 51335002 オンライン 2023年7月13日（木）

評価者研修 ムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 51351301 東京 2023年9月7日（木） 24名 10：00～18：00 ¥48,000
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新入社員研修
※受講料は全て（お一人様／税別）となっております。

公開型研修　全国開催日程一覧

新入社員研修 アドバンスコース
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 512031 盛岡 2023年4月5日（水）・6日（木） 
24名

 512041 仙台 2023年4月5日（水）・6日（木）

 512101 前橋 2023年4月4日（火）・5日（水） 20名

 512111 大宮 2023年4月4日（火）・5日（水）

 512131 東京（市ヶ谷） 2023年4月4日（火）・5日（水）

 512132 東京（市ヶ谷） 2023年4月10日（月）・11日（火）

 512151 新潟 2023年4月5日（水）・6日（木）

 512161 富山 2023年4月6日（木）・7日（金）  9：30～17：30

 512201 長野 2023年4月4日（火）・5日（水） 
24名

 512221 静岡 2023年4月4日（火）・5日（水）

 512222 浜松 2023年4月4日（火）・5日（水）   
¥55,000

 512231 名古屋 2023年4月10日（月）・11日（火）

 512271 大阪 2023年4月4日（火）・5日（水）

 512341 広島 2023年4月4日（火）・5日（水）

 512401 福岡 2023年4月4日（火）・5日（水）

 512501 オンライン 2023年4月4日（火）・5日（水）

 512502 オンライン 2023年4月4日（火）・5日（水）

 512503 オンライン 2023年4月5日（水）・6日（木）

 512504 オンライン 2023年4月6日（木）・7日（金） 30名 10：00～16：00

 512505 オンライン 2023年4月10日（月）・11日（火）

 512506 オンライン 2023年4月13日（木）・14日（金）

 512507 オンライン 2023年4月17日（月）・18日（火）

新入社員研修 ベーシックコース
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 511501 オンライン 2023年4月4日（火）

 511502 オンライン 2023年4月4日（火）

 511503 オンライン 2023年4月6日（木）

 511504 オンライン 2023年4月7日（金） 30名 10：00～16：00 ¥30,000

 511505 オンライン 2023年4月10日（月）

 511506 オンライン 2023年4月17日（月）

 511507 オンライン 2023年4月24日（月）
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新入社員研修
※受講料は全て（お一人様／税別）となっております。

公開型研修　全国開催日程一覧
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公開型研修 お申し込みの流れ

※キャンセル規定
　研修受講日14日前（土日を含む）以降の受講キャンセル、欠席、及び受講日程変更につきましては、キャンセル料として
　受講費用の全額を申し受けます。

WEBからお申し込み
ご希望の研修をご選択いただき、お申し込みください。
お申し込みいただくと、受付完了メールが届きますのでご確認ください。

STEP
01
STEP
01

開催前のご案内STEP
02
STEP
02

受講当日
事前にお伝えしております会場へお越しください。会場受付は研修開始の15分前となります。
オンライン研修の場合は開催前のご案内メールに記載のURLにアクセスしてください。
受講当日、現金でのお支払いはございません。

STEP
03
STEP
03

開催前にご案内のメールが届きますのでご確認ください。

ご請求書の送付
原則、研修実施月の月末にご請求書をお送りいたしますので、翌月末までに弊社指定口座へお振り込みください。

STEP
04
STEP
04

Moushikominonagare

公開型研修はすべてマイナビ研修サービスHPからお申し込みいただけます。

マイナビ研修サービスHPにつきましては次ページをご参照ください。

公開型研修　全国開催日程一覧

新入社員研修オンラインムビケーション
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 516501 オンライン 2023年4月6日（木）・7日（金）

 516502 オンライン 2023年4月11日（火）・12日（水） 
30名 10：00～16：00 ¥75,000

 516503 オンライン 2023年4月13日（木）・14日（金）

 516504 オンライン 2023年4月17日（月）・18日（火）

新入社員研修 プレミアコース
研修コード 開催地 日　程 定　員 受講料実施時間

 513131 東京（大手町） 2023年4月5日（水）・6日（木）・7日（金）

 513231 名古屋 2023年4月5日（水）・6日（木）・7日（金）

 513232 名古屋 2023年4月12日（水）・13日（木）・14日（金） 24名 9：30～17：30

 513271 大阪 2023年4月4日（火）・5日（水）・6日（木）

 513272 大阪 2023年4月10日（月）・11日（火）・12日（水）   ¥78,000

 513501 オンライン 2023年4月4日（火）・5日（水）・6日（木）

 513502 オンライン 2023年4月5日（水）・6日（木）・7日（金） 
30名 10：00～16：00

 513503 オンライン 2023年4月10日（月）・11日（火）・12日（水）

 513504 オンライン 2023年4月12日（水）・13日（木）・14日（金）
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「自ら考え、行動し、やり抜く」

新入社員育成プログラム

新入社員研修

階層別やテーマ別に
必要とされるスキルの
向上をサポートする
研修シリーズ

育成力強化
シリーズ

40年以上にわたって
企業の採用活動を

サポートしてきたマイナビ
ならではの研修シリーズ

採用力強化
シリーズ

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 27階

▲ E-mail ／ hrd@mynavi.jp　 ▲ TEL ／ 03-6628-5111

お問い
合わせ

株式会社マイナビ  教育研修事業部  https://hrd.mynavi.jp

公開型研修

全国日程一覧
K o u k a i g a t a k e n s h u

Z e n k o k u n i t t e i i c h i r a n

2022

マイナビ研修の特長・取り組み
マイナビ研修サービスでは、「人に元気を 組織に力を」という事業理念を掲げ、

「精度の高い採用」と「基本のできる若手育成」をテーマに、人材育成の価値を提供しています。

全国展開 豊富な実績 多彩なパートナー連携

こだわりの教材 映像やWEBの充実

高品質の研修を実施するために、マイナビ
独自の選考プロセスを通過した“選ばれた
講師”だけが登壇します。また、過去のマイナビ主催の公開型研
修において、受講者アンケート評価が基準以下になった講師
は、以降、登壇することができません。

全国に及ぶマイナビ支社・営業所、そして
パートナー講師を保有。日本全国・各拠点
での実施が可能です。公開型研修サービスにおいては、プログラ
ム満足度97.0%※の高評価をいただいております。
※2022年新入社員研修アンケートより

研修内容はもちろん、使用する
教材にも徹底的にこだわってい
ます。テキストや映像資料など
は、マイナビが保有する学生向け・企業向けアンケート調査デー
タなどを参考に、毎年ブラッシュアップを重ねています。

研修中に使用する映像資料、お申
し込みいただいた企業様限定公
開のWEBページや映像ページな
ど、講師・プログラム以外にもこだ
わっています。 ■研修中に使用する映像資料

※一部オンライン対応可能

公開型研修 シリーズ
階層別研修をはじめ、採用に特化した研修、

テーマ別の研修など、様 な々ラインナップをご用意しています。

｜採用基準設計研修
｜説明会コンテンツ設計研修
｜説明会プレゼンテーション研修
｜面接官研修
｜GD・GW評価者研修
｜リクルーター研修（プロモーター）

｜若手社員研修 ムビケーション
｜OJTトレーナー研修 ムビケーション
｜中堅社員研修 ムビケーション
｜管理職研修 ムビケーション
｜評価者研修  ムビケーション

｜新入社員研修オンラインムビケーション
｜新入社員研修 ベーシックコース
｜新入社員研修 アドバンスコース
｜新入社員研修 プレミアコース

P.07 P.09 P.11
※一部オンライン対応可能 ※一部オンライン対応可能

KN03‐2208


