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e-ラーニング 内定者育成パックとは
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マイナビでは、これまで実施してきた“内定者向けの研修” のノウハウを凝縮して詰め込んだ【内定者育成パック】

をご用意いたしました。内定者の時に学んでおくことで入社後のスタートダッシュにつながるようなコンテンツを

コンパクトにまとめた誰でも・どこでも web上で学習できるツールです。

【ご提供期間】 納品から1年間

【ご納品スケジュール】 2023年6月1日よりご提供開始（4営業日以内に納品）となります

内定者育成パック

内定者のときから学んでおいた方が良いビジネスマナー
やマインド、スキルを学べます。

価格：15,000円 (税別)

上記金額はお申し込み人数1～25人の場合の、1人あたりのご利用料金です。お申し込み数によって料金が異なりますので、詳しくは、お申し込みフォームにてご確認下さい。

https://hrd.mynavi.jp/products/newemployee_training/


内定者育成パック
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内定者育成パック 内定者基礎スキル

「社会人とは」講座～内定者編～

■標準学習時間：約43分

社会人に必要な心構え、立ち居振る舞い方について、
内定者でも役立つ知識を学びます。

はじめに 約1分

会社とは 約4分

会社の目的とは 約5分

会社の仕組みとは～組織内構造を知る～ 約5分

会社の仕組みとは～企業活動に関わる株主と銀行～ 約5分

会社の仕組みとは～企業活動・仕組みを理解する～ 約13分

サプライチェーンとバリューチェーン 約6分

最後に 約2分

目 次

「会社とは」講座～入門編～

■標準学習時間：約44分 スマホ対応コース

会社とは何か、「会社」を巡る、株式や組織内構造、
企業活動の全体像などの基礎的な知識を多面的に学
びます。

■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり
学生と社会人の違い 約4分

社会人とは 約3分

仕事とは 約4分

仕事をする上で必要な意識 約8分

社会人としての言動～朝・昼・夜～ 約9分

組織で働くときに求められるスキル 約7分

おわりに 約3分

目 次
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ビジネスシーンにおいて正しい言葉づかいが出来ることの
重要性を理解し、正しい敬語の使い方や、言葉を選ぶ
際に気を付けるべきポイントについて学びます。

対面時の挨拶や名刺交換のマナー、席次のルールなどを
理解し、相手に対して失礼の無い対応を学びます。

内定者育成パック 内定者基礎スキル

職場での言葉づかい・話し方講座～内定者編～

対面時のビジネスマナー講座～内定者編～

■標準学習時間：約34分

■標準学習時間：約32分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

言葉づかいと人間関係 約2分

言葉づかいが与える印象 約3分

敬語とは 約6分

間違った敬語・言葉づかいに気をつける 約6分

敬語の使い分け 約3分

好感度UPのための言葉づかい 約5分

最後に 約1分

目 次

ビジネスにおいてのマナーの重要性 約4分

あいさつのマナーと注意点 約4分

紹介とは 約6分

名刺交換の意義とマナー 約3分

名刺交換の注意点 約3分

席次とは 約6分

最後に 約1分

目 次
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ビジネスにおける電話でのマナーについて学びます。
電話というコミュニケーションツールが使われるシーンやメリッ
ト・デメリット、守るべきマナーとその重要性を理解すること
を目指します。

内定者育成パック 内定者基礎スキル

ビジネス文書講座～内定者編～

ビジネス電話応対講座～内定者編～

■標準学習時間：約36分

■標準学習時間：約42分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

ビジネスで用いられる文書について、その種類や、作成
時に気を付けるべきことについて理解を深めます。

ビジネスシーンにおける「電話」 約4分

電話のメリット・デメリット 約5分

電話応対の基本～迅速に・正確かつ確実に～ 約4分

電話応対の基本

～言葉づかい・感じ良く・機転を利かせる～
約7分

携帯電話のマナーと注意点 約4分

内定期間の電話の対応マナー 約4分

まとめ 約2分

目 次

ビジネス文書とは 約8分

ビジネス文書の基本ルール 約6分

論理的な文章作成のポイント 約6分

ビジネス文書の注意点 約10分

ビジネス文書ケーススタディ 約6分

まとめ 約2分

目 次
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ビジネスにおけるEメールの使い方について学びます。
使われるシーンやメリット・デメリット、使用上の注意点を
理解することを目指します。

内定者育成パック 内定者基礎スキル

ビジネスコミュニケーション講座～入門編～

ビジネスEメール講座～内定者編～

■標準学習時間：約41分

■標準学習時間：約40分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

ビジネスでのコミュニケーションについて、必要なスキルや
気を付けるべきことの基本を学びます。
その上で、相手の意見を尊重しながら、自分の意見をう
まく主張する方法を学びます。

ビジネスシーンにおける「Eメール」 約5分

Eメールのメリット 約7分

Eメールのデメリット 約5分

見やすいEメールを作成する 約7分

見やすいEメールの基本構成 約5分

Eメールの注意事項 約5分

最後に 約2分

目 次

ビジネスにおけるコミュニケーションとは 約4分

コミュニケーションを取る前に意識すること 約6分

「伝える力」の基本 約6分

「きく力」の基本 約7分

コミュニケーションの目的と対応 約4分

Win-Winになるつたえ方 約6分

最後に 約2分

目 次
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職場の人間関係は、仕事をうまく進めていくことにとても大
きく影響を与えます。本講座では、人間関係を構築する
ためのポイントや、信頼を失う言動・しぐさを学びます。

内定者育成パック 内定者基礎スキル

職場の人間関係構築講座～内定者編～

■標準学習時間：約27分 スマホ対応コース ■総合テストあり
職場の人間関係について 約4分

人間関係を築く 約3分

信頼を失う言動・しぐさとは 約9分

新人として好かれるには 約4分

最後に 約1分

目 次
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日常業務に活かせるIT知識基礎講座

■標準学習時間：約57分 スマホ対応コース ■総合テストあり

日々の業務、商談や打ち合わせ、社内会議など、業務
を進めるうえで知っておくべき内容と、ビジネスで常時利
用する「PC とインターネット」の基礎を学習することがで
きます。

コンピューターの仕組みを知ろう 約6分

アプリケーションについて 約5分

ファイルとフォルダについて 約4分

ネットワークの仕組み 約4分

インターネットとは 約4分

メール送信の仕組みとマナー 約7分

日常業務で気を付けるべきこと１ 約5分

日常業務で気を付けるべきこと２ 約6分

業務の効率化 約6分

目 次



ビジネスにおける思考 約8分

ロジカルシンキングとは 約8分

ロジカルシンキングの手法～MECE～ 約8分

ロジカルシンキングの手法～ロジックツリー～ 約9分

ロジカルシンキングの手法～帰納法と演繹法～ 約7分

目 次

ロジカルシンキングとは何かを理解し、ビジネスにおける思
考の重要性を学びます。

内定者育成パック

クリティカルシンキング講座～入門編～

ロジカルシンキング講座～入門編～

■標準学習時間：約45分

■標準学習時間：約47分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

クリティカルシンキングとは何かを理解し、ビジネスにおけ
る思考の重要性を学びます。

ビジネスにおける思考 約8分

クリティカルシンキングとは 約10分

基本姿勢～目的・前提を意識する～ 約6分

基本姿勢～問い続ける～ 約7分

基本姿勢～思い込みや決めつけを排除する～ 約8分

クリティカルシンキングの定着に向けて 約7分

目 次

8

ビジネス基礎スキル



内定者育成パック ビジネス基礎スキル

ビジネス数字力講座～考え方入門編～

クリエイティブシンキング講座～入門編～

■標準学習時間：約54分

■標準学習時間：約35分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

ビジネスにおいて求められる「数字力」の考え方や、数字
を根拠に考えることの大切さ、数字を正しく分析する方
法をゼロから学びます。

クリエイティブシンキングとは何かを理解し、ビジネスにお
ける重要性を学びます。

ビジネスにおける思考 約8分

クリエイティブシンキングとは 約8分

クリエイティブシンキングの心構え 約6分

ブレインストーミングによるアイデア出し 約11分

クリエイティブシンキングの手法 約10分

クリエイティブシンキングの定着 約7分

目 次

ビジネスに求められる「数字力」 約6分

目標を数字で管理する 約6分

実態を数字で把握する 約5分

様々な実態を数字で表現する（数値化する） 約5分

数字を正しく理解する 約8分

目 次
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仕事の進め方を学ぶ 約3分

仕事の進め方の全体的な流れ 約5分

指示の受け方 約5分

優先順位のつけ方 約7分

報告・連絡・相談とは 約8分

仕事する環境を整えるための「5S」について 約3分

目 次

内定者育成パック ビジネス基礎スキル

仕事の進め方講座～入門編～

ビジネス数字力講座～実践入門編～

■標準学習時間：約28分

■標準学習時間：約36分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

社会人に求められる、仕事の進め方の考え方や仕事の
全体的な流れを学び、どのような仕事でも重要な指示
の受け方や報連相の基本を学びます。

ビジネスの現場において用いられることの多い主な「方程
式」について、学びを深めます。また、数字を用いて情報
を分析する「定量分析」についても、基本的な手順を理
解できるコースです。

数字の法則を知る 利益・売上・費用（コスト） 約8分

数字の法則を知る 損益分岐点と回転率 約9分

定量分析を理解する 集める・つくる・比べる 約7分

目 次
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内定者育成パック ビジネス基礎スキル

プレゼンテーション資料作成講座～ストーリー編～

マーケティング講座～入門編～

■標準学習時間：約38分

■標準学習時間：約36分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

プレゼンテーションの資料を作成する上で最も重要とな
るストーリーの作成方法について学びます。

マーケティングの基本的な概念を理解し、一般的によく
使われるフレームワークの概要を学びます。また、マーケ
ティングの全体像を理解し、ビジネスにおけるマーケティン
グの重要性を学びます。

プレゼンテーションの目的とは 約4分

資料作成スキル向上によって、もたらされる効果 約4分

スライド作成に必要な事前準備 約4分

①メッセージの明確化「１プレゼン、１メッセージ」 約6分

②ストーリーの作成「わかりやすいストーリーの作り方」 約7分

③スライド作成「ストーリーの繋がりを確認する」 約5分

目 次

マーケティングとは 約3分

マーケティングのフレームワーク 約3分

環境分析のためのフレームワーク 約6分

戦略立案、戦略整理のためのフレームワーク 約11分

マーケティングの全体像 約8分

最後に 約2分

目 次
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聞き手を動かす資料を作ろう 約4分

聞き手に届くわかりやすい資料とは？ 約4分

説明型資料と提案型資料の違い 約4分

わかりやすい資料とわかりにくい資料の違い 約3分

わかりやすい資料作成に必要な３つの視点

①視線誘導
約3分

わかりやすい資料作成に必要な３つの視点

②ノイズカット
約4分

わかりやすい資料作成に必要な３つの視点

③フォーカス
約4分

３つの視点、実践例 約6分

目 次

内定者育成パック ビジネス基礎スキル

プレゼンテーション話し方講座～事前準備編～

プレゼンテーション資料作成講座～ビジュアル編～

■標準学習時間：約39分

■標準学習時間：約34分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

早口、滑舌などの話し方や当日の緊張を緩和させる事
前にすべき準備、練習方法などを学びます。

聞き手にとってわかりやすいスライドを作成するコツを、具
体的な事例をもとに学習します。

小さい声を改善する方法 約9分

早口を直す方法 約4分

滑舌を良くする方法 約8分

緊張して頭が真っ白を回避する方法 約4分

時間が急遽短くなった時の対応法 約4分

目 次
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社会人基礎力とは　前に踏み出す力とは 約6分

主体性①主体性とは 約3分

主体性②より主体性を高めるために 約5分

働きかけ力①働きかけ力とは 約6分

働きかけ力②より働きかけ力を高めるために 約5分

実行力①実行力とは 約3分

実行力②より実行力を高めるために 約5分

前に踏み出す力　まとめ 約4分

目 次

内定者育成パック ビジネス基礎スキル

社会人基礎力講座（前に踏み出す力編）

プレゼンテーション話し方講座～テクニック編～

■標準学習時間：約30分

■標準学習時間：約42分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

社会人基礎力のうち、「前に踏み出す力」について解説
するとともに、自身の現状を振り返り、より高めるための
方法を学びます。

プレゼンテーションの際に聞き手を惹きつけ、内容に興
味を持ってもらえるテクニックを学びます。

最初の掴みで聞き手を惹きつける方法 約5分

資料しか見ない相手の目線を上げてもらう方法 約5分

重要な箇所を盛り上げる方法 約4分

単調な話し方を改善する方法 約6分

ジェスチャーを活用する方法 約5分

目 次
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社会人基礎力とは　考え抜く力とは 約7分

課題発見力①課題発見力とは 約4分

課題発見力②より課題発見力を高めるために 約6分

計画力①計画力とは 約3分

計画力②より計画力を高めるために 約7分

創造力①創造力とは 約5分

創造力②より創造力を高めるために 約11分

考え抜く力　まとめ 約4分

目 次

社会人基礎力とは　チームで働く力とは 約7分

発信力 約4分

傾聴力 約7分

柔軟性 約4分

情況把握力 約6分

規律性 約4分

ストレスコントロール力 約5分

チームで働く力　まとめ 約5分

目 次

内定者育成パック ビジネス基礎スキル

社会人基礎力講座（考え抜く力編）

社会人基礎力講座（チームで働く力編）

■標準学習時間：約49分

■標準学習時間：約54分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

社会人基礎力のうち、「考え抜く力」について解説すると
ともに、自身の現状を振り返り、より高めるための方法を
学びます。

社会人基礎力のうち、「チームで働く力」について解説
するとともに、自身の現状を振り返り、より高めるための
方法を学びます。
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内定者育成パック ビジネス基礎スキル

モチベーション講座～内定者編～

キャリア講座～内定者編～

■標準学習時間：約46分

■標準学習時間：約64分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

モチベーションとはそもそも何なのか、自身の価値観や過
去の出来事を振り返りながら学びます。また、今後の仕
事や生活で、どのように自身の感情やモチベーションと向
き合っていくのかを考えながら学びます。

キャリアとは何かを学び、これまでの自身の経験を振り返
りながら、これから仕事をしていく上でのキャリアの考え方
を学びます。

キャリアとは 約3分

組織からの期待を考える／仕事とキャリア 約6分

自己理解の重要性 約3分

自己理解 約5分

will can must 約7分

人生の偶然性／偶然のキャリアとは 約5分

未来のビジョンの考え方 約8分

目 次

モチベーションとは 約9分

モチベーションが上がる・下がるとは 約14分

モチベーションに関わる感情と思考 約11分

自己肯定感と成功体験 約6分

壁にぶつかったときの捉え方 約8分

まとめ 約9分

目 次
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内定者育成パック ビジネス基礎スキル

コンプライアンス講座～入門編～

メンタルヘルス講座～内定者編～

■標準学習時間：約67分

■標準学習時間：約27分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

コンプライアンスとは何かを学び、コンプライアンス違反を
しないための心構えを学びます。

メンタルヘルスとは何なのか、基礎知識を学び、自身の
ストレスを振り返り、ストレスケアの方法を学びます。

コンプライアンスとは 約4分

コンプライアンス違反が組織に与える影響 約5分

コンプライアンス違反とは 約3分

情報とコンプライアンス 約4分

SNSとコンプライアンス 約4分

コンプライアンス違反を防ぐためには 約2分

目 次

メンタルヘルスとは 約10分

どのような時にストレスはたまるのか 約11分

ストレスの正体とは 約9分

ストレスとうまく付き合う方法 約11分

周囲からのサポート 約11分

まとめ 約8分

目 次
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内定者育成パック

ビジネス英会話講座～タスク・スケジュール入門編～

ハラスメント講座～入門編～

■標準学習時間：約32分

■標準学習時間：約27分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

英語でスケジュールを報告する、上司に確認依頼をす
る、自分が業務を引き受けるなど、ビジネスにおける頻
出シーンでの英会話を学びます。

ハラスメントとは何かの基礎を理解し、ハラスメント防止
するための心構えを学びます。

ハラスメントとは 約5分

なぜ正しいハラスメント知識が必要なのか 約3分

パワーハラスメントとセクシュアルハラスメント 約7分

多様なハラスメント 約5分

ハラスメントの線引き 約3分

ハラスメントを防止するために 約3分

目 次

ビジネス基礎スキル
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スケジュールを報告する 約4分

日時の変更を依頼する 約5分

自分が引き受けることを伝える 約5分

上司へのとっさの一言 約4分

相手にあわせた依頼の仕方 約5分

目 次



内定者育成パック

ビジネス英会話講座～日常会話入門編～

ビジネス英会話講座～社外移動入門編～

■標準学習時間：約14分

■標準学習時間：約31分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

最近の様子を聞く、お昼に何を食べるか決めるなど、コ
ミュニケーションに不可欠な日常会話を展開するのに必
要な英会話を学びます。

タクシーに目的地を伝える、止まってほしい場所を伝える、
電車などでの経路を伝えるなど、移動時に必要な英会
話を学びます。

ビジネス基礎スキル
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遅刻の理由を電話で伝える 約7分

最近の様子と会話を広げる質問をする 約5分

何かの不調を伝える 約5分

お昼ご飯を決める 約4分

相手にあわせた「ありがとう」 約5分

目 次

タクシーで目的地を伝える 約4分

タクシーで止まってもらいたい場所を伝える 約4分

目的地までの経路を伝える 約4分

目 次



内定者育成パック

ビジネス英会話講座～覚えておくべき英語表現編～

■標準学習時間：約32分 スマホ対応コース ■総合テストあり

英語における、「部」「冊」「枚」などの細かい数の数え方
や、決まり文句などを学びます。また、英語圏では通用
しない和製英語についても理解します。

ビジネス基礎スキル
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増減を伝えるいろんな表現 約5分

似た英単語の使い分け 約5分

よく使われる決まり文句 約6分

英語圏で通じない和製英語 約6分

物の数え方 約5分

目 次



Excelの画面の見方 約11分

ワークシートの使い方 約13分

基本の計算式を使いこなそう 約11分

表示形式と表作成 約7分

グラフで視覚的に 約9分

IF関数 約8分

絶対参照 約7分

データベース 約9分

ピボットテーブル 約8分

表とグラフを印刷しよう 約5分

目　次

内定者育成パック Officeシリーズ

Excel講座

Word基礎講座

■標準学習時間：約82分

■標準学習時間：約97分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

Microsoft Excelの基本操作を学ぶことができます。グ
ラフ作成、IF関数、簡単なマクロ（ピポッド）までができ
るようになります。

Microsoft Wordで文書を作成する際の主要な機能
について、操作画面や社外文書の作例を使用して基
礎から学習します。

文字入力と変換 約8分

書式設定 約26分

ページの設定 約6分

校閲機能 約11分

その他の便利な機能 約14分

印刷とエクスポート 約8分

目 次
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パワーポイントとは 約7分

簡単なスライドを作ってみよう 約5分

好きな場所に文字を入力する 約4分

ビジュアルを引き立てる 約7分

説得力を持たせる 約4分

プレゼンテーションを実行する 約6分

応用編　臨場感を伝える 約8分

応用編　プレゼンテーションに動きをつける 約6分

応用編　他のファイルやWebページと結びつける 約6分

応用編　作成したデザインを使いまわす 約6分

目　次

データベースの基本 約8分

データの読み込みと整形・クレンジング 約19分

テーブル機能の基本操作 約10分

フィールドとレコードの追加 約13分

データの抽出・集計 約12分

テーブルの構造化参照 約4分

条件をもとにした合計-SUMIF関数 約4分

別表への抽出1-VLOOKUP関数 約5分

別表への抽出2-XLOOKUP関数 約5分

目　次

内定者育成パック

PowerPoint講座

Excel講座～データベース活用入門～

■標準学習時間：約90分

■標準学習時間：約59分 スマホ対応コース ■総合テストあり

スマホ対応コース ■総合テストあり

Microsoft PowerPointを使った資料作成における基
本的な使い方を学習します。プレゼンテーションや会議
で使用するスライド作成とスライドショーの実行、応用と
してアニメーションなどの使い方などを学びます。

本格的なデータベースシステムを使用せずに、Excelの
みで比較的大きなデータ（数百件程度）を効率的に
扱うための機能や関数を学びます。

Officeシリーズ
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管理者向け機能
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管理画面から配信ごとに「対象者別」と「コース別」に
分けて確認することができます。
また、進捗状況の詳細をCSV形式にてダウンロードすることも
可能です。

資料・課題の配信

学習コンテンツを配信する際に、ご利用企業様
オリジナルの課題や資料を含めることができます。

学習進捗

受講者に向けたお知らせの配信や、お知らせの
確認・再送を行うことができます。

お知らせ配信



受講者画面
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シンプルで分かりやすい操作画面で受講も迷わず行うことができます。
また、管理者やシステムからのお知らせも確認することが可能です。

スマートフォンで受講が可能

パソコンだけでなく、お手持ちのスマートフォンから
も受講することが可能です。
※ご利用環境はP.22にてご確認ください。

修了証で充足度もアップ

必須チャプターが全て修了済のコースには修了証が発行され、
ダウンロードすることができます。

操作が分かりやすい



動作環境
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ブラウザ

Google Chrome(Windows)
Microsoft Edge(Chromium)

モニター
画面解像度は「1920×1080ピクセル」以上、

画面の色は「8ビット」以上を推奨

その他

サービスのご利用には、お使いのブラウザの設定で「Cookie」「JavaScript」を有効にする必要があります。
動画を利用したサービスをご利用の場合は、音声デバイス（スピーカー、イヤホンなど）のご用意をお願いい
たします。
eラーニングコースにより、上記推奨環境範囲内であっても、OSやブラウザの組み合わせ等により、一部表示不
具合や各種機能がご利用になれない場合があります。

※2023年1月10日現在

※改訂に伴い予告なく変更する場合があります

【パソコン】

端末 iPhone / iPad Android（スマートフォン）

OS iOS/iPadOS 12.0以上 Android 10.0以上

ブラウザ Safari Google Chrome

【モバイル端末】

サービスのご利用には、次の環境を備えたパソコンまたはモバイル端末が必要です。



FAQ
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「内定者育成パック」の受講期間はいつからいつまでですか？

システムのログイン情報のメール（納品通知）がお手元に届いてから、1年間となります。

Q

管理者を複数設定することはできますか？

最大10人まで登録が可能です。

Q

A

スマートフォンでも利用できますか。

全てのコースがスマートフォン、タブレットで、受講いただけます。

Q

A

▼その他のFAQに関しては、マイナビ研修サービスホームページをご覧ください

https://hrd.mynavi.jp/mynavi-learning-system/

A



お申し込みから開講までの流れ
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WEBからお申し込みを承っております。

Step1

お申し込み

Step2

納品

Step3

受講者情報入力

Step4

受講開始

・お申し込みフォームに必要事項をご入力ください。
「申込受付完了メール」を送付いたします。

・納品の準備が整いましたら、企業管理者様に
システムの「ログイン情報」をメール送付

（納品）いたします。

※ご利用期間は納品日から1年間となります。

・管理者画面より、受講者のお名前、メールアドレス、
受講するコースなどを設定いたします。

・設定した開講日に受講者に開講通知が送付され、
受講を開始いたします。

お申し込み：2023年1月16日より、マイナビ研修サービスHPの【内定者育成パックお申込みフォーム】にて承ります

納 品 ：2023年6月1日よりご提供開始（4営業日以内に納品）となります

【マイナビ研修サービスHP eラーニング育成パック】

https://hrd.mynavi.jp/mynavi-learning-system/



人材採用・人材育成のご相談は マイナビ研修サービス まで

「人に元気を 組織に力を」

本資料の一部または全部を、①弊社の書面による許可なくして社外に配布すること、
②社内への説明以外の目的で複写・複製することを禁じます
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