
２０２１年度 

新入社員研修のご案内 

 

創造性と問題解決力を持った 

ＩＴ人材育成のために 

より実践的な社員研修を！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＞ユーザ要求分析からテスト、検収まで開発プロ
セスをプロジェクト実践演習 

＞オプションの OJT フォローアップ研修を加え
ていただくことでリモートワークへの移行が
スムーズに！！（OJT フォローアップ研修はオプションです） 

＞リモートワークに対応(新型コロナウイルス感染症への感染

予防より集合教育ができない場合) 
＞プログラミング学習未経験者にも対応 

本校の新入社員研修は公的助成金の利用が可能です。 

助成金を利用した場合、実質０円で受講できます。 

※条件により助成金額が変わる可能性があります。詳しい方法

（最新情報）をご説明いたしますのでお問い合わせください。 
  〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５―３０―１６  

株式会社 ベネフル総合研究所 新宿校 

ＴＥＬ ０３－５３６７－９０２２ 

ＦＡＸ ０３－５３６７－９０２３ 
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   本校の新人研修の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

リピート率１００％が示す実績と信頼

人事・配属に役立つ詳細な個人ベースの報告書

（約３５ページ）を作成、お渡しいたします。

未経験者に対応：本人が理解し、納得するまで講
師がついて時間を超えて指導いたします。
１名様からでも受講可能です。

システム開発プロセスを、プロジェクトを通して
実践演習します。

「ヒアリング、ユーザ要求分析、用件定義、設計、プログラミング、
プロジェクトマネジメント、テスト、検収」

オプションのOJTフォローアップ研修を加えて受講
することでリモートワークへの移行がスムーズ

私どもの新入社員同様に大切にお預かりし、責任をも
って教育いたします。

公的助成金の利用が可能

低コストを実現、実質０万円台から５万円台で受講可能

※企業規模等により異なりますので弊社にお問い合わせください。
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将来、創造性や問題解決力をもっ
て上流工程を担当する人材を育成
するためのカリキュラム 

新たな製品やサービスを創造するための X-Tech の世界的な拡大と、それを後押

しする 5G の実装など、様々な分野で IT、ICT 化が加速している現在、IT 人材の確

保と育成に関する社会的な関心が高まっています。また、リモートワークの導入に代

表されるワークスタイルの急激な変化への対応も大きな課題になっています。とりわ

け、IT 業界ではリモートワークへの対応に伴い先輩社員による OJT の充実が必要不

可欠とされるなか、先輩達もリモートワークを実践中のため、新入社員の速やかなリ

モートワークへの移行が大きな問題となっています。 

私共はお客様の声にこたえ、この問題を解決するために、例年の社員研修に新たな

コースを加え、新入社員自らが課題解決力を身に着け、努力と成功体験に基づくモチ

ベーションコントロールと成長意欲をもたせる「効果的な OJT の代行」と「迅速な

リモートワークへの移行」を実現する研修をご用意いたしました。ぜひ、新入社員の

即戦力化にお役立てください。 

  

新人と呼ばれると
きから上流工程担当
者を意識したヒュー
マンスキルと、より
実践的な技術スキル
を、チームワークを
通して身につけるカ
リキュラムを採用

ヒューマンス
キル

ＩＴコア

スキルの向上

プログラミング

（Ｊａｖａ）

テクニカル

スキル

システム開発
プロセス実線

演習

システム開発
技術

プロジェクト

マネジメント

顧客志向提案
型人材育成

ＯＪＴフォロー
アップ研修

リモートワーク
への移行



3 

研修構成 

 

 

  

期間：８日間 

受講料：100,000円（税別） 

システムエンジニアスキル 

期間：４日間 

受講料：50,000円（税別） 

ヒューマンスキル 

 

 

テクニカル＆プログラミングスキル 

ＩＴ技術コース 
・情報処理能力キャリアアップ 

・実践Ｊａｖａプログラミング 

期間：１４日間 

受講料：100,000円（税別） 

Ｗｅｂアプリケーションコース 
・サーバサイドＪａｖａ 

・ＳＱＬ 

期間：９日間 

受講料：100,000円（税別） 

ＥＣサイト構築コース 
・ユーザ要求ヒアリング・分析、システム設計、ＥＣサイト及びシステム制作、テスト、検収 

期間：５日間 

受講料：150,000円（税別） 

「IT 技術コース」と「Web アプリケーションコース」

「ECサイト構築コース」をセットで受講された方は

「IT 技術者の常識と基本行動コース」を無料に

致します。 

期間：４０日間 

受講料：400,000円（税別） 

ＯＪＴフォローアップ 

上記、基本スキル全コースを受講された方は 

350,000 円（税別）で受講可能 

基
本
ス
キ
ル 

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
シ
フ
ト 



4 

新入社員研修概要 

 

 

 

 

ヒューマンスキル<ＩＴ技術者の常識と基本行動コース> 

ＩＴ技術者に必要なビジネスコミュニケーション能力とアントレプレナとしての企業運営知識を、 

エクササイズを通して実践演習 

 

① 基本的なビジネスマナー 

② 個人のコミュニケーション志向分析 

③ コミュニケーション志向分析結果による各個人のコミュニ

ケーション課題の確認 

④ 個人の協調性分析及び課題の確認 

⑤ ドキュメント作成能力の向上 

⑥ チームワークによる、各個人の課題の克服 

⑦ プロジェクトを意識した問題解決能力演習 

⑧ マネジメントゲームによるコスト意識の習得 

 

ＩＴコアスキルの向上 <ＩＴ技術コース> 

技術者に必要とされるＩＴスキルの確認（ハードウェア最新技術とソフトウェアアーキテクチャ） 

① 基本情報処理のテキストを使用し、ＩＴ技術の基礎学習 

・ハードウェア技術 

・ソフトウェア技術 

・ネットワーク技術 
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② フローチャートを使用したアルゴリズム演習 

③ Ｊａｖａ言語によるアルゴリズム及び、構造化プログラミ

ング演習 

 

 

 

Ｊａｖａプログラミング <ＩＴ技術コース> 

Java 開発環境の構築とプログラミングの基礎及び、オブジェクト指向プログラミング 

① Ｊａｖａの基本構文の習得 

② オブジェクト指向プログラミング 

③ Ｊａｖａを使用したアルゴリズム演習や 

構造化プログラミング演習 

 

 

テクニカルスキル <Ｗｅｂアプリケーションコース> 

 

サーバサイド Java による開発演習、最新開発環境による Web プログラミング実習 

① Ｗｅｂ技術の習得 

② クラスからのＤＢアクセス 

③ ＭＶＣモデルでのプログラミング演習 

④ Ｗｅｂセキュリティ 

・クロスサイトスクリプティング 

・ＳＱＬインジェクション 

⑤ 実践同様にプロジェクトを作り、システム開発 

・ソフトウェア詳細設計 

・テスト設計 

・ソフトウェアコード作成 

・テスト（単体テスト、結合テスト） 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

システム開発プロセス実践演習 <ＥＣサイト構築コース> 

 

① ユーザ要求・用件定義 

・ユーザ要求ヒアリング 
・ユーザ要求分析 
・用件定義書作成 

② 設計 

・概要設計 
・詳細設計 
・プログラム設計 
・テスト設計 

③ プログラミング 

・プロジェクトチームを編成し、 
売買サイトを構築 

・モデル化 

④ テスト 

・単体テスト 
・結合テスト 

⑤ 検収 

 

 

 

システム開発技術・プロジェクトマネジメント<ＳＥ技術コース> 

①システム開発技術 

・基本情報処理試験のテキストを使用し、システム開発の

流れを習得 

②プロジェクトマネジメント 

・プロジェクトマネジメントの概念 

・マネジメントツールの使用方法を習得 

・シミュレータを使ってプロジェクトを適切な方向に運用

するためのマネジメント能力を身につけます 
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プレゼンテーションスキルアップ <ＳＥ技術コース> 

顧客志向提案型人材育成 

① お客さまに対する提案力を身につけます 

② テーマにそってプレゼンテーションを企画 

③ リハーサルによって問題点、改善点など個人の課題を認識 

④ 本番同様にプレゼンテーションを実施 

⑤ 本番は人事の方々にご見学頂き、研修終了後の人員配置の

参考にしていただけます 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＪＴフォローアップ <リモートワークシフト> 

基礎スキル習得後のリモートワークに対応 

① お客さまの声「リモートワークに即時対応」「現場でＯＪ

Ｔの担当者を付けられない」「ＯＪＴを代わりにやってほ

しい」に対応します 

② “実践トレーニング”主体の２ヶ月間 
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研修内容 

 

 

 

 

 

 

  

ビジネスマナー 
 ①社会人としての心構え 

②職場のマナー 

③接客・応対 

④コミュニケーション思考分析とプロジェクトマネジメント 

⑤派遣先でのコミュニケーション 

⑥協調性演習 

⑦情報伝達演習 

⑧マナーロールプレイング演習 

 

会社の仕組み 
 ①会社を運営、管理するための組織 

②仕事を進めるための組織と部門 

③プロジェクト組織 

④仕事の流れと担当範囲 

 

仕事の進め方 
 ①上手な仕事の進め方 

②仕事に向かう姿勢 

③命令、指令の受け方 

④報告、連絡の仕方 

⑤情報の収集と整理の仕方 

⑥情報の活用 

 

マネジメントゲーム 
①ゲームルールの説明 

②会社経営体験第一期（創業期経営） 

③決算書の作成・解説 

④会社経営体験第二期（試行錯誤の経営） 

⑤決算書の作成＋次期経営計画作成 

⑥会社経営体験第三期（販売重視の経営） 

⑦会社経営体験第四期（戦略経営） 

⑧総合解説 

ＩＴ技術者の常識と基本行動コース 

５０，０００円（税別） 

４／２～４／７ 

４日間 

講座内容 

受講料 

日程 
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情報処理能力キャリアアップ 
①ハードウェア技術とソフトウェア技術 

・コンピュータシステムの構成 

・最新ハード、ソフト技術 

・基数変換 

・ファイルとデータベース 

②ネットワーク技術 

・ＬＡＮとＷＡＮ 

・ＬＡＮを構成する機器 

・プロトコル 

・ＴＣＰ/ＩＰ 

③データベース概論 

・選択、射影、結合 

・正規化 

④応用アルゴリズム 

・構造化フローチャート 

・変数 

・式と演算子 

・分岐とループ 

・配列 

・データ検索法 

・データ整列法 

 

実践プログラミング 
①オブジェクト指向プログラミング 

・クラスの作成、利用 

・メソッドの作成 

・カプセル化 

・オーバーロード 

・コンストラクタ 

・クラスライブラリ 

・継承 

・オーバーライド 

・インターフェイス 

・パッケージ 

・例外と入出力処理 

・コレクション 

②実践Ｊａｖａプログラミング 

・統合開発環境の利用（Eclipse） 

・Eclipseを利用したコーディングとデバッグ方法 

・クラスの再利用 

・機能別クラス分け 

・在庫管理アプリケーション作成（簡易版） 

ＩＴ技術コース 

１００，０００円（税別） 

４／８～４／２７ 

１４日間 

講座内容 

受講料 

日程 
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サーバサイドＪａｖａ 
①Ｊａｖａサーブレット 

・入力パラメータの取得 

・フォワード、インクルード、リダイレクト 

・オブジェクトのスコープ 

②ＪＳＰ 

・アクションタグ 

③Ｂｅａｎｓ 

④ＭＶＣモデル 

⑤サーバへのデプロイ 

⑥データベース技術 

・ＤＢＭＳ 

・ＤＢ構造 

・ＳＱＬ（データ定義、操作） 

⑦Ｗｅｂセキュリティ 

・クロスサイトスクリプティング 

・ＳＱＬインジェクション 

Ｗｅｂアプリケーションコース 

１００，０００円（税別） 

４／２８～５／１４ 

９日間 

講座内容 

受講料 

日程 
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ショッピングサイト構築 
①ユーザ要求・要件定義 

・ユーザ要求ヒアリング 

・ユーザ要求分析 

・用件定義書作成 

②設計 

・概要設計 

・詳細設計 

・プログラム設計 

・テスト設計 

③プログラミング 

・プロジェクトチームを編成し、売買サイトを構築 

・モデル化 

④テスト 

・単体テスト 

・結合テスト 

⑤検収 

ＥＣサイト構築コース 

１５０，０００円（税別） 

５／１７～５／２１ 

５日間 

講座内容 

受講料 

日程 
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システム開発技術 
①システム開発の手順 

・開発環境／開発手法／UMLの概要／要求分析技法／品質管理 

②システム開発工程の作業 

・要件定義／外部設計／内部設計／ソフトウェア設計技法／プログラミング／ 

テストの種類と手順／テスト技法 

 

プロジェクトマネジメント 
①プロジェクトの概念 

②プロジェクトマネジメントプロセス 

 ・立ち上げ／計画／実行／コントロール／終結 

③１０の知識エリア 

 ・統合マネジメント／スコープマネジメント／タイムマネジメント／ 

品質マネジメント／リソースマネジメント／コミュニケーションマネジメント／ 

リスクマネジメント／調達マネジメント／ステークホルダーマネジメント 

④プロジェクトマネジメントシミュレーション 

⑤プロジェクトマネジメントのポイント 

 

プレゼンテーションスキルアップ 
①成功するプレゼンテーション 

・プレゼンテーションの目的／プレゼンテーションの企画／ 

プレゼンテーションの構成／プレゼンテーション資料の作成／ 

視覚物を使ったプレゼンテーション／会場でのノウハウ／リハーサル／ 

更に説得力を上げるには 

②プレゼンテーション演習 

・企画立案 

・プレゼンテーション資料の作成 

・リハーサル 

・プレゼンテーション（各自発表） 

ＳＥ技術コース 

１００，０００円（税別） 

５／２４～６／２ 

８日間 

講座内容 

受講料 

日程 
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ＯＪＴフォローアップオプション 

 

 リモートワークに即時対応できる人材にシフトアップ 

 プログラミング重視の講座です 

 2か月で基礎能力を向上し、実践的な応用力を身

に付けさせます 

 このオプションも助成金の対象となります 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  625,000円 
                  800,000円 
  

実務シフト
Ⅰ

•自ら解決すべき課題を理解し、リモートワークを
スタートできるようにシフトアップ

受講料：２００，０００円

実務シフト
Ⅱ

•応用力を身に付け、課題を解決し、業務を完成さ
せるためのシフトアップ

受講料：２００，０００円

弊社の基本スキル全コース受講いただいた場合には、 

セット価格として『実務シフトⅠ』『実務シフトⅡ』 

それぞれ２５，０００円引きで受講できます 

基本スキル全コース受講と 
実務シフトⅠがセット価格 

基本スキル全コース受講と 
実務シフトⅠと実務シフトⅡ 
がセット価格 
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１．フォローアップ実務シフトⅠ：２０日間（６月３日から６月３０日 ※１） 

（１）研修概要 

研修目標：仕様を基に自ら解決すべき課題と目標を立て、行動できる 

基礎学習を終え、基本的なプログラミングを経験した人材に、演習問題を複数与え理解を

深める研修です。仕様を与えただけで自ら課題を解決できるようにするため、演習問題は

多岐にわたり性質の違うものを複数用意しました。業務でよく応用する基本的なアルゴリ

ズムを実践的に体験することで直感的にアルゴリズムがイメージできるように反復演習

を行う研修です。 

（２）特徴 

基本的にプログラミング時に講師は仕様説明、作成の方向性のみ積極的にサポートし、各

自が自力で作成したプログラムのソースレビューを中心にコーディング規約を身に付け

させ、実践的なプログラミング能力と課題解決力をつけさせます。 

 

（３）プログラミング能力強化フェーズ＜演習問題一覧＞ 

No 演習問題 作成時間 

1 金種計算など順次処理 ４時間 

2 最大値、最小値を求める処理など判断処理 ４時間 

3 文字列操作 ６～８時間 

4 配列と乱数を使ったパスワード生成など配列処理 ６～８時間 

5 サーチ(リニアサーチ、バイナリーサーチ) ２～４時間 

6 ソート(選択ソート、バブルソート) ２～４時間 

7 独自クラスで作るカレンダー ６～８時間 

8 CSV ファイルのマージ、集計 ２～４時間 

9 通話料金算出 ２～４時間 

10 摂氏・華氏変換 ２～４時間 

11 独自例外によるエラー処理 ４～８時間 

12 郵便番号による住所検索 ４～８時間 

13 コレクションを使ったデータ登録 ４～８時間 

14 コレクションを使ったデータ集計 ４～８時間 

15 人工無能(会話ボット) ６～８時間 

16 グループトータル(コントロールブレイク処理) １６～２４時間 

17 書籍管理 １６～２４時間 

 

 

 

 

※１ 土日は休日  

受講料：２００，０００円（税別） 
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２．フォローアップ実務シフトⅡ：２０日間（７月１日から７月３０日 ※２） 

（１）研修概要 

研修目標：自ら課題解決できる応用力・問題解決力を身に付け、実務を完成させられる 

２日から３日で解決可能な若干ハードルの高いプログラムの仕様（演習問題）を与え、

実践に近いプログラミング技術の経験及び習得と、課題解決により、個人に自信を持た

せるための研修カリキュラムです。新入社員を初級のプログラマとしてスムーズな実務

への移行を実現します。 

（２）特徴 

Java プログラミングをメインに、フレームワーク※３を使用し、モジュール分割、正規

表現など、実践的なプログラミングを行います。 

 

（３）実践演習フェーズ＜演習問題一覧＞ 

No 演習問題 作成時間 

1 四則演算のみの簡易電卓 ４時間～８時間 

2 入力データの文字列操作 ４時間～８時間 

3 セッションへの文字データ登録 ４時間～８時間 

5 入力データのエラーチェック ４時間～８時間 

6 アンケートデータの集計 ４時間～８時間 

7 受注システム ８時間～１６時間 

8 マスタデータ検索 ８時間～１６時間 

9 商品のグループトータル ８時間～１６時間 

10 テーブルのマスタメンテナンス ８時間～１６時間 

11 掲示板 ８時間～１６時間 

12 経費の集計 ８時間～１６時間 

13 デリバリーの見積書 １６時間～２４時間 

14 当たり判定と対戦成績の管理  １６時間～２４時間 

15 ショッピングサイト １６時間～２４時間 

16 問合せ管理システム １６時間～２４時間 

17 BMI 算出及び BMI 値の管理 １６時間～２４時間 

18 勤怠管理システム １６時間～２４時間 

 

 

 

 

 

※２ 土日、祝日は休日 

※３ フレームワークの講義を行います。  

受講料：２００，０００円（税別） 
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緊急事態宣言発令時及び、 

通学制の実施が困難な場合 
 

リ モ ー ト 研 修 の 概 要 

 

１．講義 

・ Zoomを利用した画面共有でリアルタイムの講義を行います。 

・ 講義は講師２名体制で行います。 

・ 講義中の質問、疑問については即座にもう一人の講師が対応します。 

・ 受講者の「やり方がわからない」「考え方がわからない」など、様々な質問や疑問にリ

アルタイムで対応し、受講者をサポートします。 

※ 講義内容によっては、登校していただく場合があります。 

２．課題 

・ 講義当日の内容を中心とした効果的な課題を毎日提供します。 

・ 提出はメールおよび、ファイル共有サービスを利用します。 

・ 課題の確認評価は Zoomおよびメールでフォローアップを行います。 

３．環境 

・ Windows10搭載のノート型(*1)またはデスクトップ型のパソコンをご用意下さい。 

・ インターネット回線で Zoomを利用し、受講者と講師との間で、同時双方向型研修(*2)

が可能な環境が必要です。 

・ Javaの開発環境のインストールが必須です。 

（インストール手順は研修項目のカリキュラムに含まれます） 

*1 キーボード入力可能なパソコンです。 

*2 一方的な講義ではなく、講師から現在受講中の受講者の様子が見て取ることができるととも

に、質疑応答などができる研修の形態のことです。 

４．出席の確認 

・ 出席の確認は担当講師が研修開始時と終了時に、Webカメラを通して行います。 

 

  

Zoom を利用した 

リモート研修 

※自宅等にリモートの環境がご用意できない場合は、弊社パソコン教室での

集合受講が可能です。詳しくはご相談ください。 
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価格及実施期間、お問合せ 

 

合計価格：４５０，０００円／１名・４０日間（税別） 

定 員：１クラスあたり３０名（１名様から参加可能） 

期 間：４月２日～６月２日（土日、祝日を除く４０日間） 
詳しくは講座詳細をご覧下さい。 

時 間：９：００ ～（１７：００，１７：３０，１８：００） 
※終了時間は３種類の中から、貴社の就業時間に合わせてお選び頂け

ます。お申し込みの際にお申し出ください。 

※課題演習時については、本人が課題を終了するまで終了時間を超え

て拘束する場合があります。 

場 所：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３０－１６ 

株式会社 ベネフル総合研究所 新宿校 

最 寄 駅：JR 山手線「新宿駅新南口」 徒歩 10 分、「代々木駅東口」 徒歩 5 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担  当：脇田 恒志 

お問合せ： ＴＥＬ ０３－５３６７－９０２２ 

  ＦＡＸ ０３－５３６７－９０２３ 

E - m a i l： 
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ご参加企業一覧 
（2020 年度以前） 

順不同 敬称略 

  

株式会社アイ･エス･アイ･ソフトウェア 

株式会社アイテック 

株式会社アイザック 

株式会社アドテック 

株式会社アルゴー 

株式会社アルファメディア 

株式会社アルル 

株式会社イートン 

イメージ情報開発株式会社 

株式会社ウィズダム 

株式会社ＮＴＴデータアイテック 

株式会社エスエスイー 

エスアイ技研株式会社 

株式会社エフエム情報システム 

株式会社エム・アイ・シー・システム 

株式会社エム・オー・エム・テクノロジー 

株式会社ＨＳ情報システムズ 

株式会社クリエーション・ビュー 

株式会社クレセントソリューションズ 

株式会社クレセント・ワン 

株式会社ケイ・ジー・ティー 

有限会社ケイエスシー 

株式会社情報技術サービス 

株式会社システムアーク 

株式会社上武 

株式会社エーティ・プランニング 

株式会社ユーベスト 

システムアルバ株式会社 

株式会社システム技研 

株式会社システムクオリティ 

株式会社システムソリューション 

ダイヤモンドデータ株式会社 

ティー・アイ・シー株式会社 

株式会社ティー・エス・イー 

テクノアルファ株式会社 

東洋システム開発株式会社 

ＴＳＤ東京システム開発株式会社 

永山コンピューターサービス株式会社 

日研システム株式会社 

株式会社日本シーラム 

株式会社ムービス 

日本システム株式会社 

株式会社日本ベストサポート株式会社 

株式会社ソフマックシステム 

パイオネットソフト株式会社 

株式会社ヒュービシステム研究所 

株式会社フオ・トウモロウ 

メディア情報システム株式会社 

株式会社ＲａｙＡｒｃ 

株式会社リバティーシステム 

株式会社リンク・アップ 

株式会社ムービス 
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助成金制度について 

 

人材開発支援助成金（特定訓練コース） 

本校の新入社員研修を受講するについては、次の種類の『公的な助成金』を受けることが可能で

す。助成金制度に関する詳しいお問合せは実施機関にお問合せ下さい。 

（令和２年１２月１日現在） 

助 成 金 制 度 
人材開発支援助成金 

（訓練給付金） 

実 施 機 関 東京労働局 

申 請 平日に随時受付（訓練実施１ヶ月前まで）となります。 

対 象 講 座 

本校講座では『ＩＴ技術コース』『Ｗｅｂアプリケーションコース』『Ｅ

Ｃサイト構築コース』『ＳＥ技術コース』『フォローアップ研修』が対象

となる可能性があります。 

お 問 合 せ 先 
東京労働局ハローワーク助成金事務センター 

（ＴＥＬ ０３－５３３２－６９２５） 

 

助成金制度を利用した受講プラン 

助成金をご利用の場合、受講終了時間１７時で計算すると以下のようになります。 

（生産性要件を満たしている場合と満たしていない場合で助成額が異なります。） 

受講料総額 450,000円 (40日間、全てセットにした場合の価格です) 

生産性要件 ※１ 満たしている 
経費：60％ 

賃金：960円 
満たしていない 

経費：45％ 

賃金：760円 

助成額 

経費助成 
※２ 

270,000（450,000 円×0.6） 202,500（450,000 円×0.45） 

賃金助成 259,200（960 円×7.5時間×36 日） 205,200（760 円×7.5時間×36 日） 

実質負担額 

450,000（受講料） 

－ 529,200（総助成額）＝ 

-79,200円(税抜き) 

450,000（受講料） 

－ 407,700（総助成額）＝ 

42,300円(税抜き) 
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助成金制度を利用した受講プラン（オプション追加） 

助成金をご利用の場合、受講終了時間１７時で計算すると以下のようになります。 

（生産性要件を満たしている場合と満たしていない場合で助成額が異なります。） 

受講料総額 800,000円 (80日間、新入社員研修にＯＪＴサポート研修を追加した

場合の価格です) 

生産性要件 ※１ 満たしている 
経費：60％ 

賃金：960円 
満たしていない 

経費：45％ 

賃金：760円 

助成額 

経費助成 
※２ 

480,000（800,000 円×0.6） 360,000（800,000 円×0.45） 

賃金助成 547,200（960 円×7.5時間×76 日） 433,200（760 円×7.5時間×76 日） 

実質負担額 

800,000（受講料） 

－ 1,027,200（総助成額）＝ 

-227,200円(税抜き) 

800,000（受講料） 

－ 719,320（総助成額）＝ 

-6,800円(税抜き) 
 

※１ 生産性要件につきましては厚生労働省の Web サイト《令和 2 年度版パンフレット（特定訓練コース、一般

訓練コース）詳細版》（22ページ） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000632089.pdf 
を参照ください。 

※２ 訓練時間が２００時間以上の場合、 経費助成は 上限５０万まで支給されます。 

 

 

 企業の規模や雇用状況によって助成額が異なる場合や助成金の対象とならない場

合がございます。詳しくは東京労働局助成金事務センターにご確認ください。 

 人材開発支援助成金
．．．．．．．．．

申請の際は予め弊社にご連絡、ご相談ください。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

 

 上記料金プランは令和 2 年度の人材開発支援助成金制度（最新）に基づいたもの

です。制度変更が有った場合、変わってくる可能性があります。 


