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人材育成事業部 セミナーグループまでお送り下さい。
FAXでのお申込みは　　0120（737）219みずほ新入社員実務セミナー　参加申込書

参加者氏名 年齢等（講義進行の参考にいたしますのでご記入下さい）
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B ビジネスマナー基本体得

コミュニケーションスキル強化C

ビジネス文書・Eメール入門D

社会人の基本とビジネスマナー《２日コース》E

ご希望のコースの日程に○をつけ、ご参加者名を下欄にご記入ください。　
（名札をご用意いたします。また、年齢等はセミナー進行の参考にさせていただきます。）　※引率者のご参加はお受けできかねます。
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B
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D
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１日間

１日間

２日間

１日間

１日間

セミナー開催スケジュール
セミナー名 日数 開催日

3月29日（水） 3月30日（木） ４月４日（火） ４月５日（水） ４月６日（木） ４月7日（金）
A 社会人の基本と仕事のすすめ方 １日間 ● ● ● ●
B ビジネスマナー基本体得 １日間 ● ● ● ●
C コミュニケーションスキル強化 １日間 ● ●
D ビジネス文書・Ｅメール入門 １日間 ● ●

E 社会人の基本とビジネスマナー《２日コース》 ２日間 ● ●
●

社会人の基本と�
� 仕事のすすめ方

社会人としてのスタートでまず必要なのは「自覚とプロ意
識」を持ち、「社会人にふさわしい基本行動」と「仕事の
すすめ方の基本原則」をしっかり身につけることです。本
セミナーでは、さまざまなケーススタディ・実習や“人と
共に働く意識”を高めるゲームを通じて、組織で仕事をす
るうえで必要となる重要ポイントを体感・納得しながら身
につけていただきます。

コミュニケーション�
� スキル強化

社会人には適切なコミュニケーション能力が欠かせない一
方で、仕事の場で求められるコミュニケーションのあり方
に戸惑う新入社員が少なくありません。本セミナーでは実
習やゲームを通して、円滑なコミュニケーションの図り方、
チームワークよく仕事を進めるために有効な伝え方・聴き
方など、職場で即活用でき、より良い人間関係づくりに実
践できる“コミュニケーションスキルの基本”を習得します。

社会人の基本とビジネスマナー《２日コース》 今年度よりコース増設！
社会人としてこれから大きく成長していく上で必要な考え方と行動を１日目に、その基礎となる、周囲の方から信頼さ
れるためのビジネスマナーを２日目に学びます。２日間を通じて丁寧に学ぶことにより、より深く理解し、身につけて
いただけます。時代が求める新しい考え方を織り交ぜ、グループワークと実習を重視したプログラムです。
※ A コース・B コースとは内容が重複する部分がございます。（テキスト・講師は異なります）

�ビジネスマナー基本体得

お客様への対応力や職場での円滑な人間関係の基礎を築く
ために、社会人として身につけておきたい“ビジネスマナー
の基本”を、ポイントごとに実習をまじえながらわかりやす
くご指導します。「かたち」だけではなく「なぜ」そうする
のかという理由・根拠を併せて解説しますので、理解が深
まり、身につけやすい内容です。併せて、上司・先輩が言
いたくても言えない日常行動面での注意点もお伝えします。

ビジネス文書・�
� E メール入門

ビジネス文書・E メールはビジネスに不可欠の手段である
とともに、仕事の成否を左右する大きなカギでもあります。
本セミナーでは、演習やグループワークを通じて、ビジネ
ス文書・E メールを書くうえで必要な基礎知識から重要ポ
イントまでを体系的に学ぶことにより、“文書の目的”を
しっかりと理解し“正しい文書の書き方の基本”を身につ
けていただきます。

みずほ 新入社員実務セミナーのご案内
東京会場 2017 年４月

新入社員実務セミナーの特長
1 １クラスの人数を限定。プロのコンサルタントが参加者のひとりひとりに目を配ってご指導します。
2 受け身型の座学ではなく、演習問題や実習など、自ら考え実践する機会の多い参加型のセミナーです。
3 参加者ご自身の作成による『参加感想記入シート』を申込責任者様あてにご返送いたします。
4 複数の企業からのご参加者が集まり、刺激や気付きを得られます。
5 今年度よりコースを増設。御社のご予定や強化したい項目によって、複数コースからお選びいただけます。



A
コース

B
コース

１日間 １日間

新入社員の早期戦力化が急がれる今日、初期導入教育の重要性がいっそう高まっています。
新入社員実務セミナーは、社会人として最初に必ず身につけておきたい基本スキルを重点的にご指導する実習中心・参加型の研修です。
１クラスの参加人数を限定し、プロの講師が参加者のひとりひとりに目を配ってご指導いたします。

●各コースを組み合わせてご参加いただくと、いっそう高い効果が得られます。
●各コースとも１クラスの人数を限定し、実習を中心にご指導します。
●参加者ご自身の作成による「参加感想文」を申込責任者様あてにお送りします。

※本セミナーでは名札をご用意させていただきます。
※各コースとも、引率者のご参加はお受けできかねます。

社会人の基本と
仕事のすすめ方 ビジネスマナー基本体得

※プログラムの無断転用はお断りいたします。

日　時
2017年4月4日（火）、5日（水）、6日（木）、7日（金）

9：30〜17：00
同内容で４回開催いたします。ご都合のよい日をお選びください。

講　師
株式会社シグマ28 代表取締役　和田 守 氏
人事教育コンサルティング会社にてコンサルタントとして研鑽
を積み、2006年株式会社シグマ28設立。幅広く豊富な指導実績
を持ち、企業の人材採用、教育システム、人事制度の構築、企業
内教育プランニング等に精通。リーダーシップ・マネジメント・
計数管理・人事管理等をはじめ各階層の教育研修に評価が高い。

会　場
みずほ総合研究所 セミナールーム
参加費 （１名様につき）

特別会員 普通会員 非会員
23,760円 25,920円 30,240円

うち消費税 1,760円 1,920円 2,240円
同一コースに１社３名以上ご参加の場合は、１名につき2,160円の割引をいたします。

（昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。）  

講義内容
１．社会人としてのプロ意識の確立
　（１）社会人として、プロとしてのスタート
　（２）新入社員に対する期待とは？ 
　　　 期待に応えるために、どのように取り組めばよいか？
　（３）「働く」ことの意義を考える
２．企業とは、仕事とは、自分の役割とは
　（１）企業が果たすべき社会的責任と目的
　（２）組織の一員としての役割
　（３）「仕事」とは、「人」と為すもの
３．社会人に必要な５つの意識
　（１）「ある新入社員の行動」― ケーススタディから考える ― 
　（２）社会人に必要な意識とは
４．社会人にふさわしい基本行動
　（１）信頼感を左右する「あいさつ」「礼」「身だしなみ」
　（２）やる気は「態度」「表情」「動作」で判断される
　（３）忘れてはならないコンプライアンスの基本
　（４）必ず守るべき職場でのルール
　（５）先輩・上司が教えたくなる「仕事の教わり方」
５．仕事の情報を正しく理解し、伝えるための「聴き方」「話し方」
　（１）仕事の土台はコミュニケーション
　（２）受命と報告、連絡、相談
６．仕事のすすめ方の基本原則とチームワークの重要性
　（１）教育ゲーム実施
　　 　 〜チームに与えられた課題を通して、目標設定・役割分担・時間配分・方法

の決定・チームワーク・進捗管理・結果分析等、仕事の要素を体感する〜
　（２）チームワークの重要性
　（３）仕事のすすめ方の原則
７．自己管理とこれからの目標
　（１）自己管理の徹底
　（２）あなたが働く目的は何か
　（３）これからのキャリア形成を考える

日　時
2017年4月4日（火）、5日（水）、6日（木）、7日（金）

9：30〜17：00
同内容で４回開催いたします。ご都合のよい日をお選びください。

講　師
株式会社タクト＆アクト 主任講師　花田 恵美 氏
大正海上（現三井住友海上）火災保険㈱入社、人事・研修を担
当し、女性社員教育インストラクターとして活躍。1989年より
㈱タクト＆アクトにて秘書研修、中堅社員研修、営業アシスタ
ント研修、新入社員入社時およびフォローアップ研修などを手
掛ける。実務に即し、楽しくわかりやすい講義に定評がある。

会　場
みずほ総合研究所 セミナールーム 
参加費 （１名様につき）

特別会員 普通会員 非会員
23,760円 25,920円 30,240円

うち消費税 1,760円 1,920円 2,240円
同一コースに１社３名以上ご参加の場合は、１名につき2,160円の割引をいたします。

（昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。）   

講義内容
１．プロとして働くための心構え
　（１）新入社員には何が期待されているのか
　（２）上司・先輩はここを見ている
　（３）プロとしての取り組み姿勢
２．会社組織とコミュニケーション
　（１）相手の気持ち・言葉の真意を読み取る力
　（２）あいさつの重要性
　（３）報連相はなぜ必要か
　（４）好感を与える話し方・聴き方
 　　　・話上手はきき上手
 　　　・“物は言いよう”覚えておくと便利な表現法
　（５）上司・先輩がわざわざ教えてくれない日常行動での注意点
３．職場で求められる正しい敬語の使い方
　（１）ビジネスに必須の敬語の知識
　（２）正しい敬語の使い方
　（３）間違いやすい敬語表現と敬称の付け方
４．信頼されるビジネス電話のマナー
　（１）ビジネス電話の重要性と心構え
　（２）電話応対の基本　　・受け方、かけ方の基本　　・取り次ぎ電話の基本
　　　　　 　　　　　　　・名指し人不在時の応対　　・状況に応じた応対
　　　　　　　　　　　 　・伝言の受け方、伝え方、伝言メモの書き方
５．感じの良い来客応対
　（１）感じの良いお迎えのしかた
　　 　・プロとしての身だしなみ　　・礼儀正しいお辞儀のしかた
　（２）名刺のいただき方　・いただき方、取り次ぎ方
　（３）館内の歩き方、ドアの開け方、上座へのご案内
　（４）応接室でのルールとお茶の出し方
　（５）心が伝わるお見送り
６．これだけは覚えておきたい訪問時のマナー
　（１）アポイントメントの取り方
　（２）受付でのマナー
　（３）応接室でのマナー
　（４）名刺交換のしかた　３つのポイント
　（５）お茶をいただくタイミング
　（６）辞去のタイミングと挨拶のことば
７．今後の具体的な行動目標の作成

主催 人材育成事業部  セミナーグループ 東京都千代田区内幸町1-2-1　　日土地内幸町ビル2F
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D
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１日間 １日間

お
願
い

・満席となる日程も多くございますので、お早めにお申込みください。（参加人数確定前のご予約もお電話にて承ります）
・大阪でも「新入社員実務セミナー」を開催いたします。大阪会場のパンフレット、弊社 HP 上でもご案内しております。
・お取消しの場合は３月末日までにお電話でご連絡ください。
　（３月中の開催分については、開催前営業日17時までにご連絡ください）
・本セミナーは、2017年度に新卒として入社される新入社員の方を主に対象としております。
　そのため、対象の方よりも社会人経験の長い方のご参加はご遠慮いただく場合がございます。
　お申込みの際にはご年齢を明記ください。

コミュニケーション
スキル強化

ビジネス文書・
Ｅメール入門

日　時
2017年4月5日（水）、7日（金）

9：30〜17：00
同内容で２回開催いたします。ご都合のよい回をお選びください。

講　師
株式会社アルゴオ 主席コンサルタント　間 光昭 氏
大学卒業後、10年間のドメスティック人事・人材開発コンサルティ
ング会社勤務の後、94年より PDI ジャパン㈱に日本オフィス設立時
より参画。事業開発部長、ソリューション部長、コンサルタント・ヘ
ッド等の要職を歴任。03年よりエグゼクティブ・コンサルタントとし
て重要プロジェクト並びにコンサルタント育成を主担当とするとと
もに、㈱アルゴオに参加。これまでの経験を活かし、独自のサービス
でビジネス戦略と人材を結びつけ、企業業績の向上に貢献している。

会　場
航空会館会議室
参加費 （１名様につき）

特別会員 普通会員 非会員
23,760円 25,920円 30,240円

うち消費税 1,760円 1,920円 2,240円
同一コースに１社３名以上ご参加の場合は、１名につき2,160円の割引をいたします。

（昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。）   

講義内容
１．オリエンテーション
　（１）ビジネスで求められるコミュニケーションとは
２．仕事の第一歩はコミュニケーションから
　（１）コミュニケーションとは何か
３．自分のコミュニケーションの特徴・行動傾向を知る
　（１）コミュニケーション・スタイル自己診断
　（２）スタイルごとの強みと弱み
　（３）効果的なコミュニケーションを行うために
　（４）他者のコミュニケーション・スタイルに応じたコミュニケーションの図り方
４．聴くスキル
　（１）肯定的に聴く
　　　 ①非言語コミュニケーションを理解する
　　　 ②表情づくりのポイント
　　　 ③アイコンタクトのしかた
　　　 ④ペーシングの３つの基本
　（２）真意を汲み取る
　　　 ①オープン・エンド質問とクローズド・エンド質問を使いこなす
　　　 ②要約のしかた
　　　 ③相手に共感する
　（３）傾聴総合演習
５．話すスキル
　（１）話し方の基本
　（２）わかりやすい内容と構成
　　　 ①キーポイントの留意点
　　　 ②サポート情報を準備する
　　　 ③話の構成を明らかにする
　　　 ④ロジック・ツリーを作成してみよう
　（３）３分間プレゼンテーション演習
　（４）聞き手を惹きつける伝え方
６．まとめ
　今後のコミュニケーション力アップのために

日　時
2017年4月6日（木）、7日（金）

9：30〜17：00
同内容で２回開催いたします。ご都合のよい日をお選びください。

講　師
株式会社タクト＆アクト 講師　高橋 朋子 氏
大手システム開発会社総務人事本部教育部にて社内教育の講師
や取引先向け OA 講習等のインストラクターとして活躍。現在、
㈱タクト＆アクトにおいて、新入社員研修、新入社員フォローア
ップ研修、中堅社員研修、ビジネスマナー研修、ビジネス文書研
修等の講師として活躍中。参加者の気づきを大切に、要点をわか
りやすく伝えることをモットーとしている。

会　場
航空会館会議室 
参加費 （１名様につき）

特別会員 普通会員 非会員
23,760円 25,920円 30,240円

うち消費税 1,760円 1,920円 2,240円
同一コースに１社３名以上ご参加の場合は、１名につき2,160円の割引をいたします。

（昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。）   

講義内容
１．ビジネス文書の重要性
　（１）ビジネス文書は会社の顔
　（２）お客様からの信頼を得るビジネス文書とは ― ビジネス文書の目的
　（３）ビジネス文書のはたらき
　（４）コミュニケーションツールの目的と用途に応じた使い方
２．わかりやすい文章を書くために ＜実習＞
　（１）決め手となる敬語の使い方
　（２）間違えやすい言葉づかいと正しい表記
　（３）気をつけたい語句の使用法
　（４）わかりやすい文章を書くための注意点
　（５）覚えておきたい慣用句
３．ビジネス文書の基礎知識と作成のポイント ＜実習＞
　（１）ビジネス文書は正確・簡潔・タイムリーに
　（２）社外文書と社内文書の違い
　（３）文書作成上の留意点
　（４）社外文書の基本構成と作成のポイント
　（５）社内文書の基本構成と作成のポイント
　（６）手紙文・返信はがきの書き方
　（７）覚えておきたい FAX・書類送付状のポイント
　（８）報告書作成上の留意点
　（９）宛名の書き方（封筒・はがき）
４．ビジネス文書取り扱い上の留意点
　（１）ビジネス文書の発送時、受信時の留意点
　（２）秘密文書の扱い方
５．ビジネスメールのルールとマナー ＜実習＞
　（１）知っておきたいＥメールのメリット・デメリット
　（２）ビジネスメールとプライベートメールの違いとは
　（３）ビジネスメールの構成とポイント
　（４）社外メール・社内メールを作成してみよう
　（５）これだけは守ろう！ビジネスメールのマナーとタブー
６．まとめ　― ビジネス文書 上達のために ―



２日間
E
コース 社会人の基本とビジネスマナー《２日コース》

今年度よりコース増設！

社会人の基本とビジネスマナーを確実に２日間連続日程で受講したい！という声にお応えし、今年度よりコースを増設いたしました。
２日間を通じて同じクラスで学べます。
担当講師が連携し、１日目での学びを２日目で振り返り実践につなげることにより、より定着を図れるコースです。

＜こんな企業様におすすめ＞
◆例年Ａコース・Ｂコースを連続日程で受講いただいている企業様
◆ 複数名の新入社員の方を同日程・同会場で参加させたい企業様 
（Ａ・Ｂコースでは、満席となった場合に別会場でのクラスをご案内することがあります）

※ Ｅコースの１日目とＡコース、Ｅコースの２日目とＢコースとは内容が重複します（テキスト・講師は異なります）。いずれか一方をお
選びいただきご受講ください。

日　時
①2017年3月29日（水）～30日（木） ②４月５日（水）～６日（木） ③６日（木）～７日（金）

9：30〜17：00
同内容で３回開催いたします。ご都合のよい日程をお選びください。（２日間連続のコースです。いずれか１日のみのお申込みは承っておりません）

講　師 （開催日により担当講師が異なります）

講義内容

１日目（社会人の基本）担当講師
4/5・4/6担当
株式会社 FeelWorks　専属講師 田岡 英明 氏
1992年、山之内製薬株式会社（現在のアステラス製薬株式会社）に入社。全社最年少
のリーダーとして、年上から女性まで多様な部下のマネジメントに携わる。その後、Ｊ
ＣＤＡ認定のキャリアコンサルタント資格、全米ＮＬＰ協会公認ＮＬＰトレーナー資
格を取得し、傾聴を主体としたカウンセリング、傾聴にプラスストロークを加えたコー
チングを展開。2014年より株式会社 FeelWorks にて、「コミュニケーション」・「個
人の価値観理解」により、愛と絆に溢れる企業社会作りのために活動中。

3/29担当
株式会社 FeelWorks　専属講師 大手 正志 氏
2002年より株式会社パソナにて、人材派遣の営業を行う。のべ1,500名
を超える派遣スタッフの管理・フォローアップを行い、2008年に最優秀
営業賞を獲得。2009年より支店長職。事業としては人材派遣以外にも、
若者の育成、就職支援を手掛け、100名を超える雇用を生み出す。現在
は株式会社 FeelWorks 専任講師兼プロデューサーとして、様々な企業
の人材育成課題に取り組んでいる。

会　場
①３月29日（水）～30日（木）　
　みずほ総合研究所 セミナールーム
②４月５日（水）～６日（木）　航空会館会議室
③４月６日（木）～７日（金）　航空会館会議室

１日目（社会人の基本）
１．社会人になった現在の期待と不安を共有しよう　＜グループ討議＞
２．学生から社会人　何がどう変わる？
　（１）立場　　（２）取り巻く環境　　（３）コミュニケーション　　（４）考え方
３．動画で考える「社会人の基本」　＜動画視聴（５分程度）＋グループ討議＞
　 ［ストーリー］いつもギリギリに出社してくる田中君。今日は電車が遅れて遅刻してしま

った。翌朝は会社に行くとエレベーターが故障。急いで階段を駆け上がるものの、その
拍子で荷物が飛び出てしまい…

４．動画「社会人の基本」から学ぶ社会人の基本姿勢
　（１）時間厳守がまずは基本
　　　 ①出勤時のポイント　②緊急時のポイント　③準備・計画の立て方
　　　 ④自己管理の徹底
　（２）コミュニケーションは挨拶から
　　　 ①明るい挨拶のポイント　②良く使う挨拶ベストフレーズ
　（３）主体性を持った指示の受け方
　　　 ①メモとペンはいつも手元に　②分からないことは素直に質問
　（４）顧客意識を忘れない
　　　 ①仕事の基本はすべて顧客意識から　②新入社員に求められる顧客意識
５．動画で考える「職場ライフ」　＜動画視聴（５分程度）＋グループ討議＞
　 ［ストーリー］宮澤君は仕事中にトイレに行くふりをして、大好きなアイドルグループの

ライブのチケットを取るべく格闘。先輩に見つかり注意を受けるが…
６．動画「職場ライフ」から学ぶ社会人の基本姿勢
　（１）公私の区別をきっちりと
　　　 ①席を離れるときの注意　②常に「会社の代表」の意識を
　（２）チームで仕事を進めるための報・連・相
　　　 ①報・連・相は誰のために　②効果的な報・連・相のポイント
　（３）コンプライアンスと情報管理
　　　 ①社外でやってはいけないこと
　　 　②ソーシャルメディア（ＳＮＳ）との上手な付き合い方
７．上司・先輩が新入社員に期待していること
８．社会人として組織で成長してゆくために必要なことは
　（１）「キャリア」とは何か　　（２）「働く」ことの意義を考えよう
　（３）「伸びる人材」になるために必要なことは？
　（４）新入社員を成長に導く２つの力　　（５）「組織人の自覚」を持とう
９．まとめ　―会社で働く上での心構えとこれからの目標―

２日目（ビジネスマナー）
１．社会人に必要なビジネスマナーと表現力
　（１）ビジネスマナーとは
　（２）今の時代のお客様に信用されるには
　（３）第一印象の重要性
　（４）好印象を与える印象トレーニング
　（５）相手の心をつかむ挨拶のポイント
　（６）態　度
 　　　・何気ない態度がお客様に与える印象
 　　　・座り方、立ち方、お辞儀の仕方、歩き方
　（７）空間管理と物の受け渡し方・扱い方
　（８）身だしなみ３つのポイント
 　　　・身だしなみチェック
２．社会人にふさわしい言葉遣い
　（１）敬語の種類と正しい使い方
　 　　・社内、社外での言葉の使い分け
　　 　・お客様に安心感を与える話し方・話法
　　 　・敬語の間違い探し
　　 　・職場用語演習問題
３．お客様の心をつかむ電話応対
　（１）企業のイメージを左右する電話応対
　（２）お客様の３つの期待に応える
　（３）電話の受け方・かけ方
　（４）こんな場合どうする？不在時の対応
　（５）情報としての伝言を正確に行うために
　（６）メールと電話の使い分け
４．来客応対・訪問のマナー
　（１）来客応対・訪問の流れ
　（２）案内の仕方
　（３）席次の知識 
　（４）お茶の出し方・いただき方
　（５）名刺の扱い方

２日目（ビジネスマナー）担当講師
4/6・4/7担当

株式会社ビジネスプラスサポート　代表取締役 藤井 美保代 氏
大学卒業後、ソニー企業株式会社を経て、ソニー関連の人材育成会社にて、組織活性化
の研修業務に従事。2002年株式会社ビジネスプラスサポート設立。「輝く人財づくりを
支援する」を理念に、人と組織が豊かで幸せになることを実現するための、研修、コン
サルティングをこれまでに、約1000社で展開。単なるスキルや知識、ノウハウを教える
だけではなく、それらを根付かせるために必要な姿勢や志からしっかり教える研修は、各
地で高い評価を得ている。“人間力向上の研修改革”を提唱し、全国で活躍している。

3/30担当
株式会社ビジネスプラスサポート 人財育成プロデューサー 千葉 裕子 氏
専門商社の営業アシスタント職を経て、同社西日本エリア初の女性営業に抜擢されて活
躍。若くから代理店向け新人研修の講師を務めるなど、長年にわたり人材育成に携わる。
また、英会話学校のマネージャーとして外国人スタッフのマネジメントを含む学校運営
全般や、大手通信会社の幹部秘書など豊富なビジネス実務経験を持つ。2009年にキャリ
アコンサルタントとして独立し、若手や女性のキャリア開発、リーダーシップ開発を中
心に活動し、現在に至る。１級キャリアコンサルティング技能士（国家資格）。

参加費 （１名様につき）

特別会員 普通会員 非会員
49,680円 54,000円 64,800円

うち消費税 3,680円 4,000円 4,800円
同一コースに１社３名以上ご参加の場合は、１名につき2,160円の割引をいたします。

（昼食代、テキスト代を含みます。不参加の場合も返戻はいたしません。）



会　　場

みずほ総合研究所 セミナールーム
東京都千代田区内幸町1-2-1  日土地内幸町ビル3F
▶JR・地下鉄銀座線新橋駅下車５分  ▶都営三田線内幸町（A5出口）駅上

航空会館
東京都港区新橋1-18-1
▶JR・地下鉄銀座線新橋駅下車５分  ▶都営三田線内幸町（A2出口）駅すぐ

ご参加要領
１． ホームページから簡単にお申込みができますので、是非

ご利用ください。
　　 書面にてお申込みの場合は表面申込書にご記入の上、当

研究所あて郵便またはファクシミリでご送付ください。
折り返し、参加証と請求書をお送りします。

２． ご参加費につきましてはセミナーの３営業日前までに下
記の口座にお振込みください。

　　なお領収書の発行は省略させていただいております。
　　 みずほ銀行　東京営業部　普通預金　No.２０３５８０２　

ミズホソウゴウケンキユウシヨ（カ
３． 満員等によりお席をご用意できない場合は電話でご連絡

申し上げます。

４． お取消の場合は３月末日までに電話にてご連絡ください。
（３月中の開催分については、開催前営業日17時までに
ご連絡ください）参加費は全額返戻いたします。（なお、
ご連絡が無かった場合はお席をご用意している関係上、
お振込み如何にかかわらず参加費全額を申し受けます）

５．録音・パソコンのお持込みはご遠慮願います。
６．駐車場はございません。車でのお越しはご遠慮ください。
７． 諸般の事情により開催を中止させていただく場合がござ

います。
８． 東京会場ではご昼食時に、近隣の飲食店で利用可能な

1000円分のクーポン券をご用意しております。

個人情報の利用目的
①商品やサービス等のお申込の受付のため。
②商品やサービス等のお取引における管理のため。
③ 商品やサービス等のご提供に必要なご案内・ご連絡・ご請求等を行うため。
④ ダイレクトメールの発送等、当社や提携会社等の商品やサービス等に関

する各種ご提案・ご案内のため。
⑤ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
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内容等に関するお問い合わせ先 ……　　0120-737-132

お申込みはホームページからどうぞ　セミナー最新情報もご覧いただけます

http://www.mizuhosemi.com
みずほセミナー 検 索

郵便でのお申込みは
　　〒100-0011　東京都千代田区内幸町1－2－1
　　みずほ総合研究所 人材育成事業部（セミナー担当）

FAXでのお申込みは　　 ® 0120（737）219



人材育成事業部 セミナーグループまでお送り下さい。
FAXでのお申込みは　　0120（737）219みずほ新入社員実務セミナー　参加申込書

参加者氏名 年齢等（講義進行の参考にいたしますのでご記入下さい）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

年齢 満　　　　　才

年齢 満　　　　　才

年齢 満　　　　　才

年齢 満　　　　　才

年齢 満　　　　　才

年齢 満　　　　　才

年齢 満　　　　　才

（ 新卒 ・ 既卒 ）

（ 新卒 ・ 既卒 ）

（ 新卒 ・ 既卒 ）

（ 新卒 ・ 既卒 ）

（ 新卒 ・ 既卒 ）

（ 新卒 ・ 既卒 ）

（ 新卒 ・ 既卒 ）

4/4（火）
29-1001

4/5（水）
29-1002

4/6（木）
29-1003

A 社会人の基本と仕事のすすめ方 ・ ・
4/7（金）

29-1004・

4/4（火）
29-1005

4/5（水）
29-1006

4/6（木）
29-1007・ ・

3/29（水）～30（木）
28-1439

4/5（水）～4/6（木）
29-1013

4/6（木）～4/7（金）
29-1014・ ・

4/7（金）
29-1008・

4/5（水）
29-1009

4/7（金）
29-1010・

4/6（木）
29-1011

4/7（金）
29-1012・

B ビジネスマナー基本体得

コミュニケーションスキル強化C

ビジネス文書・Eメール入門D

社会人の基本とビジネスマナー《２日コース》E

ご希望のコースの日程に○をつけ、ご参加者名を下欄にご記入ください。　
（名札をご用意いたします。また、年齢等はセミナー進行の参考にさせていただきます。）　※引率者のご参加はお受けできかねます。

0　1　2　3　4　5　6　7　8　9　10　11　12　13　14　15　16　17　18　19　20　21　22　23　24　25

住　所

TEL FAX

会社名

代表者名

〒

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

お客さま
番号

業　種

資本金 百万円 名従業員数

派 遣 責 任 者 名

請 求 書 送 付 先

連　絡　事　項

所属　　　　　　　　　　　　　　　 役職　　　　　　　　　　　　　　　氏名

所属　　　　　　　　　　　　　　　 役職　　　　　　　　　　　　　　　氏名

（Web用）




