
入社内定者教育テキスト・通信講座�

教育テキスト� 人間力の育成�
話し方、聞き方の基本を身につけ、効果的なコミュニケーション�
力とプレゼンテーション力養成。�

社会でいきる�

実践ビジネスマナー�
�

実践ビジネスマナー�

大人の常識！�

マナーハンドブック�
�

マナーハンドブック�

自分を大きく見せる話し方�

コミュニケーション技法�
�

コミュニケーション技法�

豊かな表現力を身につける�

プレゼンテーション技法�
�

プレゼンテーション技法�

日本マナー・プロトコール協会マナー・プロトコール検定準拠�

学生が入社前後に必ず直面する問題が学生と社会人の意識の
違いです。本書では「社会人として求められる心構えとビジネス
マナー」を実践的に身につけていきます。�
【内容】�
社会人としての心構え／基本動作／言葉遣いの基本／来客応対／電話応対／
訪問のマナー／資料編�

日本マナー・プロトコール協会マナー・プロトコール検定準拠�

携帯に便利なハンドサイズで、冠婚葬祭や食事のマナー、基本
的なビジネスマナーなど「社会のモラル」や「国際性」を手軽
に短時間で身につけることができます。�
【内容】�
日常のマナー／冠婚葬祭のマナー／テーブルマナー／�
国際時代のコミュニケーションツールとマナー�

本書では第一部で「話す」、第二部で「聞く」ということにポイントを置き、数々の実習を
通してコミュニケーションの基本的技法を身につけます。「わかる」「知っている」から、
「できる」「話せる」「聞ける」人間へ。傾聴・受容する姿勢を身につけます。�
【内容】�
序章：コミュニケーションしてみよう　第１部：話し上手を目指そう　第２部：聞き上手を目指そう�

「自分を大きく見せる話し方　コミュニケーション技法」に続く、プレゼンテーション力養成
テキスト。演習を主体に研修を行い、集団・組織の中でのコミュニケーションの難しさや面白
さを実際に認識してもらうところからスタート。「体験→気づき→学び→体得」へと導きます。
また発表のテクニックを磨き、ビジネスシーンで必要とされる実践的な表現技法を身につけます。�
【内容】�
第１章：ワークショップで学ぶためのルール 第２章：コミュニケーションの基礎知識�
第３章：意見を出すための基礎技術 第４章：プレゼンテーションツールの技術�
第５章：ビジネスコミュニケーションの技術 第６章：論理的思考の基礎�

B5版  104頁（2色カラー）�
1,260円（税込）�

B5版  157頁（2色カラー）�
1,260円（税込）�

B6版変型  85頁�
680円（税込）�

B5版  128頁（2色カラー）�
1,260円（税込）�

�
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・ 先輩紹介機能�
職場の先輩を写真付きで掲載できます。�

・ アンケート�
独自アンケートを作成し、効率よく集計できます。�

・ タイピング�
タイピングゲームで点数がランキングになります�
ので、大変盛り上がります。�

・ 会社への質問機能�
内定者から人事部へ様々な問合せがきます。�
質問への回答を、よくある質問として公開する�
こともできます。�

２００７年度導入社数１７４社・内定者支持率９４．１％�
〈内定者アンケートより〉�

携帯対応�

その他の機能�

内定者ポータルサイト�� Characteristic内定者ポータルサイト� 内 定 者 P A C K内 定 者 P A C K

ｅ-BL�
ソフトウェア開発技術者総合コース�

e-Learning・WBT（Web Based Training）



携帯電話から閲覧しても履歴が残ります。�
内定者の閲覧・返信の状況をリアルタイムに�
把握できます。�

1講座　￥６,３００（税込）/１０～�
（有効期限６ヶ月）�

1講座　￥６,３００（税込）/１０�
（有効期限６ヶ月）�

証券外務員２種�

販売接客マナー�簿記３級�

Word入門 講座（2000版）�
Excel入門 講座（2000版）�

LPI認定試験対策 講座�

お知らせ管理�

1講座　￥９,４５０（税込）/１０�
（有効期限６ヶ月）�

TOEIC 350点対策�
TOEIC 650点対策�

TOEIC 470点対策�
TOEIC 730点対策�

語学系コンテンツ� アマゾン.comのPCソフト部門で発売1ヶ月で1位を獲得した�
TOEIC対策講座です。�

内定者ポータルサイト� CharacteristicCharacteristic内 定 者 P A C K

ｅ-BL�
ソフトウェア開発技術者総合コース�

e-Learning・WBT（Web Based Training）



内定者ポータルサイト� Characteristic内 定 者 P A C K

ハードウェア・基本ソフトウェア・システム構成／システムの開発と運用／ネットワーク・
データベース技術の基礎／情報の基礎理論・データ構造とアルゴリズム／ソフトウェア開
発技術者試験に必要な前提知識をチェックする選択式テスト／本試験での出題予想問題
を収録。キーワードポイント・重要度を明示／総合実力診断模試（午前／午後Ⅰ／午後Ⅱ）�

59，850円（税込）�

ｅ-BL�
ソフトウェア開発技術者総合コース�

e-Learning・WBT（Web Based Training）e-Learning・WBT（Web Based Training）

アイテック�



実践ビジネスマナー�

マナーハンドブック�

コミュニケーション技法�

プレゼンテーション技法�

①教育コストの削減ができます�
集合教育のように交通費や宿泊費などの経費がかかりませんので、大幅な
コスト削減が図れます。また教育の準備にかかる人件費の削減にもつなが
ります。�

②手軽にeラーニングを導入できます�
ＡＳＰサーバを利用するため、特別な設備投資は必要ありません。インター
ネットに接続したパソコンがあればどなたでも手軽にサービスをご利用い
ただけます。�

③いつでも、どこでも、自分のペースでご利用いただけます�
学習者が自分の目的や興味に応じて主体的かつ自発的に、好きな時間に
好きな場所で利用することができ、自分のペースや理解度に応じて学習
することができます。�

④理解度を向上させる効果的な教材をご利用いただけます�
教材はアニメーションや音声、画像などマルチメディア機能を効果的に活
用していますので学習者の意欲を持続させ、理解度レベルを向上させます。�

⑤容易に進捗管理ができます�
学習履歴がサーバに保存されているため、管理者は学習者に適切な学
習管理を行うことが可能であり、学習者本人も自分自身で進捗状況を確
認することができます。�

特　徴� システム構成�

ヒューマンスキル養成�
コース特徴� 期間／受講料��

職場のパワーハラスメント�
パワーハラスメントの及ぼす影響について理解する。パワハラ防止
のための対策や対処法を理解する。ナレーションと動画によるわか
りやすい解説。�

3ヶ月：10時間（標準）�
￥8，400円�

職場のセクハラ対策�
＜リニューアル版＞�

職場におけるセクハラ事例をアニメーションでわかりやすく説明。「男
女雇用機会均等法」などの重要関連法令をやさしく解説。�
�

3ヶ月：10時間（標準）�
￥8，400円�

組織力向上！�
マネジメントベーシックコース�

中間管理職に求められるマネジメントスキルを理解する。自職場を
活性化するためのマネジメントについて意識できるようになる。�
�

3ヶ月：10時間（標準）�
￥8，400円�

LDノート ケース・スタディ�
管理能力育成編 Vol．1／Vol．2

職場リーダーにとって重要な知識を身につけることができる。職場
で問題になっているテーマを反映したケースを掲載。�
�

各6ヶ月：18時間（標準）�
各￥27，300円�

LDノート �
部下を活かすコーチング�

部下を活かすためのコーチング概要とテクニックを身につけられる。
コーチングスキルの職場での実践方法を学習できる。�
�

3ヶ月：15時間（標準）�
￥27，300円�

LDノート �
コーチングスキル 実践編�

「部下を活かすためのコーチング」の続編で実践的なスキルを身に
つけられる。コーチングスキルの概要やテクニックを職場で活用で
きる。�

3ヶ月：15時間（標準）�
￥27，300円�

自信がつくビジネスマナー�
ビジネスマナーを音声やイラスト・アニメーション等でわかりやすく
紹介。インタラクティブな操作により、ビジネスシーンに即活用。�
�

3ヶ月：12時間（標準）�
￥8，400円�

コミュニケーション能力�
コミュニケーションノウハウを音声やアニメーション等でわかりやす
く紹介。インタラクティブな操作により、ビジネスシーンに即活用。�
�

3ヶ月： 11時間（標準）�
￥8，400円�

職業人意識�
職業人意識を音声やイラスト・アニメーション等でわかりやすく紹介。
インタラクティブな操作により、ビジネスシーンに即活用。�
�

3ヶ月：11時間（標準）�
￥8，400円�

パーソナルスキル入門�
3ヶ月： 15時間（標準）�
￥12，600円�

パーソナルスキル入門�
（コミュニケーション編）�
�

3ヶ月： 4時間（標準）�
￥5，250円�

パーソナルスキル入門�
（ネゴシエーション編）�
�

3ヶ月： 5時間（標準）�
￥5，250円�

パーソナルスキル入門�
（リーダーシップ編）�
�

経済産業省策定のＩＴスキル標準に対応したコースウェア。ＦＡＱ
（よくある質問）でスムーズに学習ができます。�

経済産業省策定のＩＴスキル標準に対応したコースウェア。ＦＡＱ
（よくある質問）でスムーズに学習ができます。�

経済産業省策定のＩＴスキル標準に対応したコースウェア。ＦＡＱ
（よくある質問）でスムーズに学習ができます。�

経済産業省策定のＩＴスキル標準に対応したコースウェア。ＦＡＱ
（よくある質問）でスムーズに学習ができます。�

3ヶ月： 5時間（標準）�
￥5，250円�
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実践ビジネスマナー�

マナーハンドブック�

コミュニケーション技法�

プレゼンテーション技法�

◎ハードウェア�
　パソコン本体 ： PC/AT互換機＋キーボード＋マウス�
　ディスプレイ ： 解像度800×600ピクセル以上、色数65536色（High Color， 16ビット）以上�
　サウンド再生 ： サウンドボード＋スピーカ等�
　インターネット接続 ： 56kbps以上を推奨�
◎ソフトウェア�
　オペレーティングシステム ： Microsoft（R）Windows（R）98/Me/XP Home Edition/XP Professional/�
 2000 Professional のいずれか�
　ブラウザ ： Macromedia（R） Flash（TM） Player 6 以上�

動作環境�
�

〒183-0023　東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル�
TEL：042-336-5311　　FAX：042-336-5314�
ht tp: / /www. je icnet .co. jp /  E-MAIL: in fo@jeicnet .co. jp

お問い合せ� パンフレット内容でご不明な点やご質問・ご相談（受講料・費用・申し込み方法）がございましたらお気軽にお問い合わせください。�

簿記検定対策�
�

ケースで学ぶ簿記3級� 日商簿記3級合格レベルの実力がつきます。アニメーションと音声
でわかりやすく、繰り返し取り組めます。�

6ヶ月：20時間（標準）�
￥13，650円�

メンタルヘルス�

職場のメンタルヘルス�
ヒアリングタイプ�
�

職場で重要視されているメンタルヘルスを体系的に学習。管理監督
者の教育・研修項目を学ぶことができる内容。シミュレーション演習
により部下への対応を体験。�

3ヶ月：3時間�
￥12，075円�

職場のメンタルヘルス�
リーディングタイプ�
�

職場で重要視されているメンタルヘルスを体系的に学習。管理監督
者の教育・研修項目を学ぶことができる内容。�

3ヶ月：1．5時間�
￥12，075円�

職場のアサーション� 「人間関係の悩み」を解決するためのメンタルヘルスケアを支援。
シミュレーションを通じて自己表現の傾向を知ることができます。�

3ヶ月：1．2時間（標準）�
￥7，875円�

職場のストレスと対処� 職場のストレスとその対処法を効率的かつ効果的に修得。シミュレ
ーションにより、コーピングの習得を確認できる内容。�

3ヶ月：1．2時間（標準）�
￥7，875円�
�

セキュリティ／個人情報保護�
�

個人情報保護について学ぼう� 平成17年4月から本格施行された｢個人情報保護法｣の内容に対応。
事例を交えながら、漏洩パターンの特徴をわかりやすく説明。�

3ヶ月：3時間（標準）�
￥8．190円�

事例で学ぶ個人情報保護＜改正版＞�
（音声付き・なし）�

事業者の義務について適切な情報とアドバイス。事例を交えながら、
わかりやすく解説。環境に応じて音声付／なしを選択できる教材。�

3ヶ月：3時間（標準）�
音声あり･なし各￥5,250円�

マネージメントとしての個人情報保護�
（音声付き・なし）�
�

個人情報保護に必須の項目をわかりやすく紹介。実施例を用いて、
実用に即した内容。環境に応じて音声付／なしを選択できる教材。�

3ヶ月：5時間（標準）�
音声あり・なし各￥5，250円�

パソコンユーザのためのセキュリティ�
（音声付き・なし）�
�

専門家による適切な情報とアドバイス。環境に応じて音声付／なし
を選択できる教材。具体的な事例や、設定方法など実用に即した内容。�

3ヶ月：5時間（標準）�
音声あり・なし各￥4，200円�

部門管理者のための情報セキュリティ�
（音声付き・なし）�

部門管理者の役割をわかりやすく紹介。具体的事例を用い、実用に
即した内容。環境に応じて音声付／なしを選択できる教材。�

3ヶ月：5時間（標準）�
音声あり・なし各￥5，250円�

事例で学ぶ情報セキュリティ�
（音声付き・なし）�
�

事例を交えながら、わかりやすく解説。環境に応じて音声付き／なし
を選択できる教材。章末には学習達成度を確認する問題を用意。�

3ヶ月：5時間（標準）�
音声あり・なし各￥5，250円�

個人情報保護（入門編）� 個人情報の取扱いの事例として日常行動を取り上げたわかりやすい
内容。個人情報保護の大切さに無意識に気づくことができます。�

3ヶ月：1時間（標準）�
￥7，350円�

個人情報保護（基礎編）�
最低限の個人情報保護を実践できる内容。個人情報保護に関する
トップコンサルタントが作成。イラストを用いて手順などの時系列な
流れをわかりやすく解説。�

3ヶ月：2．5時間（標準）�
￥12，075円�
�
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コース特徴� 期間／受講料�コース名�

コース特徴� 期間／受講料�コース名�

コース特徴� 期間／受講料�コース名�


