
トレノケート株式会社トレノケート株式会社トレノケート株式会社トレノケート株式会社    

 

https://www.trainocate.co.jp/select6https://www.trainocate.co.jp/select6https://www.trainocate.co.jp/select6https://www.trainocate.co.jp/select6    詳細は詳細は詳細は詳細は We bWe bWe bWe b でででで     ▶▶▶▶     

Sample Sample Sample Sample チラシのタイトルチラシのタイトルチラシのタイトルチラシのタイトル    

最大最大最大最大45%45%45%45%割引！対象コースは割引！対象コースは割引！対象コースは割引！対象コースは180180180180以上！以上！以上！以上！    

セレクト6 
バ ウ チ ャ ー チ ケ ッ ト 

便利！便利！便利！便利！    
多彩なラインナップを取り揃えた180180180180以上以上以上以上の「セレクト6」対象コースから、 

6666コースコースコースコースを選んで定額定額定額定額(税込547,800円)で受講できるお得なバウチャーお得なバウチャーお得なバウチャーお得なバウチャーです。 

1人で6コースでも、3人で各2コースでも、組み合わせは自由です。 

ご利用(申込・受講)期間はご購入から6ヶ月間で、半期の育成計画に最適です。ぜひご活用ください。 

「セレクト「セレクト「セレクト「セレクト6666」ご利用の流れ」ご利用の流れ」ご利用の流れ」ご利用の流れ    

● Webサイトより「セレクト6」

をお申し込みください 

● ご購入前に、必ず「セレクト

パック利用規約」をご確認

ください 

● お申し込み受付後、弊社

より請求書をお送りします  

● 期日までに、指定の振込

先にご入金ください 

● ご入金確認後、「セレクト
パックID」を発行いたし
ます 

● 有効期間は、ID発行より
6ヶ月間です 

 

● Webから対象コースを選
び、有効期間内のコース日
程をお申し込みください 

● お申し込みの際、「備考欄」
に「セレクトパックID」をご
記入ください 

● 「セレクトパックID」発行
から6ヶ月以内に6コース
のお申し込み・ご受講を
お済ませください 

● 有効期間内の日程に限
り、コース・日程の変更
が可能です 

※各コースの開催日程で、受講の申込が所定の人数に満たない場合、コースの開催を中止する場合があります。あらかじめご了承ください。  

「セレクト「セレクト「セレクト「セレクト6666」の特徴」の特徴」の特徴」の特徴    〜 研修ご担当者様の、さまざまなニーズに応えます！ 〜〜 研修ご担当者様の、さまざまなニーズに応えます！ 〜〜 研修ご担当者様の、さまざまなニーズに応えます！ 〜〜 研修ご担当者様の、さまざまなニーズに応えます！ 〜    

選べる！選べる！選べる！選べる！    
スキルアップに適したスキルアップに適したスキルアップに適したスキルアップに適した
180180180180以上のコースから以上のコースから以上のコースから以上のコースから    

お得！お得！お得！お得！    
組み合わせ次第で組み合わせ次第で組み合わせ次第で組み合わせ次第で

最大最大最大最大45454545％割引％割引％割引％割引    

便利！便利！便利！便利！    
まとめて購入、コースのまとめて購入、コースのまとめて購入、コースのまとめて購入、コースの

予約は後で予約は後で予約は後で予約は後でOKOKOKOK    

「セレクト6」は、IT、プロジェクトマネジメン

ト、ヒューマン・スキルなど、180以上の多

彩なコースから選べます。 

「セレクト6」の対象コースには、標準価格

が\165,000(税込)のコースも含まれてい

ます。コースの組み合わせ次第では、最大最大最大最大

45454545％割引％割引％割引％割引になり大変お得です。   

「セレクト6」は、一度の購入で半年間有

効。ご購入時にコースや日程が決まってい

なくても大丈夫です。社内の研修申込ご担

当者様の手間を軽減手間を軽減手間を軽減手間を軽減します。   

一社向け研修には 
人数が集まらない 

費用を抑えて   
研修計画をたてたい 

階層別研修に 
定期開催コースを     

利用したい 

社内の購買手続きに
手間がかかる 

研修残予算はあるが 

コースが決まらない 

ご購入ご購入ご購入ご購入    ご入金ご入金ご入金ご入金    
セレクトセレクトセレクトセレクト
パックパックパックパックIDIDIDID    

発行発行発行発行    

受講受講受講受講    
コースコースコースコース    
申込申込申込申込    

コースコースコースコース    
受講受講受講受講    

【コード】 THX0017G  【価格(税込】547,800円 【有効期限】 6ヶ月間 

お得！お得！お得！お得！    

PMP®資格保有者
を複数名育成したい 

※対象コースは予告なく変わる可能性があります。 



トレノケート株式会社トレノケート株式会社トレノケート株式会社トレノケート株式会社    

トレノケートトレノケートトレノケートトレノケート            

www.trainocate.co.jp 

〒163-6019 東京都新宿区西新宿6-8-1           住友不動産新宿オークタワー20階 

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-2-18 住友中之島ビル11階 

〒460-0004    愛知県名古屋市中区新栄町2-13 栄第一生命ビル6階  
検索検索検索検索    

 0120-009686  ((((無料) 無料) 無料) 無料)   

PRPRPRPR----16161616----T16v6T16v6T16v6T16v6    有効期限：有効期限：有効期限：有効期限：2021/32021/32021/32021/3////31313131    

クラウド エンジニアの育成に！クラウド エンジニアの育成に！クラウド エンジニアの育成に！クラウド エンジニアの育成に！    

◆情報セキュリティ対策◆情報セキュリティ対策◆情報セキュリティ対策◆情報セキュリティ対策3333コースにコースにコースにコースに2222人が受講人が受講人が受講人が受講    

コードコードコードコード    コース名コース名コース名コース名    価格価格価格価格(税込)(税込)(税込)(税込)    人数人数人数人数    

NFC0267G 
クラウドアーキテクト・ファーストステップ     
〜体系的に学ぶクラウド活用の全体像〜 

¥110,000 3人 

NFC0295G    実践クラウドデザインパターン  ¥154,000 3人 

◆クラウド関連◆クラウド関連◆クラウド関連◆クラウド関連2222コースにコースにコースにコースに3333人が受講人が受講人が受講人が受講    

合計合計合計合計    \\\\792,000792,000792,000792,000    

コードコードコードコード    コース名コース名コース名コース名    価格価格価格価格(税込)(税込)(税込)(税込)    人数人数人数人数    

SCC0160G  
情報セキュリティ対策 技術概要編                    

〜セキュリティを支える基礎技術〜   
¥132,000 2人 

SCC0162G 
情報セキュリティ対策 システム構築編    

〜ネットワークセキュリティとID管理〜 
¥132,000 2人 

SCC0161G 
情報セキュリティ対策 CSIRT編                         

〜サイバー攻撃への処方箋を学ぶ〜   
¥132,000 2人 

合計合計合計合計    \\\\792,000792,000792,000792,000    

ご予算ご予算ご予算ご予算55555555万円万円万円万円((((税込税込税込税込))))以内でここまでできる！以内でここまでできる！以内でここまでできる！以内でここまでできる！    
セレクトセレクトセレクトセレクト6666    ご活用例ご活用例ご活用例ご活用例    

コードコードコードコード    コース名コース名コース名コース名    価格価格価格価格(税込)(税込)(税込)(税込)    人数人数人数人数    

BSC0038G  
 AIプランナー入門 〜ワークショップ形式で、機械学習を

活用したビジネスアイデアを創出する〜    
¥132,000 3人 

BSC0034G  
AIを活用したビジネスモデルの構築と提案  〜導入

事例・最新動向を学び自社ビジネスにAIを導入する〜     
¥143,000 3人 

◆◆◆◆AIAIAIAIビジネスの企画・提案のコースにビジネスの企画・提案のコースにビジネスの企画・提案のコースにビジネスの企画・提案のコースに3333人が受講人が受講人が受講人が受講    

合計合計合計合計    \\\\825,000825,000825,000825,000    ¥547,800 

リーダー・マネージャー育成に！リーダー・マネージャー育成に！リーダー・マネージャー育成に！リーダー・マネージャー育成に！    

コードコードコードコード    コース名コース名コース名コース名    価格価格価格価格(税込)(税込)(税込)(税込)    人数人数人数人数    

AMC0061V    【PDU対象】Mindfulness for Leaders       
創造性を高めたいリーダーのためのマインドフルネス                                                  

¥132,000 2人 

HSC0039G 
【PDU対象】ビジネス・コーチング      

〜能力とやる気を高める5ステップモデル〜 
¥110,000 2人 

ON026 
【PDU対象】中堅社員のためのチームワークと
リーダーシップ              
〜チームの関係強化とパフォーマンス向上〜  

¥121,000 2人 

◆リーダーシップとコーチングコースに◆リーダーシップとコーチングコースに◆リーダーシップとコーチングコースに◆リーダーシップとコーチングコースに2222人が受講人が受講人が受講人が受講    

合計合計合計合計    \\\\726,000726,000726,000726,000    

AIAIAIAIビジネス推進に！ビジネス推進に！ビジネス推進に！ビジネス推進に！    創造力、表現力の強化に！創造力、表現力の強化に！創造力、表現力の強化に！創造力、表現力の強化に！    

コードコードコードコード    コース名コース名コース名コース名    価格価格価格価格(税込)(税込)(税込)(税込)    人数人数人数人数    

AMC003１V  
 【PDU対象】クリエイティビティ＆イノベーション        

〜 変革をもたらす創造性 〜 
¥143,000 3人 

AMC0027V  
 【PDU対象】論理的コミュニケーション          

〜 論理的に聴き、考え、伝える 〜  
¥132,000 3人 

◆創造力やコミュニケーションのコースに◆創造力やコミュニケーションのコースに◆創造力やコミュニケーションのコースに◆創造力やコミュニケーションのコースに3333人が受講人が受講人が受講人が受講    

合計合計合計合計    \\\\825,000825,000825,000825,000    

AMA 

AMA 

AMA 

¥547,800 

¥547,800 ¥547,800 

¥547,800 34%OFF 

31%OFF 

29%OFF 

34%OFF 

22%OFF 

※表示価格はすべて税込みになります。  

コードコードコードコード    コース名コース名コース名コース名    価格価格価格価格(税込)(税込)(税込)(税込)    人数人数人数人数    

PMC0136G  
PMP(R) BOOT CAMP(前編)  

〜PMBOK(R)Guide第6版 知識習得〜 
¥165,000 3人 

PMC0137G  
PMP(R) BOOT CAMP(後編) <前編テキストなし> 

 〜PMBOK(R)Guide第6版 練習問題＆模擬試験〜  
¥107,800 3人 

◆◆◆◆PMPPMPPMPPMP®®®®資格対策資格対策資格対策資格対策2222コースにコースにコースにコースに3333人が受講人が受講人が受講人が受講    

合計合計合計合計    \\\\818,400818,400818,400818,400    ¥547,800 

PMPPMPPMPPMP®®®®資格取得に！資格取得に！資格取得に！資格取得に！    

33%OFF 

セキュリティ エンジニアの育成に！セキュリティ エンジニアの育成に！セキュリティ エンジニアの育成に！セキュリティ エンジニアの育成に！    


