
 

情報技術研修のご案内 

 

     

   ㈱湘南ハイテク企画   

教育ソリューション本部 

 

平素は、弊社が提供する各種研修サービスをご利用いただきありがとうございます。弊社では高度な技術を 

有する技術者を求めている企業向けに、短期育成することを目的とした企業向け研修を提供しております。 

高度な技術を必要とする分野では、テキストだけでは即戦力となることが難しいので、できるだけ実践向けの内

容で実機を使用しております。また、お客さまのオリジナル研修について柔軟に対応できるオンサイト研修も提供

しております。 

「企業は人なり」といいます。企業は研修などにより短期に戦力化して、良い人材を作っていくことが重要課題と

考えております。これからも情報関連技術者の育成に向けて、努力してまいりますので、是非とも弊社の研修をご

活用いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

■教育ソリューション本部研修活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
パスクル本厚木教室[2002.5 開校] 

 

プロメトリック公認試験会場 
MOS試験会場 

情報技術関係企業向け研修 
 

【主要顧客】 
雇用能力開発機構殿受託研修 

神奈川県立産業技術短期大学殿受託研修 

神奈川県商工労働部受託研修 
他 

 
オンサイト研修 

 
官公庁・学校・病院 

日立製作所および関連会社 
一般企業対応出張研修 

 
【主要顧客】 
防衛省 

文部科学省 
東海大学 
東京電力 
日立製作所 

日立情報通信エンジニアリング 
日立インフォメーションアカデミー 

他 

教育ソリューション本部 



■講座メニュー 

分野 講座名 

新人研修 内定者教育 基本情報処理試験対策 

新入社員教育 コンピュータ基礎／ビジネス・コミュニケーション／ビジネス文書

の書き方／プレゼンテーション基礎／ロジカルシンキング 

１年目フォローアップ研修 ビジネススキル総合研修（ディベート） 

２年目レベルアップ研修 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ入門／企画書の作り方／問題発見・解決技法 

パソコンオフィス 

ソフト系研修 

パソコン基礎 はじめてのﾊﾟｿｺﾝ／はじめての文字入力／ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ文字入力 

インターネット／電子メール ホームページを見てみましょう／メールを送ってみましょう 

文書作成 Word  

表計算 Excel  

データベース Access  

プレゼンテーション PowerPoint  

ホームページ作成 ホームページビルダーの使い方 

管理者向け研修 インターネット技術系研修 経営者向けインターネット技術 

部門管理者向けインターネット技術 

中堅社員向けインターネット技術 

情報システム担当者向けインターネット技術 

管理技術 情報システム管理者向け管理技術 

情報セキュリティ技術 

CMMI、ISO9001を活用したソフトウェア開発のプロジェクト管理 

人材育成系研修 創造性開発 講演会／研修会 

企業活動シミュレーション アトランティックプロジェクト 

特許総合教育 調査／明細書作成／演習 

ソフト言語系研修 組込みソフト ﾃﾞｼﾞﾀﾙ基礎／C言語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ／組込みｿﾌﾄ概要 

ﾏｲｺﾝ入門／組込みC言語入門／組込みC言語制御入門／ 

ﾘｱﾙﾀｲﾑOS基礎／組込み Linux入門 

ソフト言語 C言語プログラミング 

C++言語プログラミング 

オブジェクト指向 

UMLオブジェクト 

Javaプログラミング 

Visual Basic  

Excel VBA／Access VBA  

ネットワークシステム

系研修 

ネットワーク基礎 ネットワーク概要／ネットワーク実践 

サーバ構築 Windowsサーバ構築／Linuxサーバ構築 

モバイルシステム モバイルネットワーク技術／モバイルハードウェア技術／ 

ソフトウェア・システム技術／セキュリティ管理 

Web系研修 Web系言語 Perl ／PHP／JSP 

Webプログラミング基礎 ネットワーク概要／プログラミング入門／Javaプログラミング 

資格対策研修 情報処理技術者試験対策講座 ITパスポート対策講座 

基本情報技術者対策講座 

ベンダー資格対策講座 MOS試験対策講座（Word／Excel／PowerPoint／Access） 

.com Master★対策講座 

Cisco CCNA対策講座 

ORACLE OCJP資格取得対策講座 

PMI認定資格対策講座 PMP資格対策講座 

テクノロジー系研修 CAD技術 2次元CAD 

 



■研修対応サービスメニュー 

1．弊社教室利用サービス 

 下記2種類のサービスを提供しております 

・弊社が提供する研修（右記講座メニュー） 

・お客様オリジナル研修（ニーズに合わせた研修を弊社の教室で実施） 

  [1] 研修費用 

・弊社が提供する研修については、パスクル本厚木教室の価格表を参照ください 

・お客様オリジナル研修は個別見積もりとなりますので、ご相談ください 

  [2] 教室の収容人数 24名 

    ひとり 1台のパソコンを用意しています 

  [3] 実習コースの対応講師必要人数[目安] 

受講者数 サブ講師 備考 

15名以下 ― 
 

16名～24名 1名 

 

2．各種認定試験会場 

  [1] プロメトリック試験会場（JP412） 

  [2] Microsoft Office Specialist試験会場 

   [3] VBAエキスパート試験会場 

  [4] コンタクトセンター検定試験 

 

 

3．オンサイト研修対応サービス 

弊社講師がお客様の指定される場所に出張して研修するサービスです 

本サービスは個別見積もりとなります 

お見積もりのポイント項目は下記のようなものがあります 

・研修内容、研修期間、1日の研修時間、研修場所、メイン講師数とサブ講師数、テキストの準備元、 

研修環境の準備元 など  

 

 

4．教育関連企画業務請負サービス 

お客様の社内社員教育をどのようにすればよいかなどお客様からご要望をお聞きし、社員育成、 

教育計画についてご提案するサービスです 

 

 

5．講師、教務派遣サービス 

お客様の教育部門へ弊社社員を長期派遣し、講師や教務業務を支援するサービスです 

 

 

【お問い合わせ先】 

パスクル本厚木教室  ☎ 046-229-2295  FAX 046-229-2295 



■主な研修対応分野 

新人研修  ﾊﾟｿｺﾝｵﾌｨｽｿﾌﾄ系研修  管理者向け研修 

新人研修及びﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修の

企画から実施までを広範囲に 

渡りご支援します 
 
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰやｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのとり

方、文書の書き方など、企業人

として必要なｽｷﾙ研修 

・ﾊｰﾄﾞｳｪｱ、ｿﾌﾄｳｪｱ等のｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｼｽﾃﾑ基礎研修 

・入社1～2年目ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 

 ﾊﾟｿｺﾝ初心者から実務ﾚﾍﾞﾙま

で、幅広い人を対象にしたオフィ

ス系研修をご支援します 
 
・日本語文書作成ｿﾌﾄの操作 

・表計算ｿﾌﾄの操作 

・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｿﾌﾄの操作 

・ﾃﾞー ﾀﾍﾞー ｽｿﾌﾄ操作 

・ﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞ作成 

など操作方法の研修 

 企業の経営者・管理者・担当者

の方のための ITスキルアップを

ご支援します 

・経営者向け/部門管理者向け/

中堅社員向け/情報システム担

当者向けインターネット技術 

・情報システム管理者向け管理

技術 

・情報セキュリティ技術 

     

人材育成系研修  ｿﾌﾄ言語系研修  ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ系研修 

経営者や中間管理職向け研修を

ご支援します 
 
・ｷｬﾘｱ形成の考え方や部下の 

指導方法 

・創造力の育成 

・事業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、ｿﾌﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理

の人材育成 

・特許出願の要件調査と書き方 

などの研修 

 電子機器等ｿﾌﾄｳｪｱ設計者の 

育成をご支援します 
 
・需要が非常に高い「組込みｿﾌ

ﾄ」要員育成 

・ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄ設計などで必要な 

C言語、Java言語 

・Visual Basic、VBA 

などの研修 

 ﾈｯﾄﾜｰｸ技術者の育成をご支援 

します 
 
・通信ﾌﾟﾛﾄｺﾙ(TCP/IP)などのﾈｯﾄ

ﾜｰｸ基礎 

・Windows ｻｰﾊﾞ及び Linux ｻｰﾊﾞ

構築 

など実機を使用した研修 

     

Web系研修  資格対策研修  カスタマイズ研修 

JSP、PHP、Parl言語の習得  .comMaster 、 ｼ ｽ ｺ CCNA 、

ORACLE  OCJP などの資格対

策講座 

 

 その他、企業のニーズに合った 

各種カリキュラムをご提供します 

■会社所在地 

●本社 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-27-6 本厚木マイビル 2F 

パスクル本厚木教室 ☎ 046-229-2295 FAX 046-229-2295 

e-人材バンク ☎ 046-229-2364 FAX 046-229-2295       

●中井事業所 〒259-0157 神奈川県足柄郡中井町境 456番地 [㈱日立情報通信エンジニアリング内] 

 ☎ 0465-81-8198 FAX 0465-81-8198 

 

■ご案内地図 

                本社                                  

 

 

 

 

 
りそな銀行 
● 

（南口） 

（北口） 
至小田原 至新宿 

小田急線 本厚木駅 
ミロード 

（東口） 

駅南口交差点 

● 

● ● 

● 

㈱湘南ハイテク企画 

パスクル本厚木教室/e-人材バンク 

(HONATUGI  MY-BLDG 2F) 

 




