
　👇 研修名をクリックするとカリキュラムが見れます。

日数 受講料(会員)

総時間 受講料(非会員)

2日間 ¥37,000

10時間 ¥45,000

1日間 ¥9,000

6時間 ¥10,000

1日間 ¥25,000

6時間 ¥30,000

1日間 ¥25,000

6時間 ¥30,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

1日間 ¥25,000

6時間 ¥30,000

3日間 ¥66,600

21時間 ¥74,000

1日間 ¥26,000

6時間 ¥29,000

1日間 ¥26,000

6時間 ¥29,000

1日間 ¥26,000

6時間 ¥29,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

1日間 ¥9,000

6時間 ¥10,000

1日間 ¥15,000

6時間 ¥18,000

3日間 ¥66,600

21時間 ¥74,000

2日間 ¥37,000

10時間 ¥45,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

1日間 ¥27,000

6時間 ¥30,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

05月31日(火) NOMA

2 A1
実務に役立つExcel

【ピボットテーブル・ピボットグラフ】
集合研修 令和4年06月10日(金) AES

1 N1 労働保険と社会保険の基礎実務養成コース ハイブリッド 令和4年05月30日(月) ～

NOMA

4 N3 総務・庶務担当者のための基礎実務コース ハイブリッド 令和4年06月17日(金) NOMA

3 N2 公的年金の基礎知識と給付までの実務講座 ハイブリッド 令和4年06月13日(月)

07月22日(金) AES

6 N4 経理実務の基礎知識講座 ハイブリッド 令和4年07月25日(月) NOMA

5 A2 ２日で学ぶネットワーク基礎技術 集合研修 令和4年07月21日(木) ～

07月27日(水) AES

8 F1
チームビルディング研修

～メンバーがいきいきと成果を出せるチームを作る～
集合研修 令和4年07月28日(木) FSC

7 A3 C# ではじめるWindowsプログラミング 集合研修 令和4年07月25日(月) ～

FSC

10 F3
女性管理職（女性リーダー）育成研修

～個性を認め魅力あるチーム作りを目指して～
集合研修 令和4年08月03日(水) FSC

9 F2
ビジネスで活かす

身体と心と脳・自分メンテナンスの重要性
集合研修 令和4年08月01日(月)

08月05日(金) AES

12 A5
仕事の段取り力養成講座

～プロジェクト型業務の遂行能力を身につけるために～
オンライン 令和4年08月18日(木) ～ 08月19日(金) AES

11 A4 Excelを使ってデータ分析力を身につける講座 集合研修 令和4年08月04日(木) ～

09月02日(金) AES

14 A7
実務に役立つExcel

【ピボットテーブル・ピボットグラフ】
集合研修 令和4年09月09日(金) AES

13 A6
エンジニアのための

ロジカルライティング＆ロジカルシンキング
オンライン 令和4年09月01日(木) ～

AIP

16 A8 PostgreSQLで学ぶデータベース基礎 集合研修 令和4年09月14日(水) ～ 09月16日(金) AES

15 P3 独力オンライン配信講座　入門編 集合研修 令和4年09月14日(水)

09月21日(水) NOMA

18 A9 仕事の問題解決力養成講座 オンライン 令和4年09月21日(水) ～ 09月22日(木) AES

17 N5 給与計算の進め方実務講座 ハイブリッド 令和4年09月20日(火) ～

AIP

20 A10 2日で学ぶネットワーク設計構築 集合研修 令和4年10月13日(木) ～ 10月14日(金) AES

19 P1
若手エンジニア向け

サービスの品質を向上させるUI/UX理解
集合研修 令和4年09月28日(水)
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透かしを削除する Wondershare
PDFelement

https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K01.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K02.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K03.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K04.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K05.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K06.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K07.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K08.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K09.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K10.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K11.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K12.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K13.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K14.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K15.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K16.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K17.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K18.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K19.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K20.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K02.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K02.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K01.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K04.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K03.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K06.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K05.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K08.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K08.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K07.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K10.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K10.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K09.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K09.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K12.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K12.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K11.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K14.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K14.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K13.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K13.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K16.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K15.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K18.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K17.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K20.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K19.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K19.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5499&m=db
https://www.fisa.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/FISA%E5%8F%97%E8%AC%9B%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%9B%B8_R3.pdf


1日間 ¥27,000

6時間 ¥30,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

1日間 ¥15,000

6時間 ¥18,000

2日間 ¥37,000

10時間 ¥45,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

1日間 ¥9,000

6時間 ¥10,000

3日間 ¥66,600

21時間 ¥74,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

2日間 ¥52,200

14時間 ¥58,000

1日間 ¥9,000

6時間 ¥10,000

3日間 ¥63,000

21時間 ¥70,000

2日間 ¥50,000

12時間 ¥55,000

3日間 ¥66,600

21時間 ¥74,000

AIP

22 A11
エンジニアの対人対応力強化

ビジネスコミュニケーション
集合研修 令和4年10月20日(木) ～ 10月21日(金) AES

21 P2
若手エンジニア向け

サービスの品質を向上させるUI/UX理解
集合研修 令和4年10月19日(水)

AIP

24 N6 年末調整の具体的な進め方実践セミナー ハイブリッド 令和4年11月10日(木) ～ 11月11日(金) NOMA

23 P4 独力オンライン配信講座　入門編 集合研修 令和4年11月09日(水)

11月11日(金) AES

26 A13 ITプロジェクトマネジメント基礎 オンライン 令和4年11月17日(木) ～ 11月18日(金) AES

25 A12 Webサイト構築における情報セキュリティ 集合研修 令和4年11月10日(木) ～

AES

28 A15 データベース設計とデータモデリング 集合研修 令和4年11月30日(水) ～ 12月02日(金) AES

27 A14
実務に役立つExcel

【ピボットテーブル・ピボットグラフ】
集合研修 令和4年11月25日(金)

12月09日(金) AES

30 A17 ＩＴプロジェクトにおけるリスクマネジメント オンライン 令和5年01月19日(木) ～ 01月20日(金) AES

29 A16 ITプロジェクトにおける品質マネジメント オンライン 令和4年12月08日(木) ～

02月17日(金) AES

33 F5
レスポンシブWeb入門研修

～マルチデバイスに対応したサイト制作～
オンライン 令和5年02月09日(木) ～

AES

32 F4 Pythonで学ぶ機械学習 オンライン 令和5年02月01日(水) ～ 02月03日(金) FSC

31 A18
実務に役立つExcel

【ピボットテーブル・ピボットグラフ】
集合研修 令和5年01月27日(金)

　② 「オンライン」・・・オンラインで勤務先やご自宅からご受講いただく形態です。（受講環境の詳細は研修提供企業から別途ご案内します）

　③ 「ハイブリッド」・・・集合研修とオンライン研修のいずれかを選択してご受講いただく形態です。

■ 研修提供企業について

■ 受講料の表記はすべて税別金額です。ご請求の際は消費税等相当額を合わせてご請求します。

■ 研修の詳細はFISA Webサイト（https://www.fisa.jp/）をご確認ください。

また、ご不明な点等は、FISA事務局までメールにてお問い合わせください。（メールアドレス：fisa-info@fisa.jp）

■ 研修形態について

　① 「集合研修」・・・研修提供企業が指定する会場にてご受講いただく形態です。

02月10日(金) FSC

34 A19 パフォーマンスを上げるDB/SQLチューニング 集合研修 令和5年02月15日(水) ～

略称 企業名 研修会場 会場の住所

　ＡＥＳ 　麻生教育サービス（株）  ＡＥＳセミナールーム  福岡市博多区博多駅前 3-25-24（八百治ビル4Ｆ）

　ＡＩＰ 　ＮＰＯ法人ＡＩＰ  福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター  福岡市博多区千代 1-20-31（福岡県千代合同庁舎8階）

　ＦＳＣ （株）福岡ソフトウエアセンター  FSC福岡研修室  福岡市博多区博多駅前 2-11-16（第2大西ビル5F）

　ＮＯＭＡ （一社）日本経営協会  ＮＯＭＡ九州本部内専用教室  福岡市博多区博多駅前 1-6-16
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https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K21.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K22.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K23.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K24.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K25.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K26.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K27.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K28.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K29.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K30.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K31.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K32.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K33.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K34.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K22.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K22.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K21.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K21.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K24.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K23.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K26.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K25.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K28.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K27.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K27.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K30.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K29.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K33.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K33.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K32.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K31.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K31.pdf
https://www.fisa.jp/wp-content/uploads/2022/02/2022K34.pdf
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5499&m=db



