2020 年 5-6 ⽉開催トレーニングのオンライン受講をご希望される⽅へ
2020/4/16
2020 年 5-6 ⽉に開催を予定している下記のトレーニングは、オンラインでの開催を実施します。
■Automotive SPICE 3.1 スキルアップトレーニング [中級レベル]
■Automotive SPICE 3.1 プロセス基礎トレーニング
■intacs 認定 Automotive SPICE v3.1 アセッサートレーニング〜Provisional〜
■Automotive SPICE v3.1 内部アセッサートレーニング
■アセスメント⼿法トレーニング
＊2020 年 7 ⽉以降の開催分については、現在検討中です。

以下にオンライン受講へのお申込みに関する注意事項を記載しますのでご確認ください。

オンライン受講へのお申込みに関する注意事項
①開催時間と費⽤
■Automotive SPICE 3.1 スキルアップトレーニング [中級レベル]
■Automotive SPICE 3.1 プロセス基礎トレーニングオンライン開催
トレーニング名

開催⽇

講義時間

オンライン受講費⽤

スキルアップ [中級レベル]

5 ⽉ 28-29 ⽇

各⽇

15 万円（税別、1 名様）

10:00-17:00
マネジメント向け導⼊

6 ⽉ 16 ⽇

10:00-12:00

1 万円（税別、1 名様）

概要

6 ⽉ 16 ⽇

14:00-17:00

1 万円（税別、1 名様）

管理⽀援

6 ⽉ 17 ⽇

10:00-16:30

4 万円（税別、1 名様）

ソフトウェアエンジニアリング

6 ⽉ 18 ⽇

10:00-16:30

4 万円（税別、1 名様）

システムエンジニアリング

6 ⽉ 19 ⽇

10:00-16:30

4 万円（税別、1 名様）

※〜マネジメント向け導⼊〜と〜概要〜には、ボリュームディスカウントはありません。
※〜管理・⽀援〜、〜ソフトウェアエンジニアリング〜、〜システムエンジニアリング〜において、3 名様以上の
⼀括お申し込みで、ご請求書を代表者様宛に 1 通発⾏する場合に、ボリュームディスカウントが適⽤されま
す【117,000 円（税別）／3 名様、154,000 円（税別）／4 名様、190,000 円（税別）／5 名
様】。
※同⼀の週に実施される〜管理・⽀援〜、〜ソフトウェアエンジニアリング〜、〜システムエンジニアリング〜
のうち、いずれか 2 つを受講される場合は 5,000 円／1 名様、3 つを受講される場合は 10,000 円／1
名様を合計⾦額から値引きします。

■intacs 認定 Automotive SPICE v3.1 アセッサートレーニング〜Provisional〜
■Automotive SPICE v3.1 内部アセッサートレーニング
トレーニング名

開催⽇

講義時間

オンライン受講費⽤

intacs 認定 Automotive

6 ⽉ 1-5 ⽇

各⽇

50 万円（税別）／1 名様

09:00-18:00

90 万円（税別）／2 名様

各⽇

30 万円（税別）／1 名様

09:00-18:00

58 万円（税別）／2 名様

SPICE v3.1 アセッサー
トレーニング Provisional
Automotive SPICE

6 ⽉ 1-4 ⽇

v3.1 内部アセッサー
トレーニング
※3 名様以上の場合はお問い合わせください。

※2 名様以上のボリュームディスカウントは、ご請求書を代表者様宛に 1 通発⾏する場合に適⽤されます。
※intacs 認定 Automotive SPICE v3.1 アセッサートレーニング〜Provisional〜の最終⽇に実施さ
れる試験もオンライン開催で調整を進めております。オンライン試験要綱については、お申込み者へ別途ご
案内します。
■アセスメント⼿法トレーニング
トレーニング名

開催⽇

講義時間

オンライン受講費⽤

アセスメント⼿法

6 ⽉ 8-10 ⽇

各⽇

20 万円（税別）／1 名様

10:00-17:00

38 万円（税別）／2 名様

※3 名様以上の場合はお問い合わせください。
※2 名様以上のボリュームディスカウントは、ご請求書を代表者様宛に 1 通発⾏する場合に適⽤されます。
②提供システム︓Web-Ex（各トレーニング共通）
※PC からの VoIP 通話、またはコールイン機能（電話で会議に参加できますが、通話料はお客様のご負担
となります）が使⽤できます。
※⾳声・画像の品質悪化を防ぐために、参加の際は必ず無線 LAN 接続ではなく、有線でインターネットに
接続ください（ご希望の⽅へ、開催前に接続テストを実施します）。
※お申込みいただいた⽅以外の聴講は、ご遠慮ください。
※講義内容の録⾳は固く禁じます。
※当⽇の不参加や、オンラインでの受講の際に⾳声・画像表⽰のトラブルが発⽣した場合でも、返⾦や別
⽇程への再度のご参加はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
③お申込み⽅法とお申込期限（各トレーニング共通）
以下のサイトからお申込みください。トレーニングテキストの郵送が必要なため、各開催の 2 週間前が締切と
なります。
■Automotive SPICE 3.1 スキルアップトレーニング [中級レベル]
https://biz3.co.jp/publictraining/2876

■Automotive SPICE 3.1 プロセス基礎トレーニング
https://biz3.co.jp/publictraining_category/automotivespiceengineer
■intacs 認定 Automotive SPICE v3.1 アセッサートレーニング〜Provisional〜
https://biz3.co.jp/publictraining/33
■Automotive SPICE v3.1 内部アセッサートレーニング
https://biz3.co.jp/publictraining/38
■アセスメント⼿法トレーニング
https://biz3.co.jp/publictraining_category/leadassessor
※お申込み時に記載する住所は、トレーニングテキストとご請求書の送付先をご記⼊ください。尚、複数名
様の⼀括お申込みで、トレーニングテキストの送付先が複数ある場合は、それぞれの送付先住所（異なる
会社住所へ送付の場合は、住所、部署名）をご連絡ください。
■受講票
開催の約 4 週間前、それ以降にお申込みの際はお申込み受理後に、E メールで送付します。
■テキスト送付
開催の 5 ⽇前までにお申込み時に記載された住所へ発送します。
万が⼀、5 ⽇前までに届かない場合はご連絡ください。
■キャンセルポリシー
受講票メール送付後のキャンセルについては、⼤変申し訳ありませんが原則としてお断りしております。
⼤変お⼿数ですが、代理の⽅のご出席⼿配をお願いします。
その際には、代理の⽅が確定した段階にてご⼀報頂ければ幸いです。
■ご請求書記載の発⾏⽇
ご請求書に記載される発⾏⽇はトレーニングの最終⽇付となっております。
ご希望の発⾏⽇がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
■ご請求書記載の郵送⽇
ご請求書は開催⽇の約 1〜3 週間前に送付致します。
ご希望の送付時期がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
■お⽀払期⽇
お⽀払期⽇は「ご請求書記載の発⾏⽇」の翌⽉末となります。
銀⾏⼝座番号はご請求書に記載しています。
領収書は発⾏せず、銀⾏振込の記録を以って代えさせていただいております。

■お⾒積書
お⾒積書が必要な場合は、別途お知らせください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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ビジネスキューブ・アンド・パートナーズ株式会社
トレーニング担当︓南保 メール︓marketing-support@biz3.co.jp 電話︓03-5791-2121
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