
　通達様式第１５号

※　開催者番号

                     

http://www.wellnet-jp.com/placement/

開催日時 講　師 募集開始 募集締切

（新規・継続） （予定者） 日　時 日　時

平成29年10月16日（月） 博多バスターミナル 54 山根　義信 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171016401 福岡県福岡市 午前9時から （定員に達し次第締切）

博多区博多駅中央街2-1

平成29年10月25日（水） 大阪コロナホテル 72 山根　裕基 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171025271 大阪府大阪市 午前9時から （定員に達し次第締切）

東淀川区西淡路1丁目3番21号

平成29年11月2日（木） FORECAST新宿AVENUE 60 山根　義信 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171102133 東京都新宿区 午前9時から （定員に達し次第締切）

新宿2丁目5-12

平成29年11月7日（火） かでる2.7北海道立道民活動センター 63 山根　義信 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171107011 北海道札幌市 午前9時から （定員に達し次第締切）

中央区北2条西7丁目

平成29年11月13日（月） 博多バスターミナル 54 山根　義信 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171113401 福岡県福岡市 午前9時から （定員に達し次第締切）

博多区博多駅中央街2-1

平成29年11月17日（金） 愛知県産業労働センター 54 山根　裕基 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171117231 愛知県名古屋市 午前9時から （定員に達し次第締切）

中村区名駅４丁目４−３８

平成29年11月27日（月） 大阪コロナホテル 72 山根　裕基 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171127271 大阪府大阪市 午前9時から （定員に達し次第締切）

東淀川区西淡路1丁目3番21号

平成29年12月5日（火） 名古屋能楽堂 60 山根　裕基 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171205231 愛知県名古屋市 午前9時から （定員に達し次第締切）

中区三の丸一丁目１番１号

平成29年12月6日（水） FORECAST新宿AVENUE 60 山根　義信 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171206131 東京都新宿区 午前9時から （定員に達し次第締切）

新宿2丁目5-12

平成29年12月11日（月） 博多バスターミナル 60 山根　義信 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171211401 福岡県福岡市 午前9時から （定員に達し次第締切）

博多区博多駅中央街2-1

平成29年12月14日（木） 大阪コロナホテル 72 山根　裕基 平成29年9月15日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

(新規）9：30～16：40 171214271 大阪府大阪市 午前9時から （定員に達し次第締切）

東淀川区西淡路1丁目3番21号

平成30年1月15日（月） 博多バスターミナル 60 山根　義信 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180115401 福岡県福岡市 午前9時から （定員に達し次第締切）

博多区博多駅中央街2-1

平成30年1月22日（月） 道特会館 60 山根　義信 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180122011 北海道札幌市 午前9時から （定員に達し次第締切）

中央区北2条西2丁目26番

平成30年1月22日（月） 大阪コロナホテル 72 山根　裕基 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180122271 大阪府大阪市 午前9時から （定員に達し次第締切）

東淀川区西淡路1丁目3番21号

平成30年1月23日（火） 愛知県産業労働センター 54 山根　裕基 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180123231 愛知県名古屋市 午前9時から （定員に達し次第締切）

中村区名駅4丁目4-38

平成30年1月26日（金） FORECAST新宿AVENUE 70 山根　裕基 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180126131 東京都新宿区 午前9時から （定員に達し次第締切）

新宿2丁目5-12

(日本工業規格Ａ列４）

職業紹介責任者講習会実施日程書

005

　申出者名（実施機関名） 　株式会社ウェルネット

　応募窓口　：株式会社ウェルネットのＨＰからインターネット申込、もしくは、ＦＡＸ専用申込書を使用したＦＡＸ申込で受付致します。
　　　　　　　　　ＦＡＸ専用申込書は、ＨＰよりダウンロードして下さい。

　問合わせ先　：株式会社ウェルネット　03-6380-1512（平日8：30～17：30）

開催場所
受講

　定員
受講料

※講習会場
番号
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　申出者名（実施機関名） 　株式会社ウェルネット

　応募窓口　：株式会社ウェルネットのＨＰからインターネット申込、もしくは、ＦＡＸ専用申込書を使用したＦＡＸ申込で受付致します。
　　　　　　　　　ＦＡＸ専用申込書は、ＨＰよりダウンロードして下さい。

　問合わせ先　：株式会社ウェルネット　03-6380-1512（平日8：30～17：30）

開催場所
受講

　定員
受講料

※講習会場
番号

平成30年2月9日（金） 名古屋企業福祉会館 60 山根　裕基 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180209231 愛知県名古屋市 午前9時から （定員に達し次第締切）

 中区大須２丁目１９−３６

平成30年2月14日（水） 福岡商工会議所 40 山根　義信 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180214401 福岡県福岡市 午前9時から （定員に達し次第締切）

博多区博多駅前2丁目9-28 

平成30年2月19日（月） 大阪コロナホテル 72 山根　裕基 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180219271 大阪府大阪市 午前9時から （定員に達し次第締切）

東淀川区西淡路1丁目3番21号

平成30年2月23日（金） FORECAST新宿AVENUE 70 八木　直樹 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180223131 東京都新宿区 午前9時から （定員に達し次第締切）

新宿2丁目5-12

平成30年3月6日（火） 道特会館 60 山根　裕基 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180306011 北海道札幌市 午前9時から （定員に達し次第締切）

中央区北2条西2丁目26番

平成30年3月9日(金) FORECAST新宿AVENUE 70 福嶋　弘子 平成30年1月9日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180309132 東京都新宿区 午前9時から （定員に達し次第締切）

新宿2丁目5-12

平成30年3月14日（水） 大阪コロナホテル 72 山根　裕基 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180314271 大阪府大阪市 午前9時から （定員に達し次第締切）

東淀川区西淡路1丁目3番21号

平成30年3月15日（木） 愛知県産業労働センター 54 山根　裕基 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180315231 愛知県名古屋市 午前9時から （定員に達し次第締切）

中村区名駅4丁目4-38

平成30年3月19日（月） 福岡商工会議所 32 山根　義信 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）

9：30～16：40 180319401 福岡県福岡市 午前9時から （定員に達し次第締切）

博多区博多駅前2丁目9-28 

平成30年3月28日（水） FORECAST新宿AVENUE 70 山根　裕基 平成29年10月5日 開催日の6日前まで 8,800円（税込）
9：30～16：40 180328131 東京都新宿区 午前9時から （定員に達し次第締切）

新宿2丁目5-12


