
訓練
チラシ

訓練施設
案内 訓練番号 訓練科名 訓練期間

終了日

訓練
開始
時間

訓練
終了
時間

訓練
定員 受験可能な資格（受験料は自己負担です。）

自己負担
の額合計
（税込）

訓練実施施設名
訓練実施

施設所在地 最寄駅

4-29-28-01-00-
0124 ビジネス実務パソコン基礎科 2018/8/15 9:30 16:10 12

【任意受験】・コミュニケーション検定初級
【任意受験】・ビジネス実務マナー検定3級
【任意受験】・MOS Word 2013
【任意受験】・MOS Excel 2013
【任意受験】・MOS PowerPoint 2013

4,320
JCNパソコンスクール

明石大久保校
明石市

大久保町駅前
JR 大久保駅

訓練
チラシ

訓練施設
案内 訓練番号 訓練科名 訓練期間

終了日

訓練
開始
時間

訓練
終了
時間

訓練
定員 受験可能な資格（受験料は自己負担です。）

自己負担
の額合計
（税込）

訓練実施施設名 訓練実施
施設所在地 最寄駅

4-29-28-02-03-
0125 基礎から学べる経理実務科 2018/9/14 9:30 16:10 15 【任意受験】・日商簿記検定 2級 3,294

職業訓練のアップ
 神戸長田校　106教室

神戸市長田区
腕塚町

JR 新長田駅

4-29-28-02-03-
0126

基礎から学べるパソコン操作／
オフィスソフト／

ホームページ習得科
2018/9/14 9:20 16:00 15

【任意受験】・MOS Word 2013
【任意受験】・MOS Excel 2013
【任意受験】・MOS PowerPoint 2013

3,510
職業訓練のアップ

神戸長田校　102教室
神戸市長田区

腕塚町
JR 新長田駅

【実践コース　営業・販売・事務分野】　　2コース

 ※訓練番号、訓練チラシをクリックすると、訓練の案内や詳細情報を見る事ができます。 

 ※訓練番号、訓練チラシをクリックすると、訓練の案内や詳細情報を見る事ができます。 
  実践コースは、次ページに続きます。 

    まずは・・・ 
  お気軽にハローワークへ♪ 

  こちらをクリック！！ 

施設案内をクリックすると、学校の写真や 
アピールポイント・・・等   

学校の雰囲気などが見れます！！ 
  をクリックしてみてください！ 

 ※開講が確定したコースについては、随時お知らせします。  

 ※開講が確定したコースについては、随時お知らせします。  

          ◆募集期間 平成30年3月22日(木)～平成30年4月12日(木)◆選考日(予定) 4月23日(月)◆選考結果通知日 4月26日(木) 

住所地を管轄するハローワーク 訓練の受講申込みや職業訓練受講給付金の手続きは、原則として                で行います。 

なお、主として同一都道府県の別のハローワークで求職活動を行う方は、受講申込みまでにご相談ください。 

訓練コースの選定は、ハローワークの職員と相談の上、行いますので、募集期間の最終日に初めて相談に来られた 

場合、お申し込みができない場合があります。 

又、訓練受講中から訓練終了後３ヶ月間は、原則として月に１回、ハローワークが指定する日（指定来所日）に 

ハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けて下さい♪ 
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http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0124.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0124.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0125.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0125.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0126.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0126.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/info_hellowork.html
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0124.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0124.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0125.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0125.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0126.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0126.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/info_hellowork.html
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/G29-0125.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/G29-0126.pdf
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施設所在地 最寄駅

4-29-28-02-10-
0129

広告・グラフィックデザイン
制作科

2018/9/14 10:00 16:40 15
【任意受験】・DTP検定Ⅱ種
【任意受験】・色彩検定３級

9,730
他実費あり

創造社リカレントスクール
三宮校

神戸市中央区
京町

各線 三宮駅

4-29-28-02-11-
0130 Webデザイナー養成科 2018/9/14 10:00 16:40 20

【任意受験】・Web検定(リテラシー）
【任意受験】・Web検定(デザイナー）
【任意受験】・Web検定(ディレクター）

9,136
他実費あり

創造社リカレントスクール
三宮校

神戸市中央区
京町

各線 三宮駅

4-29-28-02-19-
0122 ネイリスト養成科 2018/9/14 9:30 16:00 15

【任意受験】・JNECネイリスト技能検定試験3級
【任意受験】・JNECネイリスト技能検定試験2級
【任意受験】・JNAジェルネイル技能検定試験 初級
【任意受験】・JNAジェルネイル技能検定試験中級

4,860
他実費あり

C.S.C.三宮校
神戸市中央区

八幡通
各線 三宮駅

4-29-28-02-19-
0127

エステ・ネイル・アロマ・
トータルビューティー科

2018/11/13 10:15 16:40 15

【任意受験】・認定フェイシャルエステティシャン
　　　　　　・認定ボディエステティシャン
【任意受験】・JNECネイリスト技能検定3級
【任意受験】・JNAジェルネイル技能検定 初級
【任意受験】・アロマテラピー検定1級

12,100
REIKO　REAL  ACADEMY

加古川校
加古川市

加古川町篠原
JR 加古川駅

4-29-28-02-19-
0131

ネイル・エステ・アロマ
トータルビューティー科

2018/9/13 10:00 16:40 11

【任意受験】・認定フェイシャルエステシャン
【任意受験】・認定ボディエステシャン
【任意受験】・アロマテラピー検定1級・2級
【任意受験】・JNECネイリスト検定試験2・3級
【任意受験】・JNAジェルネイル技能検定試験 初級・中級
【任意受験】・ネイルサロン衛生管理士

9,828
他実費あり

DENPASAR
ビューティーカレッジ尼崎校

尼崎市
七松町

JR 立花駅

4-29-28-02-19-
0133 ネイリスト養成科 2018/8/15 10:00 16:50 12

【任意受験】・JNECネイリスト技能検定試験3級
【任意受験】・JNAジェルネイル技能検定試験初級

なし
神戸MAXKELLY

ネイル教室
神戸市中央区

北長狭通
JR 阪神電鉄

元町駅

【実践コース　その他の分野】　　6コース

職業訓練学校 
説明会 

各ハローワークで、訓練校による説明会を開催します。 
訓練校からの話を直接聞けるチャンスです！ 
開催日程についてはこちらをクリック！！ 

 ※訓練番号、訓練チラシをクリックすると、訓練の案内や詳細情報を見る事ができます。 
     

 ※開講が確定したコースについては、随時お知らせします。  

★訓練校見学のご案内★ 
 各訓練校の見学も実施しています。 
 見学することで、雰囲気も分かり 
コース選択に役立つはずです！！ 

 まずは、各訓練校にお問い合わせを！ 
お問い合わせ先は、 

訓練番号をクリック！  
 
 

 
 

訓練を受講した方の 
就職体験記がご覧になれます♪ 

受講された方の生の声を聴いてください 

私の就職成功体験記 

2/2

http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0129.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0129.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0130.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0130.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0122.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0122.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0127.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0127.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0131.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0131.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0133.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/29-0133.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren.html
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0129.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0129.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0127.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0127.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0131.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0131.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0133.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0133.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/G29-0122.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/G29-0131.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/syokugyou_kunren_goannai/_119924.html
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0122.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0122.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0130.pdf
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/shienshitsu/5gatu-pdf/R29-0130.pdf

