
Web研修 ～10月サービス開始！！～

『Web研修』とは
10月より、Webシステムを活用した技術研修をご提供することといたしました。
当社各センター（東富士・埼玉・福岡・仙台）にお越しいただく事が難しい代理店様
におかれましても、Webでお気軽に参加する事が可能となります。

■1回あたり40分～60分の研修となります
■インターネット環境があることが受講条件となります。

<受講料>
①『次世代せいび研究会』会員の代理店様・・・・・・無料
②『次世代せいび研究会』会員以外の代理店様・・・・・・5,000円＋税/1講座

～研修ラインナップ(2020年10月1日現在)～

※メニューは順次追加してまいります
【研修画面イメージ】 <研修日程について>

・次ページの『Web研修日程』をご確認ください

<お申込みについて>
・添付の『Web研修 受講申込書』を担当の
営業課支社へご提出ください

『次世代せいび研究会』について
ASV機能、自動運転車の普及および2020年4月の法改正(OBD検査・特定整備認証)により、次世代自動車の整備に関する知
識・技術習得が必須となってきています。あいおいニッセイ同和自動車研究所では、モーター代理店様の知識・技術習得ご支援のため
2019年10月に『次世代せいび研究会』を設立いたしました。会員の皆様へは、「常設セミナー割引」「エーミング出張デモ会」「スキャン
ツール・シェアリング」「ターゲット・シェアリング」「各種電話相談」「無料講演会」など、様々なサービスを提供しております。
加入をご希望の方は、担当の営業課支社までお申し出ください。(第3期募集期間 2020年10月末まで)

研修コース 概要 研修時間 対象

車種別エーミング研修
（トヨタプリウス編）

トヨタプリウス50型のミリメータウェーブレーダセンサと
レコグニッションカメラのエーミング作業を動画を交え
解説します

40分 整備従事者や、これから
エーミングに取り組もうとする整備事業者向け

見積書記載内容の解説
（少額帯）

実際の見積りは出来なくても見積書内容（少額）
をお客様に説明できるよう解説します 60分 サービスフロントや受付担当者向け

溶接作業（スポット溶接編） 溶接作業の中で頻度の多いスポット溶接の作業に
ついて動画を交え解説します 40分 鈑金作業従事者向け
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　　　   ください。
　　    （別の時間に空きがある場合は、その時間の受講をご案内させていただきます。）

締切⽇

（※）定員となりご希望の時間に受講できない場合もありますので、予めご了承

カテゴリー 研修コース名 開催時間開催⽉ ⽇程

1⽉19⽇（⽕）

11⽉9⽇（⽉）

12⽉16⽇（⽔）

10⽉

10⽉

⾒積書記載内容の解説（少額帯）

⾞種別エーミング作業（トヨタプリウス編）

溶接作業（スポット溶接編）

⾒積

整備

鈑⾦・塗装

10⽉20⽇（⽕） 10⽉9⽇（⾦）

11⽉

12⽉

1⽉

10⽉20⽇（⽕）

10⽉30⽇（⾦）

12⽉4⽇（⾦）

12⽉29⽇（⽕）

10⽉30⽇（⾦）

⾞種別エーミング作業（トヨタプリウス編）

溶接作業（スポット溶接編）

整備

鈑⾦・塗装 1⽉12⽇（⽕）

3⽉5⽇（⾦）

1⽉

2⽉

2⽉

3⽉

2⽉2⽇（⽕）

2⽉16⽇（⽕）

3⽉15⽇（⽉）

2⽉5⽇（⾦）

溶接作業（スポット溶接編）

1⽉22⽇（⾦）

1⽉8⽇（⾦）

整備

⾒積

⾒積

⾒積書記載内容の解説（少額帯）

（※）定員数は、１代理店様につき１回線とさせていただきます。

【 2020年度　Web研修⽇程 】

10代理店様

5代理店様

10代理店様

10代理店様

10代理店様

定員（※）

5代理店様

10代理店様

10代理店様

10代理店様

鈑⾦・塗装

⾒積書記載内容の解説（少額帯）

⾞種別エーミング作業（トヨタプリウス編）



 

Web 研修 お申込みから受講までの流れ 
 
 
 
 ご利⽤になるパソコンの OS、ブラウザについてご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 「⾃動⾞研究所 Web 研修 受講申込書」に必要事項を記載のうえ、営業課⽀社にご提出ください。 
 ※研修⽇程表記載の申込締切⽇までにお申込みください。 
 
 
 研修⽇ 1 週間前に、下記送付物を申込書記載住所宛に送付いたします。 

●Webex 操作マニュアル 
●研修テキスト 
●研修受講代⾦請求書（※次世代せいび研究会の会員様は無料） 

 
 
 申込書記載のメールアドレス宛に、研修 3 ⽇前に Web 研修招待メールをお送りさせていただきます。 
 本メールは Web 研修参加に必要なメールですので研修当⽇まで破棄せずに保管くださいますようお願い 
 いたします。 
 また、確実に招待メールが送信できているか確認のため、本メールを受信されましたら、受信完了の旨、返信 
 をお願いいたします。（送信確認のため、研修 1~2 ⽇前にお電話をさせて頂く場合がございます） 
 
 
 研修開始 20 分前から接続可能となります。万が⼀、接続できない等問題が発⽣した場合には Webex 
 操作マニュアル記載のヘルプデスク（0120-47-8800）までお問い合わせください。 

 
以上 

■OS 
  以下が望ましいです。 

・Windows10 
・OS X 10.9（Mavericks）以降 

■ブラウザ 
 ・Internet explorer 10 または 11 
 ・edge 最新版 
 ・Chrome 最新版 
 ・Safari（Mac OS） 最新版 

■必須パソコン機能 
・マイク（⾳声⼊⼒） 
・カメラ付き PC（外付け PC ⽤カメラでも可） 

 ※可能であれば、wi-fi（無線）ではなく、
有線接続での受講をお願いいたします。 

 

【Web 研修受講推奨パソコン環境】 

【資料の発送】 

【Web 研修招待メールの発信】 

【研修当⽇】 

【受講申込み】 

※ご使⽤される通信環境、パソコンの環境によって、⾳声・映像に乱れ等が⽣じる場合があります。 



会社名

所在地　　　 TEL．

FAX．

講座名 講座実施日時

　　有　　・　無 　　　有　・　無
フリガナ 性別　　　　 生年月日 昭　・　平　

受講代表者氏名
受講代表者役職

受講代表者
連絡先TEL．

〒999-9999 緊急時TEL．

【つなぎ（作業着）サイズ】　　*3L以上のご用意はありませんので御持参お願いいたします。 【資格】 【経験年数】

　●ツナギ 1級　小型自動車整備士 ●一般整備（　　　   年）

【見積研修受講者用】 （　　　　）級　ガ・シ・ジ・ニ ●塗　　  装 （　　　 　年）

整備士 ●板　  　金 （　　　　 年）

自動車車体整備士 ●見 積 り   （　　　　 年）

（　　　　　）

（　　　　　） 自家用自動車にて参加する（　　　時　　分頃　センター到着予定）

（　　　　　）

【必須事項】 ※AD社営業店では、DB入力時に『備考』欄へ下記事項を入力

●Web研修で使用されるメールアドレス　：　

代理店名 代理店コード

課支社名 担当者

●必要事項を記入し、弊社営業担当者にお申し込みください。
　（定員を超えた場合はお申し込みお断りすることもありますのでご了承ください。）
●受講料のお支払いについては、担当者までお問い合わせください。
●本情報あいおいニッセイ同和自動車研究所に登録し、今後自動車技術に関するさまざまな情報やセミナー等のご案内をさせていただく事がありますので
　ご了承ください。

090-9999-9999

●次世代せいび研究会　：　☑　会員　・　□　非会員

ケンキュウ　ジロウ

　　　　　　　　4＝直接研修案内メール　　　　5＝パンフレット・ホームページ　　　　6＝その他

研究　次郎 ⼯場⻑

男　　・　　女　

００　年　００　月　００　日

開催場所住所

※AD社営業店では、DB⼊⼒時に『⾃宅住所』欄へ下記事項を⼊⼒ ※AD社営業店では、DB⼊⼒時に『⾃宅TEL』欄へ下記事項を⼊⼒

年齢　　　　　　　（　　００　　）　　歳
※AD社営業店では、DB入力時は『年月日、年齢』を『００』で入力

987-654-3210

202●年　■月　▲日

123-456-7891

345-678-9012

代表者名

〒111-2222

自動車研究所　Web研修　受講申込書

【塗装研修受講者用】

受講者記入欄

受講者勤務先記入欄

研修ご参加に至った動機・きっかけ（該当する番号に〇印をご記入ください）

アウダセブン　・　なし　・　その他（　　　　　）

                 静岡県●●市■▲123-45　

前泊

13 時　30分 開始

　　　　　　　　1＝営業現場からの提案　　　　2＝自動車研究所講師の紹介　　　　3＝当社モーター代理店の紹介

セミナー受講中の宿泊

●●●整備⼯場

⾞種別エーミング作業（トヨタプリウス編）

研究　太郎

あいおいニッセイ同和損保

東京都●●区▲▲987-654

※太枠内のみご記入ください。

課支社使用欄

JR三島駅より送迎バスを利用する　（東富士センターご参加の場合のみご記入ください）

　●使用塗料 メーカー名（　　　　　　）　塗料名（　　　　　　　）

（ S ・ M ・ L ・ LL ・ 3L )

●●●●＠■■.▲▲.◆◆

その他　（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　●使用見積ソフト

　　　※受講代表者連絡先TELと同様でも可
　　　※緊急時にご連絡させて頂く場合があります。

記載不要

記載不要



会社名

所在地　　　 TEL．

FAX．

講座名 講座実施日時

　　有　　・　無 　　　有　・　無
フリガナ 性別　　　　 生年月日 昭　・　平　

受講代表者氏名
受講代表者役職

受講代表者
連絡先TEL．

緊急時TEL．

【つなぎ（作業着）サイズ】　　*3L以上のご用意はありませんので御持参お願いいたします。 【資格】 【経験年数】

　●ツナギ 1級　小型自動車整備士 ●一般整備（　　　   年）

【見積研修受講者用】 （　　　　）級　ガ・シ・ジ・ニ ●塗　　  装 （　　　 　年）

整備士 ●板　  　金 （　　　　 年）

自動車車体整備士 ●見 積 り   （　　　　 年）

（　　　　　）

（　　　　　） 自家用自動車にて参加する（　　　時　　分頃　センター到着予定）

（　　　　　）

【必須事項】 ※AD社営業店では、DB入力時に『備考』欄へ下記事項を入力

会員　　・ 非会員

●Web研修で使用されるメールアドレス　：　

代理店名 代理店コード

課支社名 担当者

●必要事項を記入し、弊社営業担当者にお申し込みください。
　（定員を超えた場合はお申し込みお断りすることもありますのでご了承ください。）
●受講料のお支払いについては、担当者までお問い合わせください。
●本情報あいおいニッセイ同和自動車研究所に登録し、今後自動車技術に関するさまざまな情報やセミナー等のご案内をさせていただく事がありますので
　ご了承ください。

あいおいニッセイ同和損保

※太枠内のみご記入ください。

課支社使用欄

JR三島駅より送迎バスを利用する　（東富士センターご参加の場合のみご記入ください）

　●使用塗料 メーカー名（　　　　　　）　塗料名（　　　　　　　）

（ S ・ M ・ L ・ LL ・ 3L )

                     @
●次世代せいび研究会　：

その他　（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　●使用見積ソフト

　　　※受講代表者連絡先TELと同様でも可
　　　※緊急時にご連絡させて頂く場合があります。

自動車研究所　Web研修　受講申込書

【塗装研修受講者用】

受講者記入欄

受講者勤務先記入欄

研修ご参加に至った動機・きっかけ（該当する番号に〇印をご記入ください）

アウダセブン　・　なし　・　その他（　　　　　）

前泊

　　  　　　　 時　　　分　 開始

　　　　　　　　1＝営業現場からの提案　　　　2＝自動車研究所講師の紹介　　　　3＝当社モーター代理店の紹介

セミナー受講中の宿泊

〒

　　　　　　　　4＝直接研修案内メール　　　　5＝パンフレット・ホームページ　　　　6＝その他

男　　・　　女　

００　年　００　月　００　日

開催場所住所

※AD社営業店では、DB⼊⼒時に『⾃宅住所』欄へ下記事項を⼊⼒ ※AD社営業店では、DB⼊⼒時に『⾃宅TEL』欄へ下記事項を⼊⼒

年齢　　　　　　　（　　００　　）　　歳
※AD社営業店では、DB入力時は『年月日、年齢』を『００』で入力

　　　　　　 　年　　　月　　　日

代表者名

〒

記載不要

記載不要
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