FUJITSU 人材育成・研修サービス
講習会

サイダス社認定 CYDAS.com 研修シリーズのご紹介
CYDAS.com の導入にあたり、運用・推進担当者の方が必要な知識やスキルを習得し、
CYDAS.com をより効果的に活用していただく為のコースをご提供します。

本コースが解決できること

人材の最適な

社内の人材を

配置を行いたい

最大限に活用したい

個人の資質に応じた

チーム力の向上を

効果的な人材育成

目指したプロジェクト

を行いたい

を編成したい

富士通ラーニングメディアの導入・活用支援コンサルタントとサイダスの製品開発・運用担当が
それぞれの持つノウハウを結集して開発した実践型研修です。
CYDAS.com を活用したタレントマネジメントの基礎から応用までを学ぶことができます。

Proﬁle Manager 活用講座
Proﬁle Manager 運用者に必須な、効率よく使用するための設定、社員情報などの登録方法、ユーザー
作成・権限設定といった基本的な環境設定から、人事部門のための組織改編や社員の入社、配属など
の人事処理の方法、便利な人材検索テクニックについて習得するためのコースです。
半日間でポイントを絞り、Proﬁle Manager の機能を最大限に引き出す方法をご紹介します。

Performance Cloud 人事・人材戦略への活用講座
人事部門、人材開発部門、現場の部門長など Performance Cloud で人材分析を行う方が、目的にそっ
て人材を選出し、分析する具体的な方法を習得するためのコースです。よくある人事課題のケースス
タディにそって Performance Cloud を実際に操作することにより、分析の仕方を体感できます。

Stream コラボレーション講座
Stream を利用する全社員の方が、業務でどのように利用していけばよいのか、具体的な事例などを
もとに理解を深めることができます。

コース体系
入門・基礎

応用・実践

Proﬁle Manager 活用講座
Performance Cloud 人事・人材戦略への活用講座
Stream コラボレーション講座

コースのご紹介
コースコード

東京

大阪（サテライト）

東京

大阪（サテライト）

東京

大阪（サテライト）

UCA01L

USJ39L

UCA02L

USJ40L

UCA03L

USJ41L

コース名

Proﬁle Manager 活用講座

Performance Cloud 人事・人材
戦略への活用講座

Stream コラボレーション講座

学習形態

集合教育

集合教育

集合教育

期間

半日（約 3 時間）

1 日（約 6 時間）

半日（約 3 時間）

価格

40,000 円

75,000 円

40,000 円

本コースでは、Proﬁle Manager の稼

本コースでは、企業が実際に抱えて

Stream をどのように活用すれば社

動までに必要な環境設定と、効果的

いる課題をベースに、人事・人材戦

内コミュニケーションの活性化がは

に活用する方法について学習しま

略における Performance Cloud の活

かれるのかを、具体的なケースをも

す。実習は、講師と一緒に Proﬁle

用方法について紹介します。

とに説明します。実習は、講師と一

コース概要

対象者

Manager を操作しながら、学習内容

緒に Stream を操作しながら、学習内

を確認していきます。

容を確認していきます。

・自社導入を検討されている方

人事、人材育成に対して Performance

・社内コミュニケーションの活性化を図りたい方

・活用方法を知りたい方

Cloud の活用を検討されたい方

・Stream から人材情報を活用したい方

最適な人材配置と育成方法について

Stream の有効的な活用と運用方法

検討できる

を検討できる

学習目標 1

稼動までに必要な環境設定を行える

学習目標 2

各種人事処理を行える

採用基準を検討できる

人を探す便利な設定を行ったり、

組織のパフォーマンスを見える化し、 社員が Stream を毎日ログインして

効率よく人を探したりできる

対策指針の方向性を見出せる

学習目標 3
学習目標 4

Stream 稼動までに必要な設定を行い、
StreamとProﬁle Manager を関連付けられる

サクセッションプランニングを行える

Stream を活用してコミュニケーションの仕組
みを変え、社員のモチベーションを向上させる

活用する仕組みを構築できる
Stream を活用して、人材マネジメン
ト手法を効率化・高度化する

※サテライトとは、当社講習会をインターネットを介してライブ配信し、同時に複数の会場でご受講していただくサービスです。
※上記時間内には、昼休憩を除く休憩が含まれております。

※UCA02L / USJ40L Performance Cloud 人事・人材戦略への活用講座の受講には、UCA01L / USJ39L Proﬁle Manager 活用講座を修了または、同等の知識があることが前提になります。

製品・サービスについてのお申し込み、お問い合わせは
担当営業または、販売代理店までご連絡ください。
TEL :

03-6435-3953

E-MAIL : ﬂmtraining@cydas.com
受付時間 9:00〜12:00 / 13:00〜17:30（土・日・祝祭日は除く）

株式会社サイダス 〒105-0014 東京都港区芝 2-1-33

第三渡邊ビル 8 階

FUJITSU 人材育成・研修サービス
講習会

サイダス社認定 CYDAS.com 研修シリーズの詳細

開催日程
コースコード

コース名

場所

2016 年 上期
5月

6月

7月

8月

9月

通常講習会
UCA01L

UCA02L

UCA03L

Proﬁle Manager 活用講座
Performance Cloud

人事・人材戦略への活用講座

Stream

コラボレーション講座

東京

品川 5/30
14:00 〜 17:00

品川 7/1
:
14 00 〜 17:00

品川 9/23
09:00 〜 12:00

東京

品川 5/31
09:30 〜 16:30

品川 7/6
09:30 〜 16:30

品川 9/28
09:30 〜 16:30
品川 9/23
14:00 〜 17:00

東京

サテライト講習会
USJ39L

【サテライト】

Proﬁle Manager 活用講座

大阪

大阪 7/1
14:00 〜 17:00

【サテライト】

USJ40L

Performance Cloud

人事・人材戦略への活用講座

大阪

大阪 9/28
09:30 〜 16:30

大阪

大阪 9/23
14:00 〜 17:00

【サテライト】

USJ41L

Stream

コラボレーション講座

大阪 9/23
09:00 〜 12:00

講習会受講要項
講習時間
・講習会の実施時間は、コースや開催地区によって異なりますので、
『受講票』にてご確認ください。
・実習や演習などにより、終了時刻が多少前後する場合がございますので、ご了承ください。
申し込み方法
・受付けは先着順ですので、お早めにお申し込みください。
・お客様の個人情報の取扱いにつきましては、事前に（株）サイダス並びに（株）富士通ラーニングメディア「個人情報保護ポリシー」および「個人情
報の取扱いについて」をご覧になり、ご承諾いただいた上で、お申し込みください。お客様の個人情報は、以下の目的に使用させていただきます。
当社研修サービス業務（申込処理、受講履歴管理、受講票・修了証発行、請求書発行、講習会名簿作成、学習のためのフォローアップメール、QA サー
ビスなど）。
受講料内訳
・受講料にはテキスト代も含まれています。
日程変更・キャンセル
・お客様都合による日程変更・キャンセルの締切日は、原則講習会開始日の 3 営業日前です。
・締切日以降の日程変更・キャンセルは承ることはできません。受講料の返金は致しかねます。
・所定のキャンセル手続きが済んでいない場合、キャンセルと認められませんのでご注意ください。
・締切日にかかわらず、CYDAS.com 契約時の初期費用に受講料が含まれている場合、受講料の返金はいたしかねます。
欠席された場合
・日程変更・キャンセルの手続きなく受講を欠席された場合、または CYDAS.com 契約時の初期費用に受講料が含まれている場合は、受講料の返金
はいたしかねます。

