
〒604-8141
京都市中京区泉正寺町328  西川ビル4F

※「平成31年度 働き方改革に向けた労働時間等のルールの定着事業」は、厚生労働省からの委託によりランゲート株式会社が実施します。
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FAX

WEB

検索労働契約等解説セミナー ランゲート

http://労働契約等解説セミナー.site/

セ
ミ
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内
容

対
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者

セ
ミ
ナ
ー
時
間

どなたでもご参加いただけます
（事業主・人事労務担当・労働者など）

1. 労働契約法をはじめとした
　　労働関係法令の基礎について

2. 無期転換ルールについて

3. 副業・兼業の促進について

【　受付時間　】 12：00〜13：00

【セミナー時間】 13：00〜15：45

【　個別相談　】 15：45〜16：45
セミナー終了後、相談を希望されるセミナー参加者に
対して個別相談会を実施します。
セミナー終了後、相談を希望されるセミナー参加者に
対して個別相談会を実施します。

申
込
方
法

本紙裏面の FAX 申込書
FAX：075-741-7862

専用WEBサイト

【TEL】075-741-7862（平日9時～18時）　【FAX】075-741-7863
【E-mail】9010@mb.langate.co.jp　　　【専用HP】 http://労働契約等解説セミナー.site/

労働者や事業主、人事労務担当者など
を対象に、「安心」して「働く」ための
労使をつなぐルールである「労働契約」
について、基本的な事項をわかりやす
く解説するセミナーを開催します。

労働者や事業主、人事労務担当者など
を対象に、「安心」して「働く」ための
労使をつなぐルールである「労働契約」
について、基本的な事項をわかりやす
く解説するセミナーを開催します。

QRコードからでも
ご確認いただけます。



※複数参加の場合はこちらにご記入ください。

開催日 開催地
フリガナ
参加者
氏名

TEL FAX

他参加者
氏名

相談会希望

フリガナ

会社名

Email有       ・       無どちらかに○をつけてください

会場名　　　　月　　　　日（　　　）

※「電話番号」、「FAX」、「MAIL」のいずれか一つは連絡先として必ずご記入をお願いします。
※定員を超えてからのお申込みは受付できない可能性がございます。予めご了承ください。セミナー申込票＜FAX送信用＞

申込日：　　　　年　　　月　　　日　

開催スケジュールは変更される可能性があります。
最新の開催スケジュールは弊社HPからご確認お願いします。労働契約等解説セミナー2019【開催会場一覧】

【個人情報の取り扱いについて】
・ご記入頂いた個人情報は、「平成31年度 働き方改革に向けた労働時間等のルールの定着事業」に利用させていただきます。
・ランゲート株式会社の個人情報取り扱いについて詳しくは「http://www.langate.co.jp/000000/privacy.html」を御覧ください。
・個人情報に関する問合せ先：ランゲート株式会社 個人情報保護管理者 情報通信部 サポート担当 電話：075-813-3307

上記内容について　□ 同意する（チェックしてください）

WFL4094<02>

7月9日 (火 )
11月8日 (金 )

三重県教育文化会館　第２会議室
三重県教育文化会館　中会議室

7月24日 (水 )

11月20日 (水 )

ピアザ淡海 204
滋賀県立県民交流センター
ピアザ淡海 204
滋賀県立県民交流センター

6月18日 (火 ) 京都府民総合交流プラザ 京都テルサ視聴覚研修室

5月31日 (金 )

6月25日 (火 )

7月5日 (金 )

7月30日 (火 )

大阪府立労働センター
エル・おおさか 501会議室
大阪府立労働センター
エル・おおさか　南1023
PLP 会館 中会議室
大阪府立労働センター
エル・おおさか　大会議室

6月27日 (木 )
7月10日 (水 )
9月6日 (金 )

兵庫県民会館 902 会議室
兵庫県民会館 1202 会議室
兵庫県民会館 福の間

7月9日(火 ) エルトピア奈良 大会議室 B
6月21日 (金 )

10月4日 (金 )
和歌山商工会議所 特別会議室
和歌山商工会議所 特別会議室

7月12日 (金 )

7月26日 (金 )

国際ファミリープラザ 会議室 A

松江テルサ 中会議室

6月11日 (火 )

10月16日 (水 )

岡山国際交流センター
5階会議室（１）
岡山国際交流センター 
5階会議室（１）

6月12日 (水 )

7月17日 (水 )

9月12日 (木 )

RCC 文化センター 612 会議室
RCC 文化センター 704 会議室
RCC 文化センター 611会議室

7月18日 (木 )

11月26日 (火 )

山口県国際総合センター
海峡メッセ下関　804
山口県国際総合センター
海峡メッセ下関　804

6月25日 (火 )

7月23日 (火 )

7月24日 (水 )

サンポートホール高松　63会議室
愛媛県県民文化会館ひめぎんホール
別館13会議室
ちより街テラス 会議室 3

6月18日 (火 )

7月25日 (木 )

9月11日 (水 )

10月2日 (水 )

クローバープラザ　セミナールームC
カンファレンスASC 5F-A
福岡朝日ビル会議室　16 号室
カンファレンスASC 4F-A

6月19日 (水 )

10月3日 (木 )

佐賀県教育会館　小会議室
佐賀県教育会館　小会議室

6月20日 (木 )
10月4日 (金 )

長崎県勤労福祉会館  第３中会議室
長崎県勤労福祉会館  第３中会議室

7月26日 (金 )
9月12日 (木 )

9月13日 (金 )

くまもと県民交流館パレア 会議室 4
宮崎県婦人会館 3Fさくら
大分県中小企業会館　中会議室

PLP 会館 中会議室
PLP 会館 中会議室
PLP 会館 大会議室

8月6日(火 )
8月30日 (金 )
9月20日 (金 )
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