
2018年9月5日（水）10:00～12:30

ソラシティ カンファレンスセンター
（最寄駅：御茶ノ水駅） 
 無料

BUSINESS 
ENGLISHBUSINESS

ENGLISH

グローバル企業において成果を上げてきた
各種プログラムが充実

IDEA DEVELOPMENT 株式会社

研 修
プログラム
無料体験会
のご案内

無料体験会当日のタイムスケジュール
日　時

会　場

参加費

主　催

問合せ先 seminar@ide-development.com

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-2-10
サニープラザ新宿御苑606
TEL 03-5368-0890  FAX 03-5368-0891
URL https://ide-development.com

会場案内図、担当講師のご紹介は裏面をご覧ください

英語表現力だけでなく
コミュニケーションや

ロジックまで個人別に診断

わずか15分で
理解度30%が80%まで

一気にアップ

名詞中心言語
vs

動詞中心言語

英語実力診断 リスニング力強化法 日本語頭を英語頭に

無料体験会のご案内

個人別にニーズ＆レベルチェックを行い、問題解決型のきめ細かい対応を実践
グループレッスン形式に囚われることなく、ニーズ別に最適な研修方法を組み合せて実施
超初級者から超上級者まで、英語レベルとニーズに合わせて柔軟にプログラムを設計・提供

10:00 オリエンテーション

10:15 効果的な英語実力診断

11:10 演習1：ACTIVE ENGLISH
　　　　リスニング力を高めるコツ

11:40 演習2：ENGLISH SWITCH
　　　　日本語の考えを英語にどんどん直すコツ

12:10 演習3：THINK TO SPEAK
　　　　思いつかない言葉でもすらすら話せる
           ようになるコツ

12:20 代表的なプログラムのご紹介

お申込み受付確認のご連絡を弊社からeメールでお送りします。
お申込み後３営業日経過しても弊社から連絡がない場合は、お手数ですがお電話かeメールでその旨ご連絡ください。

ＦＡＸでのお申込はこちらから FAX 03-5368-0891
御社名 部署名

役職

電話番号

eメール 備考欄

FAX番号

お名前

ＷＥＢでのお申込はこちらから https://ide-development.com/ta/



BUSINESS
ENGLISH

超初級者向けプログラム

ステップを踏むごとにやることが変
わっていき、要求レベルも上がって
いく点がとても良かった。一つ一つ
着実にこなしていくことで成長を実
感することができた。

英語の勉強方法を理解することか
ら一番大切な英語を話すことへの
移行が楽しくスムーズにできた。

単なる英会話ではなく、ビジネスで
使える英語コミュニケーション術を
学べて非常に良かったと思う。通常
の英会話レッスンとは比べもの
にならないほど充実していた。

色々なタイプの研修が盛り込まれ
ていて、内容が偏らず良かった。以
前受けた他の研修よりも実戦で
すぐに使える内容でした。

プレゼンテーションスキルを向上さ
せるという目的に対して、受講当初
と比較してはるかに良くなったと実
感している。重要な点を何度も強調
されたので頭に残った。

中級者向けプログラム

バラエティー豊かなレッスンのた
め、いろいろなシーンで役に立ちそ
うです。日本語のミーティングでも、
役立てていこうと思います。

短期間に集中して、有効なテクニッ
クをレクチャーするという発想がと
ても新鮮で良かった。

講師の方に慣れてくると、トレーニ
ングというよりチャットに流れてし
まいがちですが、御社の講師陣はき
ちんと方向性をもち、軌道修正して
いただいたのでとても感謝しており
ます。

ストラクチャーをきちんと組み立て
る、相槌のみならず、インタラプトも
OKというのは、本当に勉強になっ
た。以前よりかなりマシに会話がで
きるようになったと感じている。

実務に直結していたことが何よりも
良かった。既に効果を実感できてい
ます。

英語会議対策プログラム
（中級者・上級者向け）

わずか2ヶ月の研修でしたが、実務で電
話会議を行っており、既にかなりの効果
が出ています。大変助かりました。あり
がとうございました。

文化が違う言語であることを、改めて
認識できました。これまで一般論として
違う部分を聞いてはいましたが、それを
今回実感＆体感できたことが一番良か
ったと思います。理解できない、聞き取
れないといった部分を、今まではそのま
まにしていましたが、今後はもっと積極
的にコミュニケーションをとっていく自
信とスキルが身に付きました。

出張先でも受講できたことがすごくよ
かったです。

自分の意見を述べる、分からない部分
を確認・質問するという、電話会議で難
しいと感じていた部分を重点的に教え
てもらえてとても良かった。

トレーニングで出会ったすべての講師
の方達からビジネスでの豊富な職務経
験が感じられ、説得力のある納得でき
る指導を受けることができました。

BUSINESS ENGLISH
受講者の声
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東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ
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※セミナーは日本語で行います。

JASON DURKEE
アイディア社（IDEA DEVELOPMENT 株式会社） 代表取締役

米国シアトル出身。上智大学卒業。 大学在学中より研
修企画会社に勤務。インストラクターおよび研修プロ
グラム開発を担当し、その後専任部長となる。2003 
年に企業向け教育研修会社アイディア社を設立、代表
取締役に就任。現在は、人材育成のコンサルタント、教
育プログラムのデザイナー、研修のインストラクター
として、幅広い業種の企業向けに人材育成サービスを
提供している。
主な著書：「 無理なく続く英語学習法」、「ビジネス英
語の技術」、「ガツンといえる英語」

ジェイソン・ダーキー

担当講師 会場のご案内

IDEA DEVELOPMENT 株式会社 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-2-10サニープラザ新宿御苑606 TEL 03-5368-0890  FAX 03-5368-0891

https://ide-development.com



INNOVATION実践型イノベーション
議論や思考を越えて今すぐ行動したくなる

2018年9月5日（水）13:30～16:45

無料

IDEA DEVELOPMENT 株式会社

研 修
プログラム
無料体験会
のご案内

無料体験会当日のタイムスケジュール
日　時

会　場

参加費

主　催

問合せ先 seminar@ide-development.com

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-2-10
サニープラザ新宿御苑606
TEL 03-5368-0890  FAX 03-5368-0891
URL https://ide-development.com

会場案内図、担当講師のご紹介は裏面をご覧ください

NEEDS
鋭いニーズ把握

IDEAS
新鮮な解決アイディア

ACTION
イノベーションを実現する行動

無料体験会のご案内

イノベーションの基本を知る
イノベーション力とモチベーションを高める
職場での具体的な取り組みをスパークする

13:30　イノベーションとは

14:15　NEEDS
　　　　   ケース：IDEO
　　　　   演習：ユーザーのニーズ把握

15:00　IDEAS
　　　　   ケース：APPLE
　　　　   演習：アイディア出し（NM法）

16:00　ACTION
　　　　   ケース：GOOGLE
　　　　   演習：1stアクション、
　　　　   　    クイックプロトタイプ

16:40　クロージング

広い視野で
情報を収集して整理する（マクロ）
デザイン思考を活用して
潜在ニーズを見抜く（ミクロ）

発想法を活用して
新鮮なアイディアを出してから集約する
ビジネスで使えるようブラッシュアップ

すぐやる習慣が身につく
明確な成果物イメージから逆算して
走りながら柔軟に対応していく

NEEDS IDEAS

お申込み受付確認のご連絡を弊社からeメールでお送りします。
お申込み後３営業日経過しても弊社から連絡がない場合は、お手数ですがお電話かeメールでその旨ご連絡ください。

03-5368-0891FAX

ＦＡＸでのお申込はこちらから FAX 03-5368-0891
御社名 部署名

役職

電話番号

eメール 備考欄

FAX番号

お名前

ＷＥＢでのお申込はこちらから https://ide-development.com/ta/

ソラシティ カンファレンスセンター
（最寄駅：御茶ノ水駅）



INNOVATION
受講者の声

テンポの良い展開であっという間の一日でした。
イノベーションを自らが生み出すイメージを掴む
ことができました。

イノベーションの3分類と、イノベーションへのア
プローチ方法が標準化されている事に感動した。

研修プログラムのデザインがしっかりしており、段
取りもよく、ねむたくなる間もないほど充実した内
容でした。

NM法や行動計画のミニプレゼンは面白い気づき
を頂きました。

とても有意義な内容でした。持ち帰って職場の同
僚にも展開して、重要課題に対して共に取り組んで
いきたいと考えている。

イノベーションの定義は難しいが、タイプ別に分類
されて分かり易かった。

今、何を考えているのかを口に出しながら行動し
てもらう様子を観察する手法は、深いニーズ分析
を行う際とても有意義だと思えた。

実践型イノベーション
研修スケジュール（サンプル）

オリエンテーション

グループディスカッション：イノベーションとは？

事例：IDEO

演習：ニーズ把握

事例：APPLE

テーマ設定

演習：ブレインライティング

（昼食）

演習：欠点列挙法

演習：NM法

演習：強制連想法

事例：Google

演習：ゴールイメージ

演習：1stアクション

クロージング　

（研修終了 17:30）

 9:00 
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会場のご案内担当講師

ニーズ

アイディア

アクション
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※セミナーは日本語で行います。

JASON DURKEE
アイディア社（IDEA DEVELOPMENT 株式会社） 代表取締役

米国シアトル出身。上智大学卒業。 大学在学中より研
修企画会社に勤務。インストラクターおよび研修プロ
グラム開発を担当し、その後専任部長となる。2003 
年に企業向け教育研修会社アイディア社を設立、代表
取締役に就任。現在は、人材育成のコンサルタント、教
育プログラムのデザイナー、研修のインストラクター
として、幅広い業種の企業向けに人材育成サービスを
提供している。

英スネジビ「、」法習学語英く続くな理無 「：書著な主
」語英るえいとンツガ「、」術技の語

ジェイソン・ダーキー

担当講師 会場のご案内

IDEA DEVELOPMENT 株式会社 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-2-10サニープラザ新宿御苑606 TEL 03-5368-0890  FAX 03-5368-0891

https://ide-development.com




